
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　・

本蹴文部科学齢学校噸鯉者等嶋疏学校法入等）の協力を得て実瞬ものです・，・

　……・・…………・……・………’…・……一：一・　一乖≡】．lnM”n‘　1＝　　　：　　　　　　……・・……・…・・………・…・………1・……・

　　　　’　・，　　．　’　　　　・＾L－　　　．　・．　・・　　”．

．髄の目的∵㈲務輯磯会鰐とその雌の維持向上め鯨朽全国的な児童生徒の勃や学習
　　　　　　　　　　　　　状況を把握・分析し，教育施策の成果と課題を検証．し，その改善を図る　，

．一 　”．．◇学校における璋生徒への婿蝶の充実や学習状況の蹟等1・そ題てる

　　　　　　　　　　　　◇そのような取組を導てぷ育に馳る継紬な鉦改勤イ2ルを敵する

∵’………’…：”∵…’…’…”‘：：’”：’”：……’…’…：’……’”∵……’…’”…………’∵1”∵…t……’’”…’”……1…‘’

調査対象 国・公・私立学校の小学校第6学年，中学校第3学年　原則として全児童生徒

…　．・■t．…　．．一一・－t－・．．・．．◆一一ie・t．一一一一．・・・…　四⇔⇔・・．■一．．⇔・臼・◆．◆’it・・一一・■）・・⇔・・…　．・．ti・．⇔⇔・ひ⇔・．‥．一一、一．．．．．．．．■一．－t．．〉．．⇔．⇔ご◆．．⇔．．喝⇔．．．◆t－一一．．◆．・．．．■t．◆．◆．．．．．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　調査内容　　　①教科に関する調査（国語一算数・数学，理科）…　　　，　　　　’　　．

、　’

　　　　主として「知識」1ご関する問題（A）

・身鮒けて紗帥れ囎の学年等の摺内離影
響を及（9す内容

’舗漂謡醒瓢㌶1灘用できるように・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・ 知識．・技能等を実生活の様々な場面に活用するカ

・ 様々な課題解決のための構想を立て実践し評価・

改善する力

※理科については．主として「知謝tF関する問題と主として「活用」に関する問題を一体的に問う。

②生澗慣や学習環鱒ご関す領問綱査’

　　　　．

など　　・

s

　　　　　　　　　　　　　・．　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
一∴・　　’　・’見童産徒に対する調査　　　　・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．　　　　　　　　　　　　　　　〉．　’「’”学校に対する調査’一　　’’’’”‘”　　　　　　　　　　　　■　　　　　．

　　　　　　1学習意欲，学習方法，学習環境，生活の諸側面等に関する　　　　　　　　　・調査　　　「　　　．　　　　　　　　　　　　　　　．

．（例）国語の勉強は好きですか1授業の内容はどの程度分かり

　　ますか，一日にテレビを見る時間，携帯電話等め使用時間，

　　読書時間，勉強時間の状況など　　　　　　．

指導方法に関する取組や人的・物的な教育条件の整
備の状況等に関する調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

（例）学力向上に向けた取組，指導方法の工夫，教育の情報化，

　　教員研修，家庭・地域との連携の状況　など

　　　　　　　　　　　　　　　　　．

還；i”’ii”””’i”…〔…〔…∵………三∴三…三……〔∵

．◎小学校（児童質問紙la，・4時限目終了後以降に1各学校の蹴に応じて実施・）　　　　t一

1時限目　’

　　　　　　　．
” 2時限目 3時限目 4時限目

国語A（20分）．算数A（20分） 国語B（40分） 算数B’（40分） 理科（40分） 児童質問紙（20分程度）

◎中学校（生徒質問綱ま，5時限目終了後以降に，各学校のw；Rlこ応じて実施．）．

　　．塒限目’’”
’

　2時限目
　■　　　　．

3時限目”

　　　　、

争時顧 ” 5時限目

国語A（45分）　　　　　　　． 　　　　　　．国語B’（45分） 数学A（45分） 数学B（45分） 理科（45分） 生徒質問紙（20分程度）

　　一．　　　　14　’　　　・　　．
（参照：文部科学省HPI岬：”wvyw・mext．g°・」p！a－me・u！sh°tqu／9・k・ry。k…h？・・a／i・dex・htm



問題例二過去の全国学力・学習状況調査より
全問題」こついては，　（http：／／www．nier．go．jp／kaihatsu／zβnkokugakuryoku．htmD．を参照。
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0出題の趣旨．

新聞の投書を読み，表現の仕方を捉える

ことができるかどうかをみる。　．　　’

o正答

4

（正答率　71、9％）

L

i

べ

1

事象の図形的な考察と問題解決の方法．（文化祭の準備）

s

’

田・tw－ptコ4a“t文｛C祭の洞をしています．実枝肋献さ砥

　来客用のはり鋲やパンフレフトを作ったり1拉舎に横断暮を取りつけ

　たりします．．

　　回1は校舎の1階と2階の案内図です．

　国1

嬰昌

陪　　　　　　　　　　　　2贋　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
非信口　　　．

随※
理再
準帽黄

≒コ皇　　　，

トイレ

煕ば（紅《H幻 理N孟
トイレ’

〉

．．

饗　．

絃長室　，
．掲示捉

　　　　　開改

生貸負
　哀

房書土

nA艮又会領袖官｝

　　　　　性相・

限　蹴雌五 ’イレ
多目白・敦紅 民●

辱佑田
角甲． Hレ ．．

夏貝盲

紅量臣

倉原

賀P直
　’
、牟些 3年4鮒

生吐玄両　　　　　　　　　　，　クラスロ示⇔年曲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　t

（2）文化サ誕のパンフレフトに，　外

　から校含を見た図2を使います，

　目tで示した非常口の位量が，．

　目2の八．B．　C，　Dの中にあ

　ります．下のアからエまでの中

　から正しいものを1．つ迅びなさ

　い・

　　ア　Aの位E　　　　イ

　　ウ　cのftff　　　　エ

図2

Bの位田

Dの位置

（3）因3のように．’故舎に「一中文化祭」の横断幕を取りつけます。

　　健太さんは，枚門の位霞に立って見たときに、’国4のように拭断

　暮が木にまったくnれない高さで．最も低い位姪に取りつけたいと

　思いました．そこで（目5bように，校nの位置に立っている健太

　さんと木とtteをWW6　をかいて・木にtaれttV’槙vagの
　位世を考えることにしました．

　　槙断甘が木にまったく阻れない最も低い位置を求める方法を貫葉

　で毘明しなさい・解答用紙の田を使って説明してもかまいません・

次の（1）から（3）までの名問いに答えなさい．

（1）M1の掲示板に，美術室への艦路を示すはり紙を掲示します．そ

．のはり垣が，下のアからエまでの中にあります．正しいものを1つ

　這びなさい．

ア イ ウ 工

団3

国5

自4

E三三【・一≡1一

作晶展覧会
（美術皇）

、
作品展克会

俵術室1

　　　ノ

d／

作品艮覧会

（美聴9

、
作品凝克会
（美葡室）

κク

ー

、

a

0出題の趣旨

与えられた情報を読み，次のことができ

るかどうかをみる。，

・事象を図形に着目して観察すること

・必要な情報を適切に選択すること．　．’

・ 事象を理想化・単純化して，．その特徴を

　的確に捉えること

・数学的な結果を事象に即して解釈し，問

　題解決の方法を数学的に説明すること

●正答

（1）　ウ

．（2）

（3）（iE答eSD

健太さんの目と木の先端の2点で決まる直線をひ

き，その直線と校舎を表す線分との交点を求め，

その位置に横断幕の下端が一致するように取り

つければよい．

（正答率　（1）フZ4％，（2）93，0％，（3）61．3％）
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「質量保存」の問題

口品。。1ぷ端。。τ．。。。，や。。。t、。、，，”・、、し。．

｛‘）下の回のように．水砂若1個とビニルぷ《ろの重さをは■るヒ．“22g

でしたs次に．水にとかしVす《すろため．ホ砂若をビニルぷ《うに入れ

　　　のてbか《剖りました．モして，もう一度全体の重さをはtilJました．

　匝⌒］　　　睡　」6uろ

　　Ltig一〇⑲　　・’鋲期哀・

口］q

べ竜子てんびん
　（はかIi）

rkljEl　r．｛‘

　畑か《封r・た

　願，鯵

　、

緋槻は，砂淋からゆっ《りヒ水を案］εさせてつ《ei，　｛Sので「．『

7　）ぺrL．

駆
よしテさん

　　　　　　　　　　　　　　　　．　ト
、鱈，」・kene・a・・（ti．ntk・全体・醐t　c　7｝．

ヰけざんのtsh（ア）の中1・’eて1±t4t．qt・下・1から

4まての中からiつ透んで，tの＃号ESきtしょうジ

　1　22讐よlj経（なっていました　　　　　　　’

　2　22gと交わ，ていませんでした

　3229よ’りs｛tsnていました　　，　　　、
　4　ビニルぷくろの重ざだ1†になってい含した

e出題の趣旨
物・は，形が変わっても重さは変　’

わらないことを理解しているかど

うかをみる。　　　　　　”

⑲正答

（正答率　85．9％）

メダカとアマガエル

、

t

団録さんけ治と7マ・エ〃にワいてほ毒さんは

　チベーリフプについて・そhそれ自哩研究に取り凪み・

　琵衷用ポスターを作成しtした．

　次の‘1）から（6）の名nい1二答えなさい◆

　　　　　　　i

●出題の趣旨

（1）魚類の呼吸と水草の光合成

を理解しているかどうかをみる。’

（2）動物を飼育する場面において，

両生類の子と親の体のつくりと働

きや生活場所に関する知識を活用

して，力エルの特徴や成長に応じ

て飼育の環境を整えた理由を説明

することができるかどうかをみるe

　　　l
o正答

　　物質の名称：酸素

（1）水草のはたらきの名称：

　　光合成

詫調査結果等の集計・
　　分析・提供

集計・分析

◇国全体，各都道府県，地域の規模等における

　調査結果を公表・　　　　　．

◇児童生徒の学習環境や生活習慣，学校におけ

　る指導や教育条件の整備状況等と学力の相関

　関係を分析，公表　　，

▼公表’y；る調登結泉の例

願4時間以上

脚2時間以上，3時間より少ない

Eヨ30分以上1時間より少ない

提供 J

（2）（正答例）

アマガエルの子はえら呼吸を

して水中で生活するが，アマ

ガエルの親は肺呼吸をして

〔主に〕陸上で生活するから。

（正答率　（1）56，8％，（2）38，5％）

◇各教育委員会，学校に以下の調査結果を提供

　・児童生徒の正答数分布図

　・設問別正答率・無解答率，類型別解答状況

　∵質問紙調査の結果、　　　　　　　　　’

　・各児童生徒に提供するf個人票」　　など

▽「個人票」のイメージ　’

　　　　　　’
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：・：調査結果の活用

　　　把握

全国的な児童生徒σ～

学力や学習状況の把握

　　改ぎ
教育及び教育施策の

改善に結びつける

　　義務教育における

検証改善サイクルの確立

　　．検証，

調査結果を分析し，

　教育の成果と

課題などを検証する
■

国 教育の改善に向けた全国的な取組を推進．
（例）学習指導要領の改訂，各種施策の検証・改善，教員の配置等への支援，

　教育委員会や学校における改善の取組への支援など

コ．≡＿≡＾ 域内の教育の改善に向けた取組を推進
（例）教員の配置等の主夫，教員研修の充実，教育指導等の改善のための

　資料の作成，保護者や地域と連携した取組など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．「

　　　　　　　　　　゜，

　　　　　　　　　　　　　　　‘
教育指導等の改善に向けた取組を推進

（例）明らかになうた課題を踏まえた授業改善の取組，校内研修の充寒∫

　家庭における学習習慣や生活習慣の確立に関する保護者への働きかけ三

　地域のボランティア等の協力による放課後等における補充学習の実施 など

◎全国学力・学習状況調査を活用するための参考資料等

、

回授業アイディア例・

　　．各学校において，今後の教育指導や児童生徒の学習状況

　の改善等に活用できるようにするため，全国学力・学習状

況調査の結果を踏まえて，，授業の改善：充実を図る際の参

考となるよう授業のアイディァの一例を示すもの。

圏全国学力・学習状況調査σ！結果を活用した

　実践研究の成果報告書

　　調査結果から明らかになった謬題に対して；教育委員会

　学校等が連携しながら学校の教育活動等の改善に取り組ん

　だ実践研究の概略等を掲載した報告書。

間全国学力・学習状況調査の4年間の調査結果から

今後の取組が期待される内容のまとめ・

　　平成19722年度の全国学力’学習状況調査の結果を

　分析し，とりまとめた資料。

　（概要）

　・各教科の領域等ごとに，児童生徒の「成果」と「課題1を整理

　・特に「課題」については，児童生徒一人一人の学習内容の

　、着実な定着を目指して，その解決に向けた詳細な分析を

　　行い，学習指導の改善・’充実の参考となるポイント等を

　　記載

固全国学力・学習状況調査の結果を用いた追加分析

　　国や教育委員会，学校等の教育活動や，教育施策の一層の

　改善を図るため：大学等の研究機関の専門的な知見を活用し，

　高度な分析・検証を行った調査研究の報告書。．

　（分析例）

　・家庭状況と学力の関係や不利な環境にあるにも関わらず，

　　比較的良好な結果を示した学校の特徴等　　，

　一・習熟度別少人数指導の効果について分析

　・学力層に着目U，た指導方法等に関する分析

日全国学力・学習状況調査において特徴ある結果を’

示した学校における取組事例集

　　全国学力・学習状況調査において，無解答率が低いなど

　の特徴ある結果を示した学校が，その結果に寄与したと考

　えている取組をとりまとめた事例集○

これらの資料は，国立教育政策研究所HP

http：〃www．nier．go．jp／kaihatsu／zenkokugakuryoku．htmL

に掲載されています。

15ML
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平成２７年度 野田市学習到達度調査実施計画  

                  野田市教育委員会学校教育部指導課 

 

１ 目 的 

  野田市内の児童生徒が、算数・数学の学習指導要領に基づく教育課程の中

で身に付けることが求められている知識や能力について、どの程度身に付い

ているのかを把握分析することで、土曜授業等の野田市の教育施策の効果を

検証するとともに、市内小中学校の指導改善や児童生徒の学習に役立ててい

く。 

 

２ 調査委託先  株式会社ベネッセコーポレーション 

          

３ 実施回数及び時期  年２回  第１回 平成２７年４月 

                  第２回 平成２８年１月ごろ 

 

４ 調査対象学年及び教科 

（１）対象学年  第１回 小学校４・５年生及び中学校１・２年生 

第２回 小学校４・５・６年生及び中学校１・２年生 

（２）対象教科    小学校 算数（４０分） 

中学校 数学（４５分） 

  

５ 調査実施方法 

（１）実施体制  問題作成・印刷・配付・採点・分析に至るまで、教育委員会 

が業者に委託する。 

（２）運営方法  教育委員会より送付される「野田市学習到達度調査の運営に 

ついて」及び業者より送付される「調査監督の手引き」「取  

りまとめの手引き」「受験票についてのご案内」等により、 

実施する。 

（３）検査結果  児童生徒には個票を配付し、自分の課題について把握した上 

で、それ以降の学習活動を通して克服できるようにする。学 

校は、指導の成果と課題を把握し、今後の教育課程編成や指 

導に役立てていく。教育委員会は市全体の児童生徒の傾向を 

把握し、各学校の実態を踏まえながら、市の教育施策を検証 

する一助とする。 

   

６ その他 

   本調査は、野田市個人情報保護条例及び同施行規則における個人情報に該 

当するため、その適正な維持管理・保護に努めるものとする。 



〈平成２７年度新規採用教職員・市内転入教職員研修会〉 

 

 

１ 日 時  平成２７年４月１７日（金） １４：００～  １６：３０ 

 

２ 場 所    野田市役所８階 大会議室 

 

３ 日 程 

                                                        

         （１）開式の言葉                           １４：００ 

  

         （２）学校教育部長講話  

 

         （３）講師紹介 

 

         （４）講義１                     １４：３０         

「この街でずっと暮らしていきたい」 

        講師：「手をつなぐ親の会」キャラバン隊  

           まめっ娘係 責任者 名代 ちよ子 様 

         （５）講義２                     １５：２０         

博物館利用案内「学校と博物館で何ができるかな？」 

        講師：野田市学芸員 大貫 洋介 様 田尻 美和子 様 

 

                                                

     （６）講義３                       １６・０５ 

・野田市の指導施策について      学校教育部次長 

                           兼指導課長 

         ・野田市の教職員配置等について    学校教育課長             

                               

         （７）閉式の言葉                           １６：２０ 

 

 

 

１９ 
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平成２７年度 第６６回 野田市小中学校陸上競技大会  

 

１ 日時       中学校・・平成２７年６月 ３日（水）   ９：００～  

                         【予備日 ４日（木） ５日（金）】  

        小学校・・平成２７年６月１０日（水） ９：００～  

                         【予備日 １１日（木）１２日（金）】  

 

２ 場所  野田市総合公園陸上競技場  

 

３ 主催  野田市教育委員会  

 

４ 種目  

        小 学 校                  中 学 校  

 ①１００m （男女）         ①１年 １００m（男女）  

 ②J・１００m （男女）     ②２年 １００m（男女）  

 ③８０mH （男女）         ③３年 １００m（男女）  

 ④８００m （女子）         ④共通 ２００m（男女）  

 ⑤１０００m（男子）       ⑤共通 ４００m（男子）  

 ⑥走り幅跳び（男女）        ⑥共通 ８００m（男女）  

 ⑦走り高跳び（男女）        ⑦１年 １５００m（男子）  

 ⑧ボールスロー（男女）      ⑧共通 １５００m（男女）  

 ⑨J・４×１００mR（男女）    ⑨共通 ３０００m（男子）  

 ⑩４×１００mR（男女）    ⑩共通 １１０mH（男子）  

  ⑪共通 １００mH（女子）  

 ⑫共通 ４×１００mR（男女）  

  ⑬共通 走り高跳び（男女）  

  ⑭１年 走り幅跳び（男女）  

  ⑮共通 走り幅跳び（男女）  

  ⑯共通 砲丸投げ（男女）  

 

５ 平成２６年度（６５回大会）の結果  

 （１）学校対抗の部  

 

   

 

 

   小学校   中学校  

  男子    野田中央小    南部中  

  女子    野田南部小    南部中  

  総合    野田中央小    南部中  

 

 （２）大会新記録  

   ＜中学校＞                           

      男子２年１００ｍ  第一中 佐藤龍馬(２年）１１秒６９  

       共通４×１００ｍＲ 南部中 男子      ４５秒２９  

        女子共通１５００ｍ 第一中 大上純奈（３年）４分４１秒４６  



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　・本蹴文部科学齢学校噸鯉者等嶋疏学校法入等）の協力を得て実瞬ものです・，・　……・・…………・……・………’…・……一：一・　一乖≡】．lnM”n‘　1＝　　　：　　　　　　……・・……・…・・………・…・………1・……・　　　　’　・，　　．　’　　　　・＾L−　　　．　・．　・・　　”．．髄の目的∵�許ｱ輯磯会鰐とその雌の維持向上め鯨朽全国的な児童生徒の勃や学習　　　　　　　　　　　　　状況を把握・分析し，教育施策の成果と課題を検証．し，その改善を図る　，．一　”．．◇学校における璋生徒への婿蝶の充実や学習状況の蹟等1・そ題てる　　　　　　　　　　　　◇そのような取組を導てぷ育に馳る継紬な鉦改勤イ2ルを敵する∵’………’…：”∵…’…’…”‘：：’”：’”：……’…’…：’……’”∵……’…’”…………’∵1”∵…t……’’”…’”……1…‘’調査対象国・公・私立学校の小学校第6学年，中学校第3学年　原則として全児童生徒…　．・■t．…　．．一一・−t−・．．・．．◆一一ie・t．一一一一．・・・…　四⇔⇔・・．■一．．⇔・臼・◆．◆’it・・一一・■）・・⇔・・…　．・．ti・．⇔⇔・ひ⇔・．‥．一一、一．．．．．．．．■一．−t．．〉．．⇔．⇔ご◆．．⇔．．喝⇔．．．◆t−一一．．◆．・．．．■t．◆．◆．．．．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　調査内容　　　�@教科に関する調査（国語一算数・数学，理科）…　　　，　　　　’　　．、　’　　　　主として「知識」1ご関する問題（A）・身鮒けて紗帥れ囎の学年等の摺内離影響を及（9す内容’舗漂謡醒瓢�f1灘用できるように・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など・知識．・技能等を実生活の様々な場面に活用するカ・様々な課題解決のための構想を立て実践し評価・改善する力※理科については．主として「知謝tF関する問題と主として「活用」に関する問題を一体的に問う。�A生澗慣や学習環鱒ご関す領問綱査’　　　　．など　　・s　　　　　　　　　　　　　・．　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一∴・　　’　・’見童産徒に対する調査　　　　・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．　　　　　　　　　　　　　　　〉．　’「’”学校に対する調査’一　　’’’’”‘”　　　　　　　　　　　　■　　　　　．　　　　　　1学習意欲，学習方法，学習環境，生活の諸側面等に関する　　　　　　　　　・調査　　　「　　　．　　　　　　　　　　　　　　　．．（例）国語の勉強は好きですか1授業の内容はどの程度分かり　　ますか，一日にテレビを見る時間，携帯電話等め使用時間，　　読書時間，勉強時間の状況など　　　　　　．指導方法に関する取組や人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・（例）学力向上に向けた取組，指導方法の工夫，教育の情報化，　　教員研修，家庭・地域との連携の状況　など　　　　　　　　　　　　　　　　　．還；i”’ii”””’i”…〔…〔…∵………三∴三…三……〔∵．◎小学校（児童質問紙la，・4時限目終了後以降に1各学校の蹴に応じて実施・）　　　　t一1時限目　’　　　　　　　．”2時限目3時限目4時限目国語A（20分）．算数A（20分）国語B（40分）算数B’（40分）理科（40分）児童質問紙（20分程度）◎中学校（生徒質問綱ま，5時限目終了後以降に，各学校のw；Rlこ応じて実施．）．　　．塒限目’’”’　2時限目　■　　　　．3時限目”　　　　、争時顧”5時限目国語A（45分）　　　　　　　．　　　　　　．国語B’（45分）数学A（45分）数学B（45分）理科（45分）生徒質問紙（20分程度）　　一．　　　　14　’　　　・　　．（参照：文部科学省HPI岬：”wvyw・mext．g°・」p！a−me・u！sh°tqu／9・k・ry。k…h？・・a／i・dex・htm問題例二過去の全国学力・学習状況調査より全問題」こついては，　（http：／／www．nier．go．jp／kaihatsu／zβnkokugakuryoku．htmD．を参照。新聞の投書を読む白分の考・Kに友対・する　　　　　　、、　　　　　　伝　　　　　　え　　　　　　をて　　　　　引書’　　　　用い　　上　　　して　　tf　　て　　　て　　書　　　吉　　　い　　　　　　て　　　　　　ls　　　　　　るD；ね蔀誘ξ！三先，　命詣誇ぶ�i罫．の議叢；》6釜藝翼竃鑛議ときにで　まわ生の飼・思ちははこすアこきでいいん、あれ゜し物しf　　　まとそりは　　す理のま’・　　　°解動せね　　　　し物ん己　　　　ξ§雛　　　　て大をつ梅鷲7TLでXの蓋蒜な畠命ね芸じのLしだ大はてと切小す思ささていはなた選　よ　がん　　の新でに　せ聞　古　ら　にそ　　kはの　て　て＃いい庇号まる者をす　もか香かのら嶽竃　藷‡　　　・分　　し次の　ての意　最　　見　　も投や　・E璽　　bのな　　し舎ど．・　　　キ　を’　　も手書　　響て　　　自送　　1分る　　か　の　　ら話と　　4曇・　　で希た　　�g・　　t’ζ婁　　　ξ’＃　　　の・0出題の趣旨．新聞の投書を読み，表現の仕方を捉えることができるかどうかをみる。　．　　’o正答4（正答率　71、9％）Liべ1事象の図形的な考察と問題解決の方法．（文化祭の準備）s’田・tw−ptコ4a“t文｛C祭の洞をしています．実枝肋献さ砥　来客用のはり鋲やパンフレフトを作ったり1拉舎に横断暮を取りつけ　たりします．．　　回1は校舎の1階と2階の案内図です．　国1嬰昌陪　　　　　　　　　　　　2贋　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．非信口　　　．随※理再準帽黄≒コ皇　　　，トイレ煕ば（紅《H幻理N孟トイレ’〉．．饗　．絃長室　，．掲示捉　　　　　開改生貸負　哀房書土nA艮又会領袖官｝　　　　　性相・限　蹴雌五’イレ多目白・敦紅民●辱佑田角甲．Hレ．．夏貝盲紅量臣倉原賀P直　’、牟些3年4鮒生吐玄両　　　　　　　　　　，　クラスロ示⇔年曲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　t（2）文化サ誕のパンフレフトに，　外　から校含を見た図2を使います，　目tで示した非常口の位量が，．　目2の八．B．　C，　Dの中にあ　ります．下のアからエまでの中　から正しいものを1．つ迅びなさ　い・　　ア　Aの位E　　　　イ　　ウ　cのftff　　　　エ図2Bの位田Dの位置（3）因3のように．’故舎に「一中文化祭」の横断幕を取りつけます。　　健太さんは，枚門の位霞に立って見たときに、’国4のように拭断　暮が木にまったくnれない高さで．最も低い位姪に取りつけたいと　思いました．そこで（目5bように，校nの位置に立っている健太　さんと木とtteをWW6　をかいて・木にtaれttV’槙vagの　位世を考えることにしました．　　槙断甘が木にまったく阻れない最も低い位置を求める方法を貫葉　で毘明しなさい・解答用紙の田を使って説明してもかまいません・次の（1）から（3）までの名問いに答えなさい．（1）M1の掲示板に，美術室への艦路を示すはり紙を掲示します．そ．のはり垣が，下のアからエまでの中にあります．正しいものを1つ　這びなさい．アイウ工団3国5自4E三三【・一≡1一作晶展覧会（美術皇）、作品展克会俵術室1　　　ノd／作品艮覧会（美聴9、作品凝克会（美葡室）κクー、a0出題の趣旨与えられた情報を読み，次のことができるかどうかをみる。，・事象を図形に着目して観察すること・必要な情報を適切に選択すること．　．’・事象を理想化・単純化して，．その特徴を　的確に捉えること・数学的な結果を事象に即して解釈し，問　題解決の方法を数学的に説明すること●正答（1）　ウ．（2）（3）（iE答eSD健太さんの目と木の先端の2点で決まる直線をひき，その直線と校舎を表す線分との交点を求め，その位置に横断幕の下端が一致するように取りつければよい．（正答率　（1）フZ4％，（2）93，0％，（3）61．3％）15「質量保存」の問題口品。。1ぷ端。。τ．。。。，や。。。t、。、，，”・、、し。．｛‘）下の回のように．水砂若1個とビニルぷ《ろの重さをは■るヒ．“22gでしたs次に．水にとかしVす《すろため．ホ砂若をビニルぷ《うに入れ　　　のてbか《剖りました．モして，もう一度全体の重さをはtilJました．　匝⌒］　　　睡　」6uろ　　Ltig一〇�R　　・’鋲期哀・口］qべ竜子てんびん　（はかIi）rkljEl　r．｛‘　畑か《封r・た　願，鯵　、緋槻は，砂淋からゆっ《りヒ水を案］εさせてつ《ei，　｛Sので「．『7　）ぺrL．駆よしテさん　　　　　　　　　　　　　　　　．　ト、鱈，」・kene・a・・（ti．ntk・全体・醐t　c　7｝．ヰけざんのtsh（ア）の中1・’eて1±t4t．qt・下・1から4まての中からiつ透んで，tの＃号ESきtしょうジ　1　22讐よlj経（なっていました　　　　　　　’　2　22gと交わ，ていませんでした　3229よ’りs｛tsnていました　　，　　　、　4　ビニルぷくろの重ざだ1†になってい含したe出題の趣旨物・は，形が変わっても重さは変　’わらないことを理解しているかどうかをみる。　　　　　　”�R正答（正答率　85．9％）メダカとアマガエル、t団録さんけ治と7マ・エ〃にワいてほ毒さんは　チベーリフプについて・そhそれ自哩研究に取り凪み・　琵衷用ポスターを作成しtした．　次の‘1）から（6）の名nい1二答えなさい◆　　　　　　　i●出題の趣旨（1）魚類の呼吸と水草の光合成を理解しているかどうかをみる。’（2）動物を飼育する場面において，両生類の子と親の体のつくりと働きや生活場所に関する知識を活用して，力エルの特徴や成長に応じて飼育の環境を整えた理由を説明することができるかどうかをみるe　　　lo正答　　物質の名称：酸素（1）水草のはたらきの名称：　　光合成詫調査結果等の集計・　　分析・提供集計・分析◇国全体，各都道府県，地域の規模等における　調査結果を公表・　　　　　．◇児童生徒の学習環境や生活習慣，学校におけ　る指導や教育条件の整備状況等と学力の相関　関係を分析，公表　　，▼公表’y；る調登結泉の例願4時間以上脚2時間以上，3時間より少ないEヨ30分以上1時間より少ない提供J（2）（正答例）アマガエルの子はえら呼吸をして水中で生活するが，アマガエルの親は肺呼吸をして〔主に〕陸上で生活するから。（正答率　（1）56，8％，（2）38，5％）◇各教育委員会，学校に以下の調査結果を提供　・児童生徒の正答数分布図　・設問別正答率・無解答率，類型別解答状況　∵質問紙調査の結果、　　　　　　　　　’　・各児童生徒に提供するf個人票」　　など▽「個人票」のイメージ　’　　　　　　’c　°l　　　　　r4．‘　　↓ma−　　　　　　　・↓…　　．1竃遷滅三襲蓮滅ヨ　　　　　　セ　コ　　　　　　，　　　　　　　　　　　ろ　　づ　　　　　　　　　　　　　L一謹画一鴎鵠ピ當’，∈ヨ当目醗舗「．・〔．‘■■．閃一．．一　一冶・：：’i．　…：〜．一＿’軸一“・・：1：騨・　．’．冨臼：三】・　■．．．　　　．一●●“●■〉一．・’　’‘一．　　　’♂�_t・一パ　　　　　　　　　　・：：．　　亀一s・．．　・s：一A・　…　一司”，一一、一臼■一●一■“■直　、9．’已、逗⊇⊇蒜一二　・・一・一一1・一・“声�Q一一．　●．■　　　．・　　1．：貢．・三口・・：ロ講に☆：21品〔川’“工9］6胃u＝．ロ’°烈吋〜°一錫唱：：：1：1　　ト■　　　　　　一　　　　　　　　　　．．・一．一‘’‥一θ一．　・　　1■　　　　　　・‡i！’り：垣　一”一一■、S“一」●　尉．．A�u一　一，w一頁・　　■　　．．　■　　1：・に・■晶’・1’‘匂　．．．一‘●■“ぺ■一‘、．11「疏゜’〔‘．一ぽ一順u’一】イv°�s，“」〔μ「．’u’L　，　，一L】‘　’一〔s．：1、’二・仁：二二二i・，1・：！：巴’二＝＝型、；，．，・’＿…　一一旬旨吐1L’（　　51ま一“7二：．．．輌＿一．“’£≡≡．・1・：1’　・i：L：●昔：＝1一’一’”’■剛w一山・　（・　．“　　　　　　　　　コい．ヨ，の”⌒］oは齢＝コ吊櫟⊇一　　　　　一／ケ坤．脳・r一F−ua一工〜16：・：調査結果の活用　　　把握全国的な児童生徒σ〜学力や学習状況の把握　　改ぎ教育及び教育施策の改善に結びつける　　義務教育における検証改善サイクルの確立　　．検証，調査結果を分析し，　教育の成果と課題などを検証する■国教育の改善に向けた全国的な取組を推進．（例）学習指導要領の改訂，各種施策の検証・改善，教員の配置等への支援，　教育委員会や学校における改善の取組への支援などコ．≡＿≡＾域内の教育の改善に向けた取組を推進（例）教員の配置等の主夫，教員研修の充実，教育指導等の改善のための　資料の作成，保護者や地域と連携した取組など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．「　　　　　　　　　　゜，　　　　　　　　　　　　　　　‘教育指導等の改善に向けた取組を推進（例）明らかになうた課題を踏まえた授業改善の取組，校内研修の充寒∫　家庭における学習習慣や生活習慣の確立に関する保護者への働きかけ三　地域のボランティア等の協力による放課後等における補充学習の実施など◎全国学力・学習状況調査を活用するための参考資料等、回授業アイディア例・　　．各学校において，今後の教育指導や児童生徒の学習状況　の改善等に活用できるようにするため，全国学力・学習状況調査の結果を踏まえて，，授業の改善：充実を図る際の参考となるよう授業のアイディァの一例を示すもの。圏全国学力・学習状況調査σ！結果を活用した　実践研究の成果報告書　　調査結果から明らかになった謬題に対して；教育委員会　学校等が連携しながら学校の教育活動等の改善に取り組ん　だ実践研究の概略等を掲載した報告書。間全国学力・学習状況調査の4年間の調査結果から今後の取組が期待される内容のまとめ・　　平成19722年度の全国学力’学習状況調査の結果を　分析し，とりまとめた資料。　（概要）　・各教科の領域等ごとに，児童生徒の「成果」と「課題1を整理　・特に「課題」については，児童生徒一人一人の学習内容の　、着実な定着を目指して，その解決に向けた詳細な分析を　　行い，学習指導の改善・’充実の参考となるポイント等を　　記載固全国学力・学習状況調査の結果を用いた追加分析　　国や教育委員会，学校等の教育活動や，教育施策の一層の　改善を図るため：大学等の研究機関の専門的な知見を活用し，　高度な分析・検証を行った調査研究の報告書。．　（分析例）　・家庭状況と学力の関係や不利な環境にあるにも関わらず，　　比較的良好な結果を示した学校の特徴等　　，　一・習熟度別少人数指導の効果について分析　・学力層に着目U，た指導方法等に関する分析日全国学力・学習状況調査において特徴ある結果を’示した学校における取組事例集　　全国学力・学習状況調査において，無解答率が低いなど　の特徴ある結果を示した学校が，その結果に寄与したと考　えている取組をとりまとめた事例集○これらの資料は，国立教育政策研究所HPhttp：〃www．nier．go．jp／kaihatsu／zenkokugakuryoku．htmLに掲載されています。15ML171

