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【１ 調査の概要】   
調査実施日    令和３年５月２７日（木）  

実施学年及び教科 小学６年：国語，算数，中学３年：国語，数学 

参加状況     小学校１４校：３７２人，中学校１１校：４１０人 

【２ 教科に関する調査結果】 
（１）平均正答率の経年変化 

※令和２年度はコロナ感染症のため全国学力・学習状況調査を実施していない。 

※平成２９年度より，宮城県平均は仙台市を除いて算出している。 

（２）正答率の分析概要 

  ① 国語の結果について 

小学校６年（以下「小６」）では全国正答率（以下「全国値」）を下回り，中学校３

年（以下「中３」）では，ほぼ同等です。領域別に見ると，小６では言葉の使い方等に

関する知識・技能が，中３では話合いの内容を考える力や言葉の使い方等に関する知

識・技能がおおむね身に付いており，基礎基本の指導の進行が認められます。小６で

は，文章の内容を読み取ってまとめて書くことに課題が見られます。 

  ② 算数・数学の結果について 

 小６では全国値を下回り，中３では全国値とほぼ同等です。領域別に見ると，中３

では，図形の特徴や，表・グラフから必要な情報を読み取ることがおおむね身に付い

ています。小６，中３ともに，基本的な数と式等の理解や，それを問題解決に活用す

ることに課題が見られます。 
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【３ 児童生徒質問紙に関する調査結果概要】  ※数値は肯定的回答割合を示します。 
（１）基本的生活習慣 

   「朝食摂取」（小６：９７％，中３：９５％），「規則正しい就寝時刻」（小６：８３％，中３：７８ 

％），「規則正しい起床時刻」（小６：９０％，中３：９５％）等は，全国割合とほぼ同等です。

「テレビゲーム等（コンピュータゲーム，スマホを使ったゲーム等も含む）に費やす時

間」は長い傾向にあり,毎日３時間以上ゲームをしている児童生徒が３０％程度，朝食を

食べない日がある児童生徒が１１～１８％で，よりよい生活習慣が身に付くよう，ご家

庭の協力を得ながら改善を図っていく必要があります。 

（２）家庭での学習・読書習慣 

「自分で計画を立てて勉強している」（小６：８５％，中３：６７％）は，全国割合を上回っ

ています。平日の家庭学習の時間は「１時間以上」（小６：７５％）「２時間以上」（中３： 

２５％）です。全国割合では，コロナ感染症の影響によるものか，特に中学生で学習時間

が伸びており，本市においても児童生徒の学習意欲を高め，学校の学習と連動して家庭

での学習の質を高める取組が必要であると言えます。また，「全く読書をしない」児童生

徒が２０％程度おり，「週に１回以上新聞を読む」は２０％程度です。読む力の向上のた

めにも，読書や新聞に親しむことが大切です。 

（３）学習への取組 

  ① 課題解決への取組について 

    「話し合う活動を通じて自分の考えを深めたり広げたりできた」（小６：８２％，中３： 

８５％）「自分で課題を立てて情報を集め整理して，調べたことを発表するなどの学習に取

り組んだ（総合的な学習の時間）」（小６：８３％，中３：８９％）については，全国割合を上

回り，経年比較でも上昇しています。ＥＳＤによる探究的な学習や，意見交換による問

題解決を目指す協働的な学習が，各校で順調に進められていることがうかがわれます。 

  ② 英語の学習について 

「英語で話したり書いたりして，考えや気持ちを伝え合うことができた」（小６：７２％，

中３：７４％）については，小６は全国割合とほぼ同等で，中３は上回っています。英語

を使う機会が多くない中で，ＡＬＴ（外国語指導助手）配置の効果ととらえます。英語

活用機会を増やし，中学校で英語検定等のための学習を充実して，英語学習への意欲付

けを図る必要があります。 

  ③ ＩＣＴ機器の活用について 

    「ＩＣＴ機器を授業で活用する頻度」（小６：５２％，中３：５７％），「意見交換や調べ学

習での活用の度合い」（小６：４７％，中３：７２％）において全国割合を超え，特に中３では

２０ポイント以上上回っています。令和２年度の３学期から児童生徒１人に１台配備し

たタブレット端末の活用について，順調にスタートできたことから，さらに効果的に活

用する工夫と指導内容の充実に取り組む必要があります。 

（４）生徒指導に関連する事項 

  ① 自己肯定感，自他の関わりについて 

「自分には，よいところがある」（小６：７３％，中３：６９％）は，全国割合を下回り，経

年比較でも下回る状態が続いています。一方，「学校に行くのを楽しいと思う」（小６： 

９１％），「学級生活をよりよくするために話し合い，互いの意見のよさを生かして解決方

法を決めている」（中３：８４％）などは高い傾向にあり，自他のよさを認め合いながら協

働することで，自己肯定感の上昇につなげていきたいと考えます。 

  ② 自分の将来像について 

「将来の夢や目標をもっている」（小６：８９％，中３：７１％），「人の役に立つ人間になり

たい」（小６：９７％，中３：９６％）については，全国割合を上回っています。また，「地域

や社会をよくするために何をすべきか考えることがある」（小６：６１％，中３：５３％）は，

全国割合を上回り，経年比較でも上昇傾向にあります。地域課題を中心とした探究的な

学習に取り組んでいる成果の一つと考えられます。 
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【４ 今後の対応】 
県教育委員会と連携した事業として学力向上研究指定校事業，学力向上マネジメント支援

事業，指導主事学校訪問など，市の独自事業として学習状況改善事業，探究学習コーディネ

ーター配置事業，ＡＬＴ配置事業等に取り組み，学力向上対策を進めてきました。 

本年度の教科に関する調査結果では，前回調査（令和元年度）と比較して大きな改善がみ

られませんでしたが，質問紙調査の結果からは，学習に向かう態度の向上が読み取れまし

た。このことを踏まえ，次の事項を重点として学習意欲の喚起による学力向上を図ってまい

ります。 

 

（１）「教え」から「学び」へ ～ 一人一人が考え，表現し，学び合う学習への転換 ～ 

   教授すべきことをしっかりと教えながらも，児童生徒が自らの必要感によって，自ら考

え，意見を交わして，「できた」「分かった」と実感できる「子どもたち自身が進める学

び」を進め，併せてＩＣＴ等を活用する個に応じた学びを推進します。 

   さらに，児童生徒が目標を持ち友達と協働しながら探究的に学ぶことにより，安心でき

る学級づくりと自己肯定感の上昇を目指します。 

（２）児童生徒の目線に立った学習指導の徹底 

   学習状況改善事業においては，児童生徒の目線に立つＰＤＣＡサイクルによる授業改善

を進め，個に応じた指導と児童生徒同士の協働的な学びの一層の充実を図ります。学校ご

との課題分析に基づく改善対策を一層促進し，学力向上に向けた教育活動を各校で実践し

ていきます。 

   学力向上研究指定校，学力向上マネジメント支援事業推進校の取組については，成果を

市内各校に発信・展開するとともに，確かな授業づくりを促進します。 

（３）義務教育９年間を見通した目標設定による改善策の実施 

   小・中学校の連携を強め，調査結果，到達目標，改善対策を共有し，合同の研修会を充

実して授業改善に生かします。コアとなる部分を小・中学校で共有し，ＥＳＤにおける探

究的な学習を促進します。 

（４）算数・数学における授業改善 

   日常生活と関連付けた授業により算数・数学を学ぶ必要感を高め，実感を伴った理解と

活用を促します。低学年からのつまずきに対応した補充指導の充実，考えを表現させる指

導の継続，「算数チャレンジ大会」等の活用による発展的な指導等を通し，児童生徒の学習

意欲の向上と，筋道を立てて考え表現する力の育成を図ります。 

（５）英語の授業及び校内外での外国語活動の充実 

   ＡＬＴとの活動の充実にとどまらず，ＩＣＴを活用した海外の学校との交流や，在留の

外国の方との異文化交流を推進し，英語を学ぶ意欲を高め，発達段階に応じたグローバル

視野の形成を図ります。教員研修の充実による指導力向上を図るとともに，各校において

「考え・表現する英語活動」を取り入れた学習を展開します。また，中学校では英語能力

測定テスト（英検ＩＢＡ）の有効活用と，実用英語検定試験の受検推進により，英語の４

技能（聞く，読む，話す，書く）の向上を図ります。 

（６）児童生徒の学習を支える環境の充実 

   学習を支える環境として，「家庭との連携による学習を支える環境」，「ＩＣＴを活用した

学習の促進を図る環境」，「ＥＳＤによる探究的な学習を推進する環境」の改善を図りま

す。特に，ＩＣＴを活用した学習については，教師のＩＣＴ活用指導力の向上を図る研修

を充実させるとともに，児童生徒が自らの学習課題に応じてＩＣＴ機器を活用し学習を個

性化できるよう，環境の充実を進めます。 


