
　　（１）教科ごとの結果
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評価の観点

　ほぼすべての領域において，全
国平均，仙台市平均を上回る結果
となった。基礎力の定着は進んで
いると考えることができる。しかし，
「関数」の項目においては，仙台市
平均と同等の理解にとどまってお
り，改善していく必要がある。

全　国

分　　　　　析

　「聞くこと」「読むこと」の領域で
は，全国と仙台市の平均を上回っ
たが，「書くこと」の領域は，全国の
平均を０．３ポイント，仙台市平均を
１．４ポイント下回った。また，観点
別に見ると外国語表現の能力と言
語や文化についての知識・理解が
仙台市平均を下回っている。これら
の結果から，語句を正しく用いるこ
と，文法を適切に使いこなす力を伸
ばしていくことが必要である。
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　　（２）学習指導要領の領域等・評価の観点・問題形式ごとの結果
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分　　　　　析平均正答率(％)

 全ての項目で全国の平均正答率
を上回っており，基本的な知識が
概ね定着していると考えられる。特
に，読むことにおいては，全国平均
を６．４ポイント上回っている。ただ
し，仙台市との比較では国語への
関心・意欲・態度の観点で０．８ポイ
ント，問題形式で見ると，記述式の
問題において０．８ポイント下回り，
課題が見られた。
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２　分析結果について

　

３　改善方策について

今　　後　　の　　取　　組

　漢字の小テストや，聞き取りテストなど，これまで取り組んできた学習を継続し，更
なる基礎の定着を目指したい。また，自分の考えを的確に表現する力や，相手に分
かりやすく伝える力を付けるために，日々の授業の中で，互いの考えを共有し，共
通点や相違点を見つける学習や，根拠を明確に示しながら自分の考えを説明する
学習に取り組んでいく必要があると考える。場合によっては，答え方のサンプルを
提示することも，表現することの練習段階として効果的であると考える。

　学び合いの活動を継続して行ってきたことが，ある一定の効果を生んだものと考
えられるため，今後も継続していきたい。しかし，説明を行う問題の回答率は低い。
自らの考えとして導き出したことを説明する場面で自信を持って行えていないことが
原因であると考えられる。１つの事象について，なぜそうなるのかという根拠をス
モールステップで確認しながら，考えの正しさについて確認させ，考え方が間違って
いるわけではないことを認識させていきたい。

　語句や文法などの基礎基本を定着させ，「書くこと」「話すこと」といった表現力を身
に付けるために，ペアやグループで学び合う活動を今後も取り入れていく。また，今
回の課題として上がった特定の項目については，ALTとのチームティーチングを通
して，文法そのものの理解を深めると共に，実践的な場面で使いこなす力も伸ばせ
るように指導していく。そして，既習項目を定期的に復習する時間を設けることで，３
年間の学習内容の定着を図る。英　　語

課 　　　　　題成       　　果

国　　語

数　　学

　教科ごとの結果に示されたポイントを
見ると，全ての項目で全国平均を上回
り，また，仙台市との比較でも1ポイント
以上の差が無いことから，国語の基礎
的な知識が概ね定着していることが分
かる。領域別では，「読むこと」におい
て，情報を整理して内容を理解する問い
において良好な結果が見られた。表現
に着目しながら，文脈に即して読解する
力が付いてきたと考えられる。

　「話すこと・聞くこと」「書くこと」の領域
で，話題の方向を捉えて自分の考えを持
つこと，伝えたい事柄について根拠を明確
にして書くことに課題が見られた。問題の
概要とその結果を見ると，どちらの領域に
おいても，情報を整理し，理解することは
できているものの，それに対して持った自
分の考えを的確に表現したり，相手に伝
わるように表現したりすることに課題があ
ることがわかった。

国　　語

　全国平均をすべての領域において上
回り，仙台市平均と比べると「関数」の項
目で平均に等しく，他の項目では平均を
上回った。学び合いの活動が，一定の
効果を生み，基礎力の定着は進んでい
ると考えられる。

　問題別にみると，事象を判断して特徴を
答える問題や，事象の起こる理由を説明
する問題で無回答率が高い。
　「反比例の表から式を求める」「事象を
関数と考えて説明する」「四角形の辺が等
しくなる条件を説明する」「最頻値を求め
る」「ヒストグラムから特徴を説明する」「五
つの奇数の和の特徴を説明する」もので，
表とグラフ，図形と式のように，２つのもの
を関連させて考えることに課題がある。説
明や判断を伴う事象に対して基礎力の底
上げが必要であると考えられる。

数　　学

英　　語

　「聞くこと」「読むこと」の領域において
仙台市の平均以上の結果となり，外国
語理解の観点で仙台市の平均を上回っ
た。生徒の学習状況を把握し，ALTとの
ティームティーチングを通して既習内容
を繰り返し学習することによって，語句
や文法への理解を深めることができたと
考えられる。

　「書くこと」の領域において仙台市の平
均よりも１．４ポイント下回り，外国語表現
と言語や文化についての知識・理解の観
点で仙台市の平均を下回っていることか
ら，語句や文法を適切に使いこなす力を
伸ばす必要があると言える。
　今後の学習活動において，アウトプット
の活動をより積極的に取り入れると共に，
的確なフィードバックを与えるなど，既習
内容を正しく用いるための指導の工夫が
求められる。



４　児童生徒質問紙について

・毎日同じ時刻に起床･就寝し，朝食もしっかり摂るなどの基本的生活習慣については，定着してい
る生徒が全国平均よりも上回り，良い傾向にある。
・自分にはよいところがあると思っている生徒が約８０％，将来の夢や目標を持っている生徒が約8
０％と自己肯定感を持って前向きに生活している生徒が多い。また８０％以上の生徒が，先生に自
分のよいところを認めてもらっていると感じている。
・家庭において，計画を立てて勉強している生徒は約６０％であるが，全国平均を約１０％上回って
いる。
・現在住んでいる地域の行事に参加している生徒は，全国平均を約２０％下回っており，大変少な
い。また，地域や社会をよくするために何をすべきかを考えている生徒の割合は，全国平均とほぼ
変わらないがそれでも少ない。
・学習については，「先生は，授業やテストで間違えたところや，理解していないところについて，わ
かるまで教えてくれている」と思っている生徒は，約７８％であるが，全国平均より約７％少ない。
・授業でもっとコンピューターなどのICTを活用したいと思っている生徒は，全国平均を約１１％下
回っている。
・総合的な学習の時間では，自分で課題を立てて情報を集めて整理し調べたことを発表するなどの
学習活動に取り組んでいると思っている生徒は，全国平均を１６％以上上回っている。また，１・２
年生の道徳の授業においても自分の考えを深めたり，話し合い活動に取り組んでいたと思っている
生徒も全国平均を１０％上回っている。
・国語については，好きと回答した生徒が８８％で，授業において自分の考えを話したり書いたりし
ている生徒は全国平均より１０％上回っている。
・数学については，好きと回答した生徒は６１．１％で，数学の勉強は大切と考えている生徒は８０．
４％であった。
・英語については，好きと回答した生徒が５４．５％であったが，将来積極的に英語を使うような生
活をしたり職業に就きたいと考えている生徒は，全国平均より１０％上回っている。

・家庭での基本的な生活習慣が身に付いていることは，各家庭での躾がなされていることであり，こ
のことを基盤とし，多方面での力の育成に努めていきたい。
・進路学習においては，今後も自分を見つめ，自分のよさを見つけ，それを生かした将来の目標や
夢を持つ大切さを伝えながら，適切な進路選択ができるように指導をしていきたい。
・家庭学習については，予習・復習等の大切さに気付かせたり，適切な課題を課したりし，学習時
間の増加を図り，本校の協働型学校評価重点目標である１時間以上学習する生徒８０％を目指し
ていきたい。
・各教科，総合的な学習の時間，学活，道徳などの時間において，今後も話し合い活動や発表の
場を設定し，自分の考えを伝えたり書いたりする力を身に付けさせたい。
・どの教科においても，達成感や分かる喜びを感じさせる授業を目指し，今後も様々な教材や指導
方法の開発に力を入れると共に，苦手な生徒に興味を持たせる授業展開の工夫に努める。また，
授業形態も工夫し，個別指導を通して生徒のつまずきに対応していく。
・社会への関心を高める話題について，あらゆる場面で取り上げ，自分たちで何ができるかを考え
させると共に学校を通してのボランティア活動への積極的な参加も促していきたい。
・何事も自分で考え，自主的に実践していく力をあらゆる教育活動の中で育成していきたいと考え
る。

   （２）学校としての取組，これからの生活に向けて

 　（１）特徴と傾向


