
標準学力調査 指導方法等の改善計画 

世羅町立甲山中学校 

【 国 語 】 

学年 課題となる観点 
生徒の誤答の傾向と分析（○）， 

教育指導上の要因分析（●） 

課題改善のための《指導場面（指導時期）》 

と具体的な取組 

１ 

読むこと ○選択肢の中から正解の解答を選択

するには，本文中に書いてあることを

正しく理解していないと選べない。誤

答を選んだ理由として，選択肢の文の

意味を理解していないことや，文の途

中までは正答のような文で最後まで

読むと間違いである場合に，最後まで

読まずに途中で選んでしまうことな

どが考えられる。 

 

●文の意味を正しく理解させる指導

が十分ではなかった。 

《論点を捉えて事実と意見の関係に注意

しながら内容を考える（11月）》 

序論・本論・結論それぞれの段落の中心と

なる文に注目して，筆者の主張がどのよう

な筋道で書かれているかを確認しながら

内容を読み取らせる。 

２ 

読むこと ○登場人物の心情を，問題文になって

いる一部分だけを読んで捉えている

ことが，誤答に繋がっていると思われ

る。「千鶴はたやすく想像できた。」「あ

りありとイメージできる。できすぎ

る。」の部分から，「何ができるのか。」

をしっかりと考えていれば，正答の

「今までの自分の姿と同じことが想

像できる。」ことが読み取れたと考え

られる。 

 

●登場人物の心情を読み取るとき，部

分ではなく前後のつながりを考えさ

せる指導が不十分であった。 

《表現を見つめて 多様な表現に触れ，自

分の経験と重ねながら理解を深める 

（1月）》 

登場人物の心情表現を，情景描写や人物の

動作などを前後のつながりから考えてい

く指導を行う。 

３ 

書くこと ○資料と比較しながら文章を読みと

ることが十分にできていないため，条

件に合わせた文章を書くことができ

ていない。 

 

●図で表現されていることを言語化

したり文章に書かれていることを図

式化したりして，整理して考える力を

つける指導が不十分であった。 

《未来へ向かって 言葉と心について考

えを深め，今までとこれからを見つめる 

（1月）》 

本文に使われている言葉の言い換えや具

体例を用いて説明している内容を整理し

ながら，文章を図式化してまとめる活動を

行い，筆者の論理の展開を押さえさせる。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【 社 会 】 

学年 課題となる観点 
生徒の誤答の傾向と分析（○）， 

教育指導上の要因分析（●） 

課題改善のための《指導場面（指導時期）》 

と具体的な取組 

１ 

資料活用の技能 〇黒船が来航した場所が神奈川県浦

賀であることの認識が不十分なこと

や，鉄砲の伝来が鹿児島県種子島であ

ることと混合していることが原因と

考えられる。また，位置関係が十分に

理解できていないことも正答につな

がらなかったと考えられる。 

 

●地図を用いて位置関係を把握させ

たり，様々な事象の伝来と関係性の理

解を深めていく学習をして，地図など

の資料を活用して，まとめていく指導

が十分ではなかった。 

《歴史の流れをとらえよう（11月）》 

地図などの資料を正確に読み取る活動を

行い，小学校で学習した歴史上の人物や歴

史的事象を振り返り，人物と出来事が起き

た場所を地図などの資料を活用し，読み取

った内容をまとめる指導を行う。 

２ 

資料活用の技能 〇地図中の位置について，北緯か南緯

かを読み取れていない場合もあった

が，最も多いのは東経か西経かを読み

取れていない誤答であった。本初子午

線や日付変更線の読み取りが十分に

できていなかったためであると考え

られる。 

 

●地図の読み取りに課題があり，緯度

と経度について理解させるとともに，

緯度と経度を用いて，地球上の位置を

表現させる指導が不十分であった。 

《日本と世界との時差をとらえよう（６

月）》 

地図を用いて東経や西経など基本的な見

方や日付が変わる仕組みを繰り返し行う

ことで必要な情報を正確に読み取り，課題

を解決していくための資料活用の指導を

行う。 

３ 

資料活用の技能 〇「富国強兵」の語句を漢字で正しく

書きとることや，語句の理解ができて

いない。また，欧米列強に追いつくた

めの政策の内容を資料から読み取る

ことが十分にできていない。 

 

●明治政府が，一刻も早く欧米列強と

肩を並べるだけの国力を充実させる

ための政策の名称である「富国強兵」

など重要語句を漢字で正確に書く指

導や政策の内容について様々な資料

を活用して整理させる活動が不十分

であった。 

《歴史的分野の復習の授業（2月・3月）》 

プリントやワーク等で重要語句を漢字で

正確に書くことができるように指導を行

う。また，資料の内容を十分に読み取れる

ように資料の見方や考え方を小テスト等

で確認し，重要語句を活用して，資料から

読み取った内容を簡潔にまとめる活動を

行う。 

 

 

 

 

 



【 数 学 】 

学年 課題となる観点 
生徒の誤答の傾向と分析（○）， 

教育指導上の要因分析（●） 

課題改善のための《指導場面（指導時期）》 

と具体的な取組 

１ 

数学的な見方や

考え方 

○単位量あたりの値を求める式がど

のような大きさを求める式かを説明

することができていない。与えられた

式が，何を求めるための計算式なのか

を理解できていないと考えられる。 

 

●単位量あたりの値を求める学習の

際に，形式的に式を立て計算する指導

になっていた。式に表したとき，その

式の意味を解釈したりする活動が十

分に取り入れられていなかった。 

≪比例・反比例の学習（９月・１０月）≫ 

具体的な事象の中から伴って変わる二つ

の数量をとり出して，その変化や対応の仕

方に着目し，関数関係の意味を理解できる

ようにさせる。また，一般的，形式的にな

ることなく，具体的に事象を考察すること

を通して，関数関係を見いだし考察し表現

する力を定着させる。 

２ 

数学的な見方や

考え方 

○与えられた式から問題を解決する

方法を数学的に説明することができ

ていなかった。与えられた式のxとy

が何を表しているのか，与えられた数

値が変数x，yのどちらにあてはまる

のかが理解できていなかったため，何

をどこに代入するのかの説明が不十

分であった。 

 

●関数学習の中に出てくる事象の数

量関係を式で表す際に，最初に言葉の

式で表すなどし，伴って変わる二つの

数量関係をイメージさせ，そこから変

数 x と y が何を表しているのかを考

える活動が不十分であった。 

≪一次関数の学習（９月・１０月）≫ 

事象を捉え考察し表現する際には，何を明

らかにしようとするかという目的意識を

もち，事象をどのようにとらえ，数学の対

象にするのかを明確にしたうえで考察さ

せ，数学的な表現を用いて説明できるよう

にする。また，問題を解決する際には，目

的に応じて表，式，グラフなどの「用いる

もの」とその「用い方」を適切に選択し的

確に表現することを意識させ，説明できる

ようにする。 

３ 

数学的な見方や

考え方 

○与えられた証明を参考にして，ある

三角形が二等辺三角形であることを，

三角形の合同を利用して証明するこ

とができていない。二等辺三角形にな

ることを証明するには，２辺と２角の

どちらが等しいと証明すればよいか，

また，それを証明するには，どの三角

形の合同を証明すればよいかなどの

道筋を立てることができなかった。 

 

●証明できるようにするために，結論

を導くために何が分かればよいかを

明らかにしたり，与えられた条件を整

理したり，着目すべき性質や関係を見

いだし，事柄が成り立つ理由を筋道を

立てて考えたりする活動を十分に取

り入れられなかった。 

≪相似な図形の授業（１０月・１１月）≫ 

三角形の相似条件を証明の根拠として位

置づけ，その相似条件などを基にして基本

的な性質を論理的に確かめさせる。証明の

方針を立てるにあたり，相似であることを

示すには，何がいえればよいかを考えた

り，証明を振り返り，相似条件がどのよう

にして用いられたかを確かめたりするこ

となどを通して，論理的に考察し表現する

力を高める。 

 

 



【 理 科 】 

学年 課題となる観点 
生徒の誤答の傾向と分析（○）， 

教育指導上の要因分析（●） 

課題改善のための《指導場面（指導時期）》 

と具体的な取組 

１ 

科学的な思考・表

現 

○三日月が光って見えたのは，「①夕

方ごろだ」については正しく答えられ

ているのだが，「②月がしずんだから，

月は見えなくなった」については正し

く答えられなかった。（55.0％） 

 

●第６学年で「月と太陽」について，

観察記録や資料などを基に，地球の運

動や月の運動の様子を関連付けて理

解させることが不十分であった。   

≪大地の成り立ちと変化の授業（２月，３

月）≫ 

「大地の成り立ちの変化」の単元により，

「地層の重なりと過去の様子について」地

形や地層，岩石などの観察などに基づいて

地層の重なり方の規則性を扱い，地層ので

き方を時間的な変化と関連付けて理解さ

せ，理由を説明できるようにする。 

２ 

科学的な思考・表

現 

○スポンジに加わる圧力の大きさの

求め方について，6.0Ｎ／10 ㎠＝

0.6Paの式で，まちがっているところ

を，「質量ではなく，スポンジの面を

垂直におす力で計算している。」と解

答する傾向が見られた。これは，圧力

の大きさを求めるとき，力の大きさ

〔Ｎ〕を力のはたらく面積 〔㎠〕で

割ることを十分理解できていなかっ

たためと考えられる。 

 

●練習問題に繰り返し取り組ませる

等，ドリル学習的な取組が不十分であ

った。 

≪電流・電圧と抵抗についての授業（１月）

≫ 

いろいろな電熱線の測定結果を基に，金属

線には電気抵抗があることを理解させる。

その際，第１学年での「ばねに加える力の

大きさとばねの伸びとの関係」の学習など

と関連を図りながら，測定値の処理の仕方

や電気抵抗の大きさの求め方を習得させ

る。また，継続的に練習問題を行うことで

学習の定着を図る。 

３ 

科学的な思考・表

現 

◯磁石をコイルに入れるときと出す

ときで，電流の向きは逆になること

や，磁石の極を逆にすると，電流の向

きも逆になることが十分理解できて

いなかったと考えられる。 

 

●コイル，磁石及び検流計などを用い

て，磁石又はコイルを動かすことによ

り，コイルに誘導電流が流れること，

磁石又はコイルを動かす向きや磁極

を変えることにより誘導電流の向き

が変わることの指導が不十分であっ

た。 

≪地球と宇宙の授業（１月）≫ 

金星の運動と見え方について，観測資料を

基に金星の見かけの形と大きさが変化す

ることを見いださせる。その上で，地球か

ら見える金星の形がどのように変化する

かという課題を解決するため，太陽と金星

の位置関係に着目してモデル実験の計画

を立てて調べさせる。その際，観察者の視

点（位置）を移動させ，太陽，金星，地球

を俯瞰するような視点と，地球からの視点

とで考え・理解させ，理由を説明できるよ

うにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【 英 語 】 

学年 課題となる観点 
生徒の誤答の傾向と分析（○）， 

教育指導上の要因分析（●） 

課題改善のための《指導場面（指導時期）》 

と具体的な取組 

２ 

言語や文化につ

いての知識・理解 

○似たつづりがある表現について４

０と１４を間違えて覚えていたり，

seasonをseesonと間違えて覚えてい

る傾向が見られた。 

●基本的な表現を繰り返し書かせる

指導や正確に覚えさせる指導が十分

に出来ておらず，書く活動の時間の確

保と定着できていない生徒への手立

てが不十分であった。 

≪通年≫ 

毎日ノートと小テストの関連を意識させ，

正確に単語を覚えるよう指導する。また，

再テストを実施するなどして，正しく書く

指導を行う。ＡＬＴとの交流学習において

１文交換日記を行い，日常的に正しく英文

を書かせる取組を行う。 

３ 

外国語の表現能

力 

◯第1文に，自分が今年になって買っ

たものについて紹介する文が書けて

いない。説明する文が付け加えて書か

れていない。３文以上のまとまりのあ

る文が書かれていない。 

 

●テーマにそって，３文以上のまとま

りのある文を書かせる指導が不十分

であった。 

≪My Project「伝統文化を紹介しよう」（11

月）Power Up6「ホームページで学校紹介」

（12月）≫ 

書く活動の単元で，テーマにそって，自分

の考えや気持ちを整理して，３文以上のま

とまりのある文章を書かせる。 

 

≪通年≫ 

単語，連語，語順並べかえなどの練習や小

テストを行うと共に，自分の思いや考えを

表現する活動を行う。また，書いた文章を

改善，再筆する活動に取り組み，書く力を

高める。 

 


