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平成 20年度全国学力・学習状況調査結果の概要(公表) 
中野市教育委員会 

１ 調査の概要 
（１） 調査の目的 
① 全国的な義務教育の機会均等と教育水準の向上のため、児童生徒の学力・学習状況

を把握・分析し、教育の結果を検証し、改善を図る。 
② 教育委員会、学校等が全国的な状況との関係において自らの教育の結果を把握し、

改善を図る。 
③ 各学校が、各児童生徒の学力･学習状況を把握し、教育指導や学習の改善等に役立

てる。 
（２）実施日   平成20年 4月 22日(火) 
（３）対象学年  小学校第６学年、中学校第3学年 
（４）本市の実施状況 
① 実施校      小学校１１校     中学校４校 
② 参加児童生徒数  児童５０２人     生徒４３４人 

（５）実施教科   国語、算数・数学 
（６）調査内容 
  ① 教科に関する調査 
   (ア) 主として「知識」に関する問題【国語Ａ、算数・数学Ａ】 
      身に付けておかなければ後の学習内容に影響を及ぼす内容 等 
   (イ) 主として「活用」に関する問題【国語Ｂ、算数・数学Ｂ】 
      知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力 等 
  ② 生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査 
   (ア) 児童生徒に対する調査 
      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 
   (イ) 学校に対する調査 
      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 
 
２ 結果の概要 
（１）教科に関する調査結果の概要 
   本市の調査結果は、対象学年の小学校第6 学年及び中学校第 3 学年ともに国語、算
数・数学の各教科で、全国とほぼ同程度の結果でした。 

   また、今回の調査結果から読み取れる課題等についても、全国とほぼ同様となって

います。 
   なお、本調査は、国語、算数・数学の2 教科のみが対象であり、調査結果は、児童
生徒が身に付ける学力の一部であることにご留意願います。 

   調査結果の概要は、次のとおりとなっています。 
  【知識に関する問題】 
① 全国の結果と同様、小学校の国語、中学校の数学について、知識や技能の定着に一
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部課題が見られた。 
② 小学校の算数、中学校の国語については、基礎的・基本的な知識や技能を更に身に

付けさせる必要がある。 
 【活用に関する問題】 

全国の結果と同様、小学校、中学校の国語、算数・数学の全てにおいて、知識や

技能を活用する力に課題が見られた。 
 
各教科別の調査結果の概要は、次のとおりです。 

 小学校国語Ａ（主として「知識」に関する問題） 
  文章の内容に合わせて小見出しを書くなど多くの児童が正答している問題がある一方、

同音異義の漢字を書き分けることなどに課題が見られた。 
 小学校国語Ｂ（主として「活用」に関する問題） 
  資料から必要な情報を目的に応じて取り出し、条件に即して書き換えたりすることに

課題が見られた。 
 小学校算数Ａ（主として「知識」に関する問題） 
  四則計算や分数と小数の関係については概ね定着しているが、面積についての感覚を

身に付けることに課題が見られた。 
 小学校算数Ｂ（主として「活用」に関する問題） 
  示された資料を基に考察し、筋道を立てて考えたり、自分の考えを数学的に説明する

ことに課題が見られた。 
 中学校国語Ａ（主として「知識」に関する問題） 
  文脈に即した正しい漢字の読み書きや適切な語句を使い分けることなどは多くの生徒

が正答していますが、論理の展開に即して内容を読み取ることや辞書を使って慣用句の

意味を書くことに課題が見られた。 
 中学校国語Ｂ（主として「活用」に関する問題） 
  資料に書かれている情報の中から必要な内容を選び、自分の考えを明らかにして書く

ことなどに課題が見られた。 
 中学校数学Ａ（主として「知識」に関する問題） 
  四則計算に関することなどは概ね定着しているが、文字式の意味を具体的な事象と関

連付けて読み取ることや反比例のグラフから式を求めることなどに課題が見られた。 
 中学校数学Ｂ（主として「活用」に関する問題） 
  長い問題文の主旨を読み取ったり、問題解決の方法を数学的に説明することなどに課

題が見られた。 
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（２）生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査結果の概要 
   質問紙調査は、小学校６年生と中学校３年生に対し、それぞれ75問について調査が
されました。主な調査結果は、次のとおりとなっています。 

《小学６年生》 
【基本的生活習慣に関わる項目】                     (％) 
 中野市の小学校 全国の小学校 
朝食を毎日食べている 97.6 95.4 
午前６時 30分より前に起きる 53.6 35.5 
午後 10時前に寝る 51.0 41.4 
 
【家庭学習・読書】                           (％) 
 中野市の小学校 全国の小学校 
平日、1時間以上学習する 38.9 56.1 
家で授業の予習をしている 27.3 35.4 
家で授業の復習をしている 34.9 43.4 
家や図書館で普段 1日 30分以上読書をする 36.5 36.8 
 
【学校生活】                              (％) 
 中野市の小学校 全国の小学校 
学校で友達と会うのが楽しい 94.6 96.4 
好きな授業がある 92.8 92.4 
国語が好き 61.0 56.1 
読書が好き 78.9 72.3 
算数が好き 63.8 65.4 
 
【自尊意識・規範意識】                         (％) 
 中野市の小学校 全国の小学校 
将来の夢･目標を持っている 83.2 84.7 
人の役に立つ人間になりたい 94.2 92.4 
学校のきまりを守っている 92.3 86.3 
近所の人に会った時は、あいさつをしている 87.1 88.7 
 
【家族とのコミュニケーション】                     (％) 
 中野市の小学校 全国の小学校 
家族と普段一緒に朝食をとる 67.3 60.7 
家族と普段一緒に夕食をとる 95.0 88.0 
家で学校での出来事を話す 69.6 69.2 
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【社会に対する興味･関心】                       (％) 
 中野市の小学校 全国の小学校 
ニュースなどに関心がある 67.7 66.1 
地域行事に参加している 81.9 59.9 
 
【テレビ、携帯電話】                          (％) 
 中野市の小学校 全国の小学校 
平日、テレビを３時間以上見ている 50.6 46.1 
携帯電話を持っていない 85.5 68.4 
 
《中学３年生》 
【基本的生活習慣に関わる項目】                     (％) 
 中野市の中学校 全国の中学校 
朝食を毎日食べている 92.2 91.9 
午前６時 30分より前に起きる 59.2 32.7 
午後 11時前に寝る 43.6 29.4 
 
【家庭学習・読書】                           (％) 
 中野市の中学校 全国の中学校 
平日、２時間以上学習している 39.2 35.7 
家で授業の予習をしている 24.4 28.4 
家で授業の復習をしている 45.9 39.6 
家や図書館で普段 1日 30分以上読書をする 25.1 27.9 
 
【学校生活】                              (％) 
 中野市の中学校 全国の中学校 
学校で友達と会うのが楽しい 97.7 94.7 
好きな授業がある 82.5 77.2 
国語が好き 55.3 55.2 
読書が好き 75.6 69.0 
数学が好き 50.9 52.8 
 
【自尊意識・規範意識】                         (％) 
 中野市の中学校 全国の中学校 
将来の夢･目標を持っている 74.0 70.7 
人の役に立つ人間になりたい 92.2 90.5 
学校のきまりを守っている 90.8 87.4 
近所の人に会った時は、あいさつをしている 82.0 82.7 
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【家族とのコミュニケーション】                     (％) 
 中野市の中学校 全国の中学校 
家族と普段一緒に朝食をとる 44.5 40.6 
家族と普段一緒に夕食をとる 89.6 80.4 
家で学校での出来事を話す 53.4 57.9 
 
【社会に対する興味･関心】                       (％) 
 中野市の中学校 全国の中学校 
ニュースなどに関心がある 67.5 64.1 
地域行事に参加している 53.7 37.0 
 
【テレビ、携帯電話】                          (％) 
 中野市の中学校 全国の中学校 
平日、テレビを３時間以上見ている 43.6 39.6 
携帯電話を持っていない 67.3 38.1 

 

 

 
３ 今後の対応 
（１）各学校においては、国から示された調査結果及び県から示された「分析の手引き」

を活用し、児童生徒一人一人に対応した学習指導の改善に努めることとする。 
    また、生活習慣や学習環境等の調査結果と教科に関する調査結果との相関関係を

分析することにより、家庭とも連携し合って学習意識の向上や学習環境の改善に取

り組むこととする。 
（２）市教育委員会では、国・県から示された調査結果の分析等を踏まえ、各学校と連携

し必要な教育施策の改善に努めることとする。 
 
 


