
 

 

平成２９年度「大分県学力定着状況調査」「全国学力・学習状況調査」別府市の結果 
別府市教育委員会  

１ 調査結果公表の目的 
   平成２９年度「大分県学力定着状況調査」及び「全国学力・学習状況調査」の調査結果、及び別府市全体の課題と課題解決の方策を公

表することにより、別府市児童生徒の学力向上に向けて、学校・家庭・地域がそれぞれの果たすべき役割を認識し、一体となって取組を

推進する機運を高めることを目的としています。  
２ 調査の概要  大分県学力定着状況調査（大分県教育委員会実施） 全国学力・学習状況調査（文部科学省実施） 

調査目的 県内小・中学校児童生徒の学力や学習・生活状況を把握・分析

し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、

教育に関する継続的な検証サイクルを確立する。また、学校に

おける児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役

立てる。 
義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的

な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果

と課題を検証し、その改善を図るとともに、学校における児童

生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。さら

に、そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善

サイクルを確立する。 
実 施 日 平成２９年４月２６日（水） 平成２９年４月１８日（火） 
調査対象 小学校第５学年及び中学校第２学年 小学校第６学年及び中学校第３学年 
調査事項 ○国語（「知識」及び「活用」に関する問題） 

○算数・数学（「知識」及び「活用」に関する問題） 
○社会（「知識」及び「活用」に関する問題）＜中のみ＞ 
○理科（「知識」及び「活用」に関する問題） 
○英語（「知識」及び「活用」に関する問題）＜中のみ＞ 
○総合質問紙調査（学習意識や生活実態の調査） 

○国語Ａ（主として「知識」に関する問題） 
○国語Ｂ（主として「活用」に関する問題） 
○算数・数学Ａ（主として「知識」に関する問題） 
○算数・数学Ｂ（主として「活用」に関する問題） 
○児童生徒質問紙調査（学習意識や生活実態の調査） 

備  考 全小・中学校を対象に実施された。 全小・中学校を対象に実施された。 



 

 

３ 調査結果 
 ① 平成２９年度大分県学力定着状況調査 

学年 小学校５年生 

教科

項目 

国語 算数 理科 

知識 活用 知識 活用 知識 活用

大分県平均正答率 81.1 72.1 79.1 58.3 73.0 43.8

大分県偏差値 51.5 51.1 51.5 51.7 51.9 51.2

別府市正答率 79.4 71.0 78.5 58.8 72.7 41.8

別府市偏差値 50.6 50.6 51.2 51.8 51.7 50.4 
学年 中学校２年生 

教科

項目 国語 社会 数学 理科 英語 
知識 活用 知識 活用 知識 活用 知識 活用 知識 活用

大分県平均正答率 76.8 57.1 55.8 40.8 61.6 52.1 59.9 36.4 66.0 51.1

大分県偏差値 50.9 49.8 50.5 49.5 50.3 50.3 50.8 50.2 50.0 49.8

別府市正答率 77.0 57.2 57.3 41.8 61.0 51.2 60.6 38.9 63.8 49.5

別府市偏差値 51.0 49.8 51.1 49.9 50.1 50.0 51.2 51.1 49.0 49.1 
② 平成２９年度全国学力・学習状況調査 

学年 小学校６年生 中学校３年生 

教科

項目 

国語 算数 国語 数学 

知識 活用 知識 活用 知識 活用 知識 活用 

全国平均正答率 74.8 57.5 78.6 45.9 77.4 72.2 64.6 48.1 

別府市正答率 73.8 56.1 77.1 43.3 78.7 73.2 64.4 47.5  
   ※ 上記調査により測定できるのは学力の特定の一部分であり、学校における教育活動の一側面です。  



 

 

４ 大分県調査・全国調査結果（大分県・全国平均正答率との差）の推移   Ｈ２９年度 中３  中２  中１  小６ 

※同じ色で囲まれた部分を追うと、同一児童生徒の調査結果の推移がわかります。                          
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小５大分県調査結果

【平均正答率と県平均との差】推移
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中２大分県調査結果

【平均正答率と県平均との差】推移

国語知識 国語活用 数学知識 数学活用 理科知識

理科活用 英語知識 英語活用 社会知識 社会活用

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

小６全国調査結果

【平均正答率と全国平均との差】推移

国語知識 国語活用 算数知識

算数活用 理科知識 理科活用
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中３全国調査結果

【平均正答率と県平均との差】推移

国語知識 国語活用 数学知識

数学活用 理科知識 理科活用



 

 

５ 平成２９年４月に調査を実施した各学年の概況 
小学校５年生（大分県学力定着状況調査） 中学校２年生（大分県学力定着状況調査）  

○偏差値による比較 
・４年続けて、全ての項目において、偏差値５０を上回っている。

・算数「活用」は、大分県偏差値を上回っている。   
○大分県平均正答率との比較 
・５項目において、大分県平均正答率を下回っているものの、算

数「活用」は上回っている。 

 
○偏差値による比較 
・６項目において、偏差値５０を上回っている。 
・国語「活用」、社会「活用」、英語「知識」「活用」の４項目にお

いては、偏差値５０を下回っているが、わずかな差である。  
○大分県平均正答率との比較 
・６項目において、大分県平均正答率を上回っている。 
・理科「活用」において、向上が見られている。 

小学校６年生（全国学力・学習状況調査） 中学校３年生（全国学力・学習状況調査）  
○全国平均正答率との比較 
・全ての項目において、全国平均正答率を下回っているが、顕著

な差は見られない。    
○前年度大分県調査（小５で実施）結果との比較 
※前年度大分県調査結果は、大分県平均正答率との差 
・国語「知識」算数「知識」「活用」において、母体平均正答率との

差を比較すると上昇している。 
・国語「活用」において、母体平均正答率との差を比較すると下降

している。  

 
○全国平均正答率との比較 
・国語「知識」「活用」の２項目において、全国平均正答率を上回

っている。 
 ・数学「知識」「活用」の２項目において、全国平均正答率を下回

っているが、わずかな差である。  
○前年度大分県調査（中２で実施）結果との比較 
※前年度大分県調査結果は、大分県平均正答率との差 
・国語「活用」において、母体平均正答率との差を比較すると上昇

している。 
・数学「知識」「活用」において、母体平均正答率との差を比較する

と下降している。 



 

 

６ 学習や生活の状況 
① 家庭学習習慣 
【平成２９年度 小学校６年生】             
【平成２９年度 中学校３年生】            

①別府市の１日当たりの家庭学習時

間で一番多かったのは、 
１時間以上２時間未満の児童です。  

②別府市の１日当たりの学習時間が

１時間未満の児童の割合は、全国・

県に比べて高い傾向にあります。 

①別府市の１日当たりの家庭学習時

間で一番多かったのは、 
１時間以上２時間未満の生徒です。  

②別府市の１日当たりの学習時間が

１時間未満の生徒の割合は、全国・

県に比べて低い傾向にあります。 



 

 

② 読書の推進 
【平成２９年度 小学校６年生】              
【平成２９年度 中学校３年生】            

①別府市の１日当たりの読書時間で

一番多かったのは、 
１０分以上３０分未満の児童です。  

②別府市の１日当たりの読書時間が

１０分未満の児童の割合は、全国・

県に比べて高い傾向にあります。 

①別府市の１日当たりの読書時間で

一番多かったのは、 
１０分以上３０分未満の生徒です。  

②別府市の１日当たりの読書時間が

１０分未満の生徒の割合は、全国・

県に比べて高い傾向にあります。 



 

 

７ 学習指導の状況 
① 放課後を利用した補充的な学習サポート 
【平成２９年度 小学校６年生】             
【平成２９年度 中学校３年生】            

①別府市の学習サポートでは、 
週２回～３回の実施が一番多い。  

②別府市の学習サポートでは、 
週１回以上の実施が、全国・県に比

べて多い傾向にあります。 

①別府市の学習サポートでは、 
週１回～３回の実施が一番多い。  

②別府市の学習サポートでは、 
週１回以上の実施が、全国・県に比

べて多い傾向にあります。 



 

 

② 対話的な深い学び 
【平成２９年度 小学校６年生】              
【平成２９年度 中学校３年生】            

①別府市では「どちらかといえば、行

った」の項目が一番多い。  
②別府市では「よく行っている」の項

目は、全国より高いが県より低い傾

向にある。 

①別府市では「どちらかといえば、行

った」の項目が一番多い。  
②別府市では「よく行っている」の項

目は、全国・県より高い傾向にある。 



 

 

③ 保護者や地域の人との協働 
【平成２９年度 小学校６年生】              
【平成２９年度 中学校３年生】            

①別府市では「よく参加してくれる」

の項目が一番多く、全国・県よりも

高い傾向にある。  
②別府市では、全ての学校で参加して

くれている。 

①別府市では「よく参加してくれる」

の項目が一番多く、全国・県よりも

高い傾向にある。  
②別府市では、全ての学校で参加して

くれている傾向にある。 



 

 

【 教育委員会 】 

○ 子どもが意欲的に取り組む「思考力・判断力・表現力」を育む授業を推進します。 

○ 各種調査結果に基づいて各学校が作成する「学力向上プラン」に対し、指導・助言をします。 

○ 子どもの実態の変化を短期的なサイクルで客観的に評価できるよう、1 月に別府市学力調査を実施します。 

○ 学校が地域や家庭と協働して教育を行えるよう、コミュニティ・スクールでの支援体制を整えます。 
【 学   校 】 

○ 各種調査結果に基づいて各学校が作成する「学力向上プラン」を確実に実施し、短期で評価、補充をします。 

○ 「考える」「書く」「説明する」「見直す」「判断する」等の学習活動を授業の中に位置づけます。 

○ 授業を積極的に公開し、参観者からの意見や指摘による授業改善を図ります。 

○ 個々に応じた学習をする時間を確保すると同時に、その効果について確実に評価します。 

○ 小テストや振り返りの時間、家庭学習プリントの工夫を繰り返し、日々の学習内容を定着させます。 

○ 情報を発信したり、家庭や地域と協議したりして、一緒に取り組みます。 
【 家庭・地域 】 

○ 集中して学習に取り組める家庭学習の時間を確保するとともに、家庭学習ができる環境を整えてください。 

○ 小学校低学年から家庭学習に取り組む習慣をつけ、学習の跡を褒めてください。 

○ 子どもが読書をする時間を設定したり、読書ができる環境を整えたりしてください。 

○ ＰＴＡ活動、学校の諸行事、地域行事等、あらゆる場面で子どものよりよい成長を促してください。 

８ 今後の取組     


