小学校国語
富士見市の現状
国語Ａ：主として知識に関する
問題
【読むこと】
○登場人物の心情について、
情景描写を基にとらえること
に課題があります。

課

題

改 善 に む け て

★登場人物の相互関係
や、心情、場面について
の描写をとらえ、優れた
叙述について自分の考
えをまとめること

☆同じ作者の作品を比べて読
むことや、心に残った叙述に
ついて考え、交流することなど
を通して、優れた叙述に気付く
ことができるようにすることが
大切です。

★主語と述語や、修飾と
被修飾との関係など、文
の構成について理解す
ること

☆文章を書くときに、どの事柄
が必要か、内容に不足がない
かを考えて書くことが大切で
す。相手に正確に伝えるため
に、書いた文章について、主
語と述語との関係に注意しな
がら丁寧に読み返す習慣をつ

【伝統的な言語文化と国語の
特質に関する事項】
○主語と述語の関係に注意し
て、文章を正しく書くことに課
題があります。

○文や文章の中で、漢字を正
しく使うことに課題がありま
す。

★学年別漢字配当表に
示されている漢字を、正
しく読み書きすること

国語Ｂ：主として活用に関する
問題
【話すこと・聞くこと】
○互いの立場や意図を明確
にしながら計画的に話し合う

★話し手の意図をとらえ
ながら聞き、自分の意見
と比べるなどして考えを

ことに課題があります。
【書くこと】
○目的や意図に応じて、必要
な内容を整理して書くことに課
題があります。
※記述式解答の問題になると
無回答率が高くなる傾向があ
ります。

けることが大切です。
☆該当学年で習う漢字を、ドリ
ル等で繰り返し練習すること
や、日常生活の中で学習した
漢字を使う習慣を身に付ける
ことが大切です。

☆事実と 感想 や意見を区別
し、自分の立場を明確にして
話すことが大切です。

まとめること
★資料を基に目的や意
図に応じて、自分の考え
を書くこと

☆それぞれの資料から必要な
情報を整理し、自分の考えと
関連付けて書くことが大切で
す。

小学校算数
富士見市の現状
算数Ａ：主として知識に関
する問題
【数と計算】【量と測定】
○１あたりの分量を求めた
り、込み具合を比べたりす
ることに課題があります。

課

題

★割り算の式と答え
の意味を理解するこ
と

改 善 に む け て

☆割り算の式をもとに問題文を作成す
る練習が効果的です。
☆単位量当たりの大きさを考えるとき
に何を１とするか考えて式を立て、答
えが何を表すのか理解することが大
切です。

【図形】
○分度器で１８０度を超え
る角度を測ることに課題が
あります。

★分度器で角度を
測ること

☆分度器で測る前に直角をもとにして
何度くらいになるか見当をつけてから
測り、確かめることが大切です。

【数量関係】
○示された事柄が当ては
まるグラフを選ぶことに課
題があります。

★折れ線グラフを読
み取ること

☆グラフで表すことのよさを実感した
り、社会科などのグラフを見てわかる
ことをまとめる練習をしたりすることが
大切です。

★論理的に考察し、
数学的に表現する
こと

☆それぞれの数値が何を表している
のかを確認し、式と図を関連付けた
り、筋道を考えたりして説明することが
大切です。

★論理的に考察し
たことを式を用いて
表すこと
★発展的に考察し
たことを、式や図ま
たは文にして、数学
的に表現すること

☆授業中の友達の考えを聞いて理解
し、考え方をまとめることが大切です。

算数Ｂ：主として活用に関
する問題
【量と測定】【図形】
○図形の構成要素や性質
は理解できていますが、そ
れを基に、事柄が成り立つ
ことを言葉と数を用いて表
すことに課題があります。
【数と計算】【数量関係】
○算数の問題場面からほ
かの人の考えを基に論理
的、発展的に説明すること
に課題があります。

☆似た問題を解いたり、考えを式に表
したりすることが大切です。

小学校理科
富士見市の現状

課

題

改 善 に む け て

主として知識に関する問題
【生命】
○腕を曲げることのできる骨と骨の
つなぎ目を表す言葉を書くことに課
題があります。

★科学的な表現や考え
方を理解すること

☆一連の問題解 決 の 活
動において、常に疑問に
立ち返り、何を解決するた
めの活動なのかを捉える
ことが大切です。

【地球】
○流れてきた土や石を積もらせる水
の働きを表す言葉を選ぶことに課題
があります。

★科学的な表現や考え
方を理解すること

☆主体的に野外観察やモ
デル実験等を行い、問題
解決をした結果等を知識
として習得することが大切
です。

★ろ過の適切な操作方
法を身に付けること

☆観察、実験で実際に器
具を使用することを通して

【物質】
○ろ過後の溶液に砂が混じっている
状況に着目しながら、適切に操作す
る方法を 選 ぶこ と に 課題があり ま
す。

主として活用に関する問題
【エネルギー】【地球】
○太陽の 1 日の位置の変化に合わ
せた光電池の適切な位置や向きを
選ぶことに課題があります。

操作方法を学び、どのよ
うな注意が必要かを考
え、理解することが大切で
す。

★太陽の 1 日の位置の
変化と光電池に生じる電
流の変化の関係を目的
に合ったものづくりに適

☆既習の内容や 生 活 体
験を、実際の自然や日常
生活に適用させることが
大切です。

用すること
【物質】【地球】
○食塩水を熱したときの食塩の蒸発
について、実験を通して導き出す結
論を書くことに課題があります。

★実験結果からわかるこ
とだけに言及した内容を
記述すること

☆観察、実験で得られた
結果を基に考察すること
が大切です。

中学校国語
富士見市の現状
国語Ａ：主として知識に関する問題
【話すこと・聞くこと】
○話し合いの話題や方向を捉えて的
確に話すことに課題があります。

課

題

改 善 に む け て

★話し合いの話題や方
向を捉えて的確に話し
たり、相手の発言を注
意して聞いたりして、自
分の考えをまとめること

☆話し合いが課題の解
決に向かうように進め方
を提案したり、話し合い
が効率よく進むように協
力したりすることが大切
です。

★読み手の立場に立っ
て書いた文章を読み返
すこと

☆書いた文章を読み返
して、文や段落の接続の
関係が適切であるかや、
どのような説明や具体例
を加えたらよいかを検討
することが大切です。

○文の中における主語を捉えたり、
主語を明示しながら適切に表現した
りすることに課題があります。

★文の成分の順序や
主語と述語の対応など
を整えて書くこと

☆「書くこと」の学習との
関連を図り、推敲の際
に、伝えたいことを適切
に表現するための語順
や、主語・述語の対応な
どについて検討すること
が大切です。

国語Ｂ：主として活用に関する問題
【読むこと】【書くこと】
○目的に応じて文章を読み、内容を

★文章の中心的な部分

☆段落ごとに内容を捉え

と付加的な部分、事実
と意見などを読み分
け、文章の構成や展開
を捉えて内容を理解す
ること

たり、段落相互の関係を
正 し く 押さ えたり し なが
ら、文章全体における役
割を捉えるようにするこ
とが大切です。

【書くこと】
○書いた文章を読み返し、伝えたい
文章が十分に表されているかを検討
することに課題があります。

【伝統的な言語文化と国語の特質に
関する事項】

整理して書くことに課題があります。

※記述式解答の問題になると無回答
率が高くなる傾向にあります。

中学校数学
富士見市の現状

課

題

改 善 に む け て

数学Ａ：主として知識に関する
問題
【数と式】
○基本的な数式の計算は全
国平均を上回っています。
○方程式を解く際に用いられ
ている等式の性質の理解に
課題があります。

☆方程式を解く場面にお
ける等式の性質の用い
方について理解すること

★方程式を解く際の式の変形に
ついて、等式の性質を確認する
場面をつくることが大切です。

【図形】
○線対称や点対称の理解、

☆図形の特徴や性質に

★観察や操作する活動を通して

ついて理解すること

図形がもつ特徴を 数学的に捉
え、その操作を基本的な作図と
結び付けて考えることができるよ
うにすることが大切です。
★三角形や平行四辺形の基本
的な性質を論理的に確かめるこ
とが大切です。

具体的な操作と作図の結び
付き、図形の移動とその関係
を捉えることに課題がありま
す。
○三角形の合同条件、平行
四辺形の性質の理解に課題
があります。

☆辺や角に着目し、三角
形の合同条件を捉えた
り、いろいろな四角形の
関係を捉えたりすること

【資料の活用】
○相対度数の変化の様子に
ついての理解に課題がありま
す。

☆多数回の試行の結果
から得られる確率の意味
を理解すること

★観察や実験などの活動を通し
て、実感を伴って確率について
理解することが大切です。

数学Ｂ：主として活用に関する
問題
【関数】
○グラフから必要な事項を読
み取ることに課題がありま

☆グラフから必要な事項
を読み取り事象を数学的

★問題解決の方法を、数学的な
表現を用いて説明できるように

に解釈すること

することが大切です。

☆証明を振り返り、発展
的に考えること

★証明問題に取り組む上で、結
論を導くために欠かせない条件
や性質を捉える場面を設定し、
問題の条件を変えて発展的に考
えることができるようにすること
が大切です。

す。
【図形】
○証明の条件を変えた場合
について一部を書き直したり、
新たに条件が加わったときに
新たな事柄を見出し説明した
りすることができる。

中学校理科
富士見市の現状
主として知識に関する問題
○自然事象についての知識・理解に
ついて全国平均を上回っているもの
があります。
【化学的領域】
○アサリが出す砂の質量について、
水溶液の濃さや無脊椎動物に関す
る知識、問題解決の技能に課題が

課

題

改 善 に む け て

☆濃度が異なる食塩水
のうち、特定の質量パー
セント濃度を指摘するこ

★物質が水に溶ける様
子の観 察か ら 、 水溶 液
の中では溶質が均一に

あります。
【物理的領域】
○豆電球型の LED ライトが豆電球に

と

分散していることを見い
だすことが大切です。
★金属線に加わる電圧

比べて明るく点灯したことに疑問をも
つ場面において、電流・電圧と抵抗
及び電力と発生する光の明るさとの
関係に関する知識・技能に課題があ
ります。
【生物的領域】
○植物と湿度の変化において、蒸散
と湿度に関する知識・技能に課題が

て、抵抗の値を求めるこ
と

と 電 流を 測 定す る 実験
から、電圧と電流の関係
を見いだし、金属には、
電気抵抗があることを見
いだすことが大切です。

☆植物の葉などから水
蒸気が出る働きが、蒸散

★いろいろな植物を観察
し、その観察記録に基づ

あります。

であるという知識を身に
付けること

いて 葉、茎、根のつくり
の基本的な特徴を見い
だし、光合成、呼吸、蒸
散に関する実験結果と
関連付けて捉えることが
大切です。

☆化学変化を表したモデ
ルを検討して改善し、原
子や分子のモデルで説
明すること

★2 種類の物質を化合さ
せる実験について、化学
変化を原子や分子のモ
デルで説明し、前後の化
学変化を化学式や化学
反応式で表せることが大
切です。

☆オ ーム の法 則を 使 っ

主として活用に関する問題
○科学的な思考・表現について全国
平均を上回っています。
【科学的領域】
○ガスバーナーを使った燃焼を探求
する場面において、実験器具の操作
や化学変化と原子・分子、条件制御
の知識・技能を活用することに課題
があります。

