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学習指導要領において身に付けることが求められ
ている基礎的・基本的な知識・技能や思考力・判
断力・表現力等に関する学力状況を把握するとと
もに、児童生徒の学習に関する意識や学び方などの
学習状況を把握する鹿児島県独自の学力調査です。
県内の公立小学校第５学年、中学校第１・２学年
の全児童生徒を調査対象としています。したがっ
て、この調査は曽於市の実施学年の学力を示すも
のであり、曽於市全体の学力を示すものではあり
ません。各学校は、全県的な傾向との比較・分析
などを通じて自校の課題を明確にし、指導法改善
を図っています。

これからの時代は、ただ単に知識・技能を習得
するだけでなく、それらを活用し、課題を解決
するための思考力、判断力、表現力を育てるこ
とが重要になります。また、多様な考えをもつ
人々と関わり、協働しながらよりよい社会を形
成しようとする「学びに向かう力」や豊かな「人
間性」を育むことも求められています。
このような力を身に付けるためには、教師が一
方的に知識を伝達するだけの授業ではなく、児
童生徒が互いに学び合いながら課題を解決した
り、学んだことが自分の生活や成長につながる
ことを実感したりできるような授業に転換して
いく必要があります。

このような教育の動向や学力調査結果等を
踏まえ、「すべての子どもたちに確かな学力
を！」をキャッチフレーズに掲げ、市内の全
小・中学校で「授業改善を通した学力向上」
に取り組んでまいります。
なお、「鹿児島学習定着度調査」結果や対策
については、各学校ごとに自校結果を公表し
ていますので、ご参照ください。

平成 30年１月に実施された「鹿児島学習定着度調査」の結果についてお知らせします。

平成 29年度  鹿児島学習定着度調査結果

国語 社会 算数 理科
曽於市 60.9 59.5 60.6 67.0
地　区 63.5 62.5 60.8 68.9
地区比 -2.6 -3.0 -0.2 -1.9
県 66.8 65.6 62.7 68.8
県　比 -5.9 -6.1 -2.1 -1.8

基礎
・
基本

曽於市 67.4 64.1 70.1 64.2
県 73.1 69.4 72.6 65.9
県　比 -5.7 -5.3 -2.5 -1.7

思考
・
表現

曽於市 39.4 49.4 42.8 71.5
県 45.8 57.0 43.9 73.4
県　比 -6.4 -7.6 -1.1 -1.9

◆小学５年（現在の小学６年）

【分析】すべての教科で地区平均、県平均を下回る結果とな
りました。「基礎・基本」「思考・表現」ともに、学習内容の
定着が不十分です。低学年から高学年まで、学校全体で授業
改善に取り組むとともに、一人一人のつまずきを早急に把握
し、個別指導などを通して定着を図る必要があります。

国語 社会 数学 理科 英語
曽於市 66.2 53.2 69.3 52.3 60.0
地　区 62.8 50.3 58.7 50.6 58.5
地区比 +3.4 +2.9 +10.6 +1.7 +1.5
県 65.1 53.3 62.8 55.1 63.3
県　比 +1.1 -0.1 +6.5 -2.8 -3.3

基礎
・
基本

曽於市 66.5 57.8 75.3 56.7 65.4
県 68.0 59.2 67.7 59.7 68.4
県　比 -1.5 -1.4 +7.6 -3.0 -3.0

思考
・
表現

曽於市 65.4 42.2 54.2 44.6 51.7
県 57.6 39.3 50.6 46.9 55.9
県　比 +7.8 +2.9 +3.6 -2.3 -4.2

◆中学１年（現在の中学２年）

【分析】すべての教科で地区平均を超える結果となりました。
国語と数学は県平均も超えています。「思考・表現」の通過
率が良好な教科も多く、日々の授業改善の成果が表れている
と考えられます。今後、各教科の課題点を更に細かく分析し、
授業改善に生かしていく必要があります。

国語 社会 数学 理科 英語
曽於市 61.8 52.8 57.4 47.4 54.6
地　区 61.6 52.0 55.3 43.1 51.8
地区比 +0.2 +0.8 +2.1 +4.3 +2.8
県 63.9 57.1 59.0 46.3 59.8
県　比 -2.1 -4.3 -1.6 +1.1 -5.2

基礎
・
基本

曽於市 64.2 53.2 65.3 58.8 61.2
県 68.5 61.4 66.8 56.3 64.4
県　比 -4.3 -8.2 -1.5 +2.5 -3.2

思考
・
表現

曽於市 56.3 51.8 42.4 27.2 44.2
県 53.2 46.9 44.3 28.5 52.6
県　比 +3.1 +4.9 -1.9 -1.3 -8.4

◆中学２年（現在の中学３年）

【分析】すべての教科で地区平均を超える結果となりました。
理科は県平均も超えています。難易度が上がる中で、どの教
科も着実に力を付けています。しかし、「基礎・基本」の習得
に課題が見られる教科があるため、確実に定着を図る必要が
あります。

鹿児島学習定着度調査とは？

今後の授業のあり方は？

曽於市の学力向上策は？

学校関係。出来事のご報告。
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