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平成３０年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（東京都教育委員会）の結果について 

 

 

東京都教育委員会が平成３０年７月に実施した「児童・生徒の学力向上を図るための調査」結果が、

平成３０年１０月２５日に公表されたので、以下のとおり報告する。 

今後は、「墨田区学習状況調査」結果を踏まえた学力向上の取組を推進するとともに、発展的な学習

の充実を図るために、教材コンテンツに整備されている「児童・生徒の学力向上を図るための調査」

の「読み解く力をみる問題」の各学校での活用を図っていく。 

 

１ 調査の目的 

(1) 都教育委員会は、学習指導要領に示されている教科の目標や内容の実現状況及び読み解く力に

関する定着状況を把握し、全都における教育行政施策に生かす。 

(2) 区市町村教育委員会は、教育課程や指導方法等に関わる自地区の課題を明確にし、その充実・

改善を図るとともに、自地区の教育行政施策に生かす。 

(3) 各学校は、教育課程や指導方法等に関わる自校の課題・解決策を明確にし、児童・生徒一人一

人の学力の向上を図る。 

(4) 都教育委員会は、都民に対し、東京都の公立小・中学校における児童・生徒の学力の状況につ

いて、広く理解を求める。 

 

２ 調査内容 

(1) 児童・生徒の学力向上を図るための調査 

・ 学習指導要領に示す国語、社会、算数・数学、理科、英語の内容に基づいた問題 

・ 各教科等の学習において必要となる読み解く力の育成を図る問題 

(2) 学習に関する意識調査（児童・生徒質問紙調査） 

(3) 学校に関する質問紙調査（学校質問紙調査） 

 

３ 調査実施日及び調査対象等 

(1) 調査実施日  平成３０年７月５日（木） 

(2) 平成３０年７月５日に調査を実施した学校及び児童・生徒数 

対象 区分 実施学校数 受検児童・生徒数 

小学校 

（第５学年） 

墨田区（区立） ２５校 １，５２５名 

東京都（公立） １，２８３校 ９３，５３５名 

中学校 

（第２学年） 

墨田区（区立） １０校 １，２５０名 

東京都（公立） ６２３校 ７１，１２８名 

 

 

 

 

 

 



４ 調査結果 

(1) 小学校第５学年 

ア 平均正答率（墨田区・都全体）                     （単位：％） 

 国語 社会 算数 理科 

墨田区 ６６.０ ６９.３ ５３.１ ７０.２ 

都全体 ６６.５ ７０.２ ５３.８ ７０.４ 

《参考》墨田区と都全体との差の経年変化              （単位：ポイント※１） 

 国語 社会 算数 理科 

平成 30 年度 －０.５ －０.９ －０.７ －０.２ 

平成 29 年度 －２.０ －３.２ －２.７ －２.８ 

平成 28 年度 －１.１ －２.１ －２.３ －０.３ 

※１ 「１ポイント」の差は、問題数でいうと「およそ０.２～０.３問」の差のことである。 

 

イ 習得目標値※２を達成した児童の割合 

 国語 社会 算数 理科 

習得目標値 
７問 

（全２０問中） 

８問 

（全２２問中） 

１０問 

（全３１問中） 

５問 

（全２０問中） 

墨田区 ９３.１％ ９４.３％ ８３.５％ ９８.６％ 

都全体 ９３.８％ ９４.１％ ８３.６％ ９８.５％ 

※２ 習得目標値 … 教科書の「例題レベルの問題」の数のこと。習得目標値に達している児

童・生徒は、例題レベルの問題をおおむねクリアしていると考えられる。 

《参考》墨田区と都全体との差の経年変化 

 国語 社会 算数 理科 

平成 30 年度 －０.７ ＋０.２ －０.１ ＋０.１ 

平成 29 年度 －１.４ －２.７ －４.２ －０.４ 

平成 28 年度 ＋０.３ ±０ －１.８ ＋０.４ 

 

ウ 到達目標値※３を達成した児童の割合 

 国語 社会 算数 理科 

到達目標値 
１６問 

（全２０問中） 

１７問 

（全２２問中） 

２５問 

（全３１問中） 

１５問 

（全２０問中） 

墨田区 ３２.２％ ４４.９％ １２.５％ ５２.６％ 

都全体 ３３.６％ ４７.１％ １４.５％ ５３.２％ 

※３ 到達目標値 … 教科書の「例題レベルの問題」の数と、「練習問題レベルの問題」の数

の合計のこと。到達目標値に達している児童・生徒は、練習問題レベルの

問題をおおむねクリアしていると考えられる。 

《参考》墨田区と都全体との差の経年変化 

 国語 社会 算数 理科 

平成 30 年度 －１.４ －２.２ －２.０ －０.６ 

平成 29 年度 －３.６ －５.４ －３.７ －６.２ 

平成 28 年度 －３.４ －４.２ －２.８ －２.０ 



(2) 中学校第２学年 

ア 平均正答率（墨田区・都全体）                     （単位：％） 

 国語 社会 数学 理科 英語 

墨田区 ７０.９ ５９.０ ５１.３ ５２.７ ５５.２ 

都全体 ７２.５ ６０.３ ５３.０ ５２.５ ５６.７ 

《参考》墨田区と都全体との差の経年変化 

 国語 社会 数学 理科 英語 

平成 30 年度 －１.６ －１.３ －１.７ ＋０.２ －１.５ 

平成 29 年度 －１.１ －０.４ －２.３ －０.７ －１.６ 

平成 28 年度 －０.４ －０.６ －２.５ －１.３ －３.０ 

 

イ 習得目標値を達成した生徒の割合 

 国語 社会 数学 理科 英語 

習得目標値 
１２問 

（全 25 問中） 

９問 

（全 28 問中） 

１０問 

（全 28 問中） 

６問 

（全 26 問中） 

７問 

（全 26 問中） 

墨田区 ９１.５％ ９２.２％ ７４.５％ ９６.８％ ９３.６％ 

都全体 ９１.９％ ９３.０％ ７５.８％ ９６.７％ ９３.４％ 

《参考》墨田区と都全体との差の経年変化 

 国語 社会 数学 理科 英語 

平成 30 年度 －０.４ －０.８ －１.３ ＋０.１ ＋０.２ 

平成 29 年度 －１.６ ＋０.１ －１.６ －０.２ ＋１.０ 

平成 28 年度 －０.１ －０.８ －３.４ －１.３ －１.２ 

 

ウ 到達目標値を達成した生徒の割合 

 国語 社会 数学 理科 英語 

到達目標値 
２１問 

（全 25 問中） 

２３問 

（全 28 問中） 

２３問 

（全 28 問中） 

２０問 

（全 26 問中） 

２０問 

（全 26 問中） 

墨田区 ２９.７％ １５.５％ １２.３％ １１.６％ １７.７％ 

都全体 ３３.５％ １７.４％ １５.１％ １０.２％ ２１.５％ 

《参考》墨田区と都全体との差の経年変化 

 国語 社会 数学 理科 英語 

平成 30 年度 －３.８ －１.９ －２.８ ＋１.４ －３.８ 

平成 29 年度 －１.３ －１.１ －４.２ －２.４ －６.２ 

平成 28 年度 －０.６ －１.３ －３.７ －０.８ －４.７ 

 

５ 今後の取組 

今回の調査結果から、小学校では上昇傾向がみられ、中学校ではほぼ昨年度と同様の結果である。 

小・中学校ともに、習得目標値を到達した割合では東京都とほぼ同程度になっているが、到達目

標値を到達した割合では東京都よりやや低い状況である。今後も、Ｄ・Ｅ層の児童・生徒の底上げ

だけでなく、Ｃ層以上の児童・生徒の更なる引上げに力を入れていく。 


