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平成２９年度 第８号 発行元 国母小学校

１０月２６日発行 055-224-4608 発行責任者 校長 蘒原 桂

平成２９年度 全国学力・学習状況調査結果

<国母小の概要>

文部科学省は，今年度も４月１８日に「全国学力・学習状況

調査」を実施し，本校でも，６年生６５名が参加しました。

調査内容は，【教科に関する調査（国語・算数）】と【生活習

慣・学習環境等に関する質問紙調査】です。

『教科に関する調査』は『主として「知識」に関する問題（Ａ

問題）』『主として「活用」に関する問題（Ｂ問題）に分かれ

ています。

『生活習慣に関する調査』の内容は『学習意欲，学習方法，

学習環境，生活の諸側面に関する調査』です。

この調査は，児童の学力や学習状況を把握・分析し，各教科

における課題や生活状況の実態などを明らかにすることによ

り，今後の指導内容や指導方法の改善などに役立てることを目

的にしています。今後，文部科学省からの報告書や調査結果を

踏まえた授業アイディア例等を参考にしながら，児童の学習状況の改善につながっていきま

すよう努めてまいりたいと思っております。

さらに，次のように本校の調査結果の概要をまとめましたので，保護者の皆様にお知らせ

するとともに，本校のホームページにも掲載していきたいと思います。なお，全国学力・学

習状況調査の結果につきましては，全国平均正答率の± 5 ％の範囲にある場合は，全国平均
とほぼ同等であると考えています。

〔参考〕教科別平均正答率（全国・山梨） (％)

国 語 算 数

Ａ問題 Ｂ問題 Ａ問題 Ｂ問題

全国平均 ７４．８ ５７．５ ７８．６ ４５．９

県 平 均 ７４ ５６ ７７ ４３

調査結果の概要

◇本校の教科に関する平均正答率は，全国平均とほぼ同等でした。詳細については，「国語

Ａ」「国語Ｂ」に関しては，若干ですが全国平均を下回りました。一方「算数Ａ」「算数Ｂ」

に関しては，全国平均を上回る結果が出ました。

これは，昨年度まで研究指定校として取り組んできた，算数･理科を核として「改善プラ

ンをもとにした，確かな学力を育てる授業づくり」の成果の表れだと考えられます。

教科ごとの状況と課題 （この項目は常体表現で記述）

【Ａ問題の内容】
・ 身に付けておかなけれ
ば後の学年等の学習内容
に影響を及ぼす内容

・ 実生活に不可欠であり，
常に活用できるようにな
っていることが望ましい
知識・技能
【Ｂ問題の内容】

・ 知識・技能等を実生活
の様々な場面に活用する
力

・ 様々な問題解決のため
の構想を立て，実践し，
評価・改善する力』

国語

Ａ「主として『知識』に関する問題」

○「互いの話を聞き，考えの共通点や相違

点を整理をしながら，進行に沿って話し合

おう」など『話す ･聞く』『書く』力を問

う問題の正答率が全国平均と比べても高か

った。

△「目的に応じて，文章の中から必要な情

報を見つけ出して読む」「学年別漢字配当

表に示されている漢字を正しく読む・書

く」「ことわざの意味を理解して，自分の

表現に用いる」の問題で正答率が低かった。

※「もちはもち屋」の意味

※「参加対象｣｢４年生の希望者」の書き

※「申込期限」「事務室前」の読み
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Ｂ「主として『活用』に関する問題

本校の結果は全国平均正答率とほぼ同等

ではあったが，最も課題とされる分野であ

ることがわかった。

○「動画を見る目的を捉えることを通じて，

目的や意図に応じ適切な言葉遣いで話す」

「話の構成を工夫して話すことができるな

どのスピーチメモのよさを捉える」という

国語Ａと同様に『話す･聞く』の分野で全

国平均を上回った。

△「目的や意図に応じて文章全体の構成を

考える引用して書く」「登場人物の相互関

係や心情，場面についての描写を捉える」

「自分の考えを広げたり深めたりするため

の発言の意図を捉える」「物語を読み，具

体的な叙述を基に理由を明確にして，自分

の考えをまとめる」につながる『国語への

関心･意欲･態度』『読む能力』を問う問題

の正答率が全国平均を下回った。

※あまんきみこ「きつねの写真」

を読んで答える問題

算数

Ａ「主として『知識』に関する問題」

○「加法と乗法の混合した整数と小数の計算

をすることができる」「高さが等しい平行

四辺形と三角形について，底辺と面積の関

係を理解している」など『量と測定』『数

量や図形についての知識･理解』の分野の

正答率が全国平均と比べても高かった。

△「小数と整数の加法の計算」「資料から二

次元表の合計欄に入る数を求めたり，示さ

れた式の中の数の意味を表と関連付けなが

ら解釈したり記述すること」に課題が見ら

れた。

※「１０．３＋４」

※「二次元表の合計欄に入る数字を書く」

２つの観点からまとめたものを二次元の表

という。

Ｂ「主として『活用』に関する問題

○「問題に示された二つの数量の関係を一般

化して捉え，そのきまりを記述できる」

○「直線の数とその間の数の関係に着目して，

示された方法を問題場面に適用することが

できる」

○「飛び離れた数値を除いた場合の平均を求

める式を判断することができる」

など『数と計算』『数量や図形についての

知識･理解』の分野の正答率全国平均を上回

った。

△「料金の差を求めるために，示された資料

から必要な数値を選び，その求め方と答え

を記述できる」「仮の平均を用いた考えを

解釈し，示された数値を基準とした場合の

平均の求め方を記述できる」など『問題を

解釈したり，問題場面を適用したり，他の

場合に適用して解決方法を考え，それを記

述したりすること」に課題がある。

※
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料金の差を求めるために，示された資料

から必要な数値を選び，その求め方と答え

を，言葉や式を用いて記述できるかどうか

を見る。

※

仮の平均を用いた考えを解釈し，示され

た数値を基準とした場合の平均の求め方

を，言葉や式を用いて記述できるかどう

かをみる。

以上２つの問題が本校児童が全国平均正答

率を大きく下回っていた。

Ｂ「主として『活用』に関する問題に関し

ては，全国的にも正答率が低く，今後学習の

充実や授業改善をより図っていきたいと思

う。

教科ごとの主な改善点 （この項目は常体表現で記述）

国語

※与えられた文章の中から課題を解決するために必要な

情報を選択し，本の題名や種類に着目し，目次や索引

などを効果的に利用することができるように指導す

る。

※自分の調べたい言葉を別の言葉に置き換えたり，必要

な情報の中から手掛かりとなる言葉を決め，それを基

に検索したりするなど，目的に照らして必要な本や文

章を児童自ら選ぶことができるよう指導する。

※ことわざの意味や使い方を正しく理解するためには，

国語辞典やことわざ辞典などを日常的に活用できるよ

うに指導する。

※学年別漢字配当表に示されている漢字を，各学年にお

いて正しく読んだり書いたりして，各教科等や日常生

活で使用する文や文章の中で適切に使うことができる

ように指導する。

※読む能力を高めるために，登場人物の相互関係や心情，

場面についての描写を捉えながら読む。物語を読んで

感想を伝え合い，自分の考えを広げたり深めたりする。

物語を読み，叙述を基に理由を明確にして，自分の考

えをまとめる。等の指導の工夫をする。

算数

※計算の結果を見積もり，計算の仕方を考え，結果

を振り返って確かめる活動の充実や，式の意味を

適切に解釈できるようにするための指導の充実。

※二次元表の合計欄の数値と調査した人数を比較する場

を設け，合計欄の数値に目を向け，判断した理由につ

いての話し合いでは，合計欄に入る数値が調査した人

数と一致することを確認する活動を設ける。また二次

元表に分類整理する過程を振り返りながら，数値につ

いて確認する活動を行う等具体的な操作を体験させる。

※日常生活の問題の解決のために，様々な情報の中から

必要な情報を収集した上で，条件に合うものを選択し，

数学的に処理することができるようにするといった課

題を用い指導を多く行う。

※測定値の平均を求める際は，平均がおよそどのくらいに

なるのかを見積もったり，能率的に処理するために工夫

して計算したりすることの大切さを実感できる指導を行う。

※示された割合を基に，基準量と比較量の関係を捉えるこ

とができるようにし，身近なものに置き換えたときの基

準量・比較量・割合の関係を的確に捉え，判断の理由を

数学的に表現することができるように指導する。
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質問紙調査の主な特徴
＜学校生活＞

○「学校で友達に会うのは楽しい」「学校で，好き

な授業がある」「学級みんなで協力して何かをや

り遂げ，うれしい」等ほぼ９割の児童が肯定的な

回答でした。

○「ものごとを最後までやり遂げて，うれしかった

ことがる」「自分にはよいところがある」等，全

国平均を上回っており，自己肯定感をもち意欲的

に取り組む姿が見られます。

△話し合い活動において「友達の前で自分の考え

や意見を発表することは得意ですか」「友達の

話や意見を最後まで聞くことができますか」「友

達の考えを受け止めて，自分の考えを持つこと

ができますか」などが全国平均を下回っており

今後の課題です。

＜家庭学習＞

・家庭学習については，本校児童は，両極の回答に

分かれています。「家で，自分で計画を立てて勉

強をしますか」の質問では「している」と答えた

児童も全国平均を大きく上回っている一方「全く

していない」と答えた児童も全国平均を大きく上

回っています。

・「宿題をしていますか」は「している」「どちらかと

いえばしている」を合わせると９割以上ですが逆に

「あまりしない」と答えた児童も全国平均を上回っ

ています。

・「学校の授業の予習･復習」に関しては「している」

「どちらかといえはしている」ともに全国平均を

下回っています。

・平日・休みの日の家庭学習時間は，１時間以上を合

計すると４割を超えているが，全国平均を下回る結

果となっています。

＜家庭生活＞

・「寝る時間」「起きる時間」に関しては，全国平均を

上回り，一定の生活リズムで過ごしている児童が多

いことがうかがえます。しかし「毎朝朝食を食べて

いますか」の質問では「あまり」「全く」と答えた

児童が全国平均を上回っているのが気になります。

・今回の調査で一番気になった項目が「テレビやビデ

オ･DVD の視聴」「テレビゲーム（PC･携帯式のゲー
ム・携帯やスマホを使ったゲーム）の時間」「携帯

電話やスマートフォンでの通話，メール，インター

ネットの時間」の質問です。どの調査も平日「４時

間以上」「３時間以上４時間未満」「２時間以上３時

間未満」の回答が全国平均を大きく上回っています。

特に「ゲームの時間」の関しては，「２時間以上」

を合計すると４割を超えています。

＜読書＞

・平日の読書の時間は「30分以上」と答えた児童を合わ
せると全国平均を上回っています。逆に「全くしない」

と答えた児童も３割を超え，２極化がうかがえます。

教科の状況と質問紙調査をクロスさせて
□「宿題をする・しない」「家庭学習の時間の長短」は，国語･算数ともに【Ａ問題】「身に付け

ておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容」「実生活に不可欠であり，常に活用

できるようになっていることが望ましい知識・技能」において，正誤に関係がありました。

□「読書の時間」に関する質問において，時間が長い児童は，短い児童及び全くしないと答え

た児童よりも，【Ｂ問題】「知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力」「様々な問題解決

のための構想を立て，実践し，評価・改善する力」において，適切な回答を導き出すことができ

るようです。問題を読み取る力がつき「無回答」が少なかったです。

□「テレビやビデオ･DVDの視聴」「テレビゲーム（PC･携帯式のゲーム・携帯やスマホを使ったゲーム）
の時間」「携帯電話やスマートフォンでの通話，メール，インターネットの時間」の時間に関しては，

時間の長さが，必ずしも学力状況に影響を与えてるという結果にはつながってはいませんでした。し

かし，やはり長時間，画面を見続けることは，健康的にはあまりよくないという調査結果も出ています。

今後に向けて
☆本校のほとんどの児童は，毎日の授業に一生懸命に取り組んでいます。全国学力・学習

状況調査の結果からも，子供たちのがんばりがわかります。

学校では，教職員一丸となって子供たちの学力向上に向けて，これまで以上にわかる楽し

い学習に努めて参ります。

今回の調査結果をもとに，先日配布しましたお便りのとおり，学校では，今まで取り組ん

できた「家庭学習の取り組み」をバージョンアップさせ，3年生以上が一人1冊「自学ノー

ト」をもち家庭学習に取り組み始めました。宿題の出し方などについてさらに工夫し，児童

自らが自主的に学習に取り組むことができるように働きかけていきたいと思います。各家庭

におきましても，今後とも，子供たちへの声かけや，家庭での学習習慣を定着していくため

に学習環境を整えるなど，ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。


