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平成３０年度 第７号 発行元 国母小学校

９月２６日発行 055-224-4608 発行責任者 校長 蘒原 桂

平成３０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，４月１７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。本年度は

国語・算数に加え，理科の調査も行われました。調査内容は，

【教科に関する調査（国語・算数・理科）】と【生活習慣・

学習環境等に関する質問紙調査】とに分かれています。また，

『教科に関する調査（国語・算数）』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。

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
理科

A 問題 B 問題 A 問題 B 問題
全国平均 ７０．７ ５４．７ ６３．５ ５１．５ ６０．３

県 平 均 ７１．５ ５４．０ ６２．０ ５０．０ ６０．０

調査結果の概要
☆ どの教科も，平均正答率は，全国平均とほぼ同等でした。

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 問題においては ｢話すこと
・聞くこと｣｢書くこと｣は，全国
平均・県平均 を上回っていま
した。
○ B 問題においては，どの領域と
もに，全国平均・県平均をやや
下回りました。

< 算 数 >
○ A 問題では，｢数量関係｣，にお
いて，全国平均・県平均を上回
りました。

○ A・B 問題とも｢図形｣は，全国
平均・県平均を下回りました。

< 理 科 >
○「生命」の領域は，全国平均・
県平均を大きく上回りました。

○ ｢物質｣｢エネルギー｣｢地球｣)
で全国平均・県平均とほぼ同
等でした。

国語

Ａ「主として『知識』に関する問題」

○「自分の考えを明確に表現するために，文章

全体の構成の効果を考えること」など『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。

△「相手や場面に応じて適切に敬語を使う」「学

年別漢字配当表に示されている漢字を正しく読

読む・書く」の問題で正答率が低かった。

※「来る」「言う」の敬語表現

※同じ漢字を選ぶ問題

「製造」＝「新製品」

「積極的」＝「面積」

Ｂ「主として『活用』に関する問題

○「目的や意図に応じて，文章全体の構成の効

果を考える」という国語Ａと同様に『話す･聞く』
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の分野で全国平均を上回った。

△「話し手の意図を捉えながら聞き，自分の意

見と比べるなどして考えをまとめる」「目的や

意図に応じ，内容の中心を明確にして，詳しく

書く」「目的に応じて，文章の内容を的確に押

さえ，自分の考えを明確にしながら読む」の正

答率が全国平均を下回った。

Ａ 話すこと・聞くこと

エ 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

て考えをまとめること。

Ｂ 書くこと

ウ 事実と感想，意見

などとを区別するとと

もに，目的や意図に応

じて簡単に書いたり詳

しく書いたりすること。

【伝記「湯川秀樹」の一部】

Ｃ 読むこと

ウ 目的に応じて，文章の内容を的確に押さえて

要旨をとらえたり，事実と感想，意見などとの関

係を押さえ，自分の考えを明確にしながら読んだ

りすること。

Ｂ 書くこと

ウ 事実と感想，意見などとを区別するとともに，

目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書いた

りすること。

算数

Ａ「主として『知識』に関する問題」

○「１に当たる大きさを求める問題場面における

数量の関係を理解し，数直線上に表すことがで

きるか」など『数と計算』『算数的活動』の分

野の正答率が全国平均と比べても高かった。

△「180°や360°を基に分度器を用いて，180°

よりも大きい角の大きさを求めることができる

かどうかをみる」「示された表現方法を基に，空

間の中にあるものの位置を表現することができる

かどうかをみる」

など，『量と測定』『図形』の分野で課題が見

られた。

Ｂ 量と測定

(2) 角の大きさにつ

いて単位と測定の意

味を理解し，角の大

きさの測定ができる

ようにする。

Ｃ 図形

(3) ものの位置の表

し方について理解で

きるようにする。

Ｂ「主として『活用』に関する問題

○「示された考え方を解釈し，50秒，60秒の場合に

適用して，その結果を表に整理することで，条件

に合う時間を判断することができるかどうか。」

Ａ『数と計算』Ｂ『量と測定』Ｄ『数量関係』

『算数的活動』など様々な領域をまたいで答え

る分野の正答率が全国平均を上回った。

△「敷き詰め模様の中から図形を見いだし，その

構成要素や性質を基に，一つの点の周りに集ま

った角の大きさの和が 360 °になっていること
を言葉や式を用いて記述できるかどうかをみ

る。」「一つの事柄について表した棒グラフと帯

グラフから読み取ることができることを，適切

に判断することができるかどうかをみる。」な

ど『図形や表等から問題の意図を読み取ること』

に課題がある。

Ｂ 量と測定

(2)角の大きさについ
て単位と測定の意味

を理解し，角の大き

さの測定ができるよ

うにする。

Ｃ 図形

(1)図形についての観
察や構成などの活動を

通して，平面図形につ

いての理解を深める。
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Ｄ 数量関係

(3)資料を分類整理し，表やグラフを用いて分かりや
すく表したり読み取ったりすることができるように

する。

(4)目的に応じて資料を集めて分類整理し，円グラフ
や帯グラフを用いて表したり，特徴を調べたりする

ことができるようにする。

算数的活動

(1) オ 目的に応じて表やグラフを選び，活用す

る活動

理科

○安全に留意し，生物を愛護する態度をも

って，野鳥のひなを観察できる方法を構想

できるかどうかをみる。

○骨と骨のつなぎ目について，科学的な言

葉や概念を理解しているかどうかをみる。

等正答率が全国平均を上回る問題が多数あ

った。課題となる傾向を探ると，

△実験で明らかにしたいこと（課題）が明

確ではない。

△結果の整理や考察など，それぞれの場面

で目的にあった科学的試行に基づく記述

（振り返り）ができない。

△いくつかの考え方を統合して考えること

が苦手である。という傾向が見られる。

Ｂ 生命・地球

(3) 地面を流れる水や
川の様子を観察し，流

れる水の速さや量によ

る働きの違いを調べ，

流れる水の働きと土地

の変化の関係について

の考えをもつことがで

きるようにする。

ア 流れる水には，土

地を侵食したり，石や

土などを運搬したり堆

積させたりする働きが

あること。

Ａ 物質・エネルギー

(1) 物を水に溶かし，水の温度や量による溶け
方の違いを調べ，物の溶け方の規則性に

ついての考えをもつことができるようにする。

ウ物が水に溶けても，水と物とを合わせた重さ

は変わらないこと。

教科ごとの主な改善点 （この項目は常体表現で記述）

国語

※地域の人や保護者などと関わる学校行事などにおいて，

話をしたり，案内の手紙を書いたりすること場面を設け，

その際に，相手と自分との関係を意識しながら敬語を使

うことに慣れるように指導する。自分や身内に関わる行

動などについては尊敬語を用いることが適切ではないと

いうような，公の場における言葉の使い方に対する感覚

を養う指導を行う。

※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。

※話し合い活動においては計画性を持たせ話し合うため

に，司会者，提案者，参加者それぞれの役割を捉え，話

し合いの目的に応じた進行や互いの発言の意図を理解す

ることの大切さに気付かせる授業展開の工夫をする。話

合い活動の場を多く経験することに加えて，話合い活動

を振り返る学習も組み込んでいく。

算数

※角度の測定の学習では「角の大きさの見当を付ける」，「角

の大きさを測定する」，「角の測定の結果を振り返って確

かめる」の各活動を関連付けて，角の大きさを正しく測

定することができるように指導する。

※空間の位置の表し方の学習では ,横，縦，高さの三
つの要素がどのように表されているのかを図と関連付けて捉

えることさせるために，ある点を基にして，横，縦，高さ

の三つの要素を用いて数で表すことができるようにする

ため，平面に戻り振り返りを行い指導を行う。
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※図形の構成要素や性質を基に，筋道を立てて考え，事柄

が成り立つことを説明することができるようにするため，

筋道を立てて考え，事柄が成り立つことを説明すること

ができるような場面を多く設け指導を行う。

※情報の関連付けと解釈・表現及び判断グラフの特徴を複数の

観点で捉えて，情報を読み取ることができるような学習過程

の工夫を行う。グラフの特徴を複数の観点で捉えて，情報を

読み取ることができるようにするための学習においては，他

者が読み取った情報や観点をグラフと関連付けて解釈するこ

とができるように指導の工夫をする。読み取った情報を，総

数や変化といった観点で分類し，それぞれの情報について意

見を出し合う活動を取り入れる。

理科

※科学的な言葉や概念を理解することができるようにする

ためには，言葉の意味を的確に捉えることができるよう

に実際の自然の事物・現象に適用して説明する場面を設

定し指導していく。

※学んだことを自然の事物・現象に適用できるようにする

ために，既習の内容や生活経験と関係付けて話し合う場

を設定し，提示された自然の事物・現象を捉えることが

できるように工夫した授業を行い，考えを述べること場

を多く設定する。絵や図等を用いて表現することで質的

・実体的な視点で捉えることができるようにする。

質問紙調査の主な特徴
＜学校生活＞

○「先生は，あなたのよいところを認めてくれてい

ると思う」「いじめはどんな理由があってもいけ

ないと思う」等ほぼ９割の児童が肯定的な回答で

した。

○「自分にはよいところがある」「人の役に立つ人

間になりたいと思いますか」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。

＜家庭学習・読書＞

・家庭学習については，「家で，自分で計画を立て

て勉強をしますか」「学校の授業の予習･復習」等

の質問について全国平均を上回るよい回答となっ

ています。これは，自主学習への取り組みを学校

全体で行ってきた成果が現れてきていると思いま

す。また，読書時間は全国平均を大きく上回っ

ています。一方，家庭学習時間に関しては，少

々全国平均を下回っています。今後の課題とし

ていきたいと思います。

＜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。

・地域や社会への関心も高く，行事・ボランティア活

動への積極的な参加，ニュースの視聴など高い数値

が出ています。一方，新聞への関心が少なかったで

す。

＜学習＞

～「算数」「理科」に関する質問より～

・算数に関しては「大切」「社会に出たとき役に立つ」

と考えているが，「好き」「嫌い」ははっきりしてい

ます。

・理科に関しては，「好き」と回答した児童が全国平均

を大きく上回っています。「観察・実験」をもとに

「考え」を広げています。

今後に向けて

今年度，児童質問紙の内容が子供たちの負担軽減により，精選されたため『教科の状況と

質問紙を調査をクロスさせての考察があまりできません。しかし，結果からわかることは，

子供たちにとって，『楽しい授業』『わかる授業』『考える場面のある授業』が子供たちの学

力向上につながっているということはうかがえました。

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。

今年度も，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」を持ち家庭学習に取り組んでいます。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。


