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■４月 21 日に実施した全国学力・学習状況調査の
池田小学校の結果の概要をお知らせします。
調査内容は，次の２つに分かれています。

①教科に関する調査
国語Ａ・算数Ａ…「主として『知識』に関する問題」
・身に付けておかなければ後の学年の学習内容
に影響を及ぼす内容。
・実生活において不可欠であり，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
など。
国語Ｂ・算数Ｂ…「主として『活用』に関する問題」
・知識・技能を実生活の様々な場面に活用する
力を問う内容。
・様々な課題解決のための構想を立て，実践し，
評価・改善する力など。
理科 … 「主として『知識』に関する問題」と「主として
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２．本校の主な課題（以下常体表現で記述）
＜国 語 ・総評 △要注意>
国語Ａ「主として『知識』に関する問題」
・全国平均正答率とほぼ同等といえる。
△「学年別漢字配当表に示されている漢字を正し
く書く」，「文の中における主語を捉える」，「話
の内容に対する聞き方を工夫する」「新聞のコラ
ムを読んで表現の工夫を捉える」などの問題で
正答率がやや低かった。

『活用』に関する問題」を一体的に出題。

②学習意欲，学習方法，学習環境，生活の諸
側面等に関する質問紙調査
■

結果が８月末に届き県教委，市教委の研修を
参考に，本校の分析を行いました。結果がまと
まりましたので，その概要を保護者や地域の皆
様にお知らせするとともに，池田小学校のホー
ムページにも掲載いたします。
池田小学校では，この結果分析をもとに本校
児童の学力や学習の状況を把握し，本校の課題
や児童の生活実態を明らかにすることにより，
これからの児童への教育指導の充実や学習状況
の改善，生活指導などに役立ててまいります。
調査に参加した６年生には，一人ずつ個別懇
談のおりに個人票をもとに具体的に課題等につ
いて説明していく予定です。
なお，全国学力・学習状況調査の結果につき
ましては，山梨県教育委員会の分析でも強調さ
れましたが，全国平均正答率の±５％の範囲内
は，ほぼ同等であると考えています。

■しかし，今年度の結果については新聞等で
様々な報道が行われています。いたずらに
点数にこだわることなく，結果を次の学習
に生かしていきたいと考えています。
１．本校の状況
本校の結果は全国とほぼ同等でした。算数Ｂは
僅かに全国平均を下回っていますが，国語Ａ・Ｂ，
算数Ａ，理科はやや上回っています。全国平均に
照らしても基礎基本の定着が図られていると思わ
れます。
本校の児童は正答率の低い問題でも無回答率が
低く，難しい問題に対してもあきらめないで最後
までねばり強く考え回答しようとしていました。

問題１
筆者は，「子どもの読書の日」について，自分の読書体
験を交えながら書いています。その体験が書かれている
まとまりを「コラム」の中の１から５までの中から二つ
選んでその番号を書きましょう。
問題２
筆者は，自分の思いや考えを根拠付けるためにある言
葉を引用しています。それはどの言葉ですか。最も適切
な言葉のはじめの５文字を書きぬきましょう。ただし，
句点（。）や読点（､）かぎかっこは字数に含みません。
※回答用紙に５文字の枠があり，それに記入。

■上記の問題の第二問の正答率が国語 A の中で最
も低い。しかし本校は全国平均を上回った。
■漢字では「シャワーをあ（浴）びる」の正答率
が低かった。小学校で学習する漢字はその学年
内で確実に身に付けさせたい。

国語Ｂ「主として『活用』に関する問題」
・全国平均正答率をやや上回る。全ての設問の正
答率で全国平均をやや上回った。
△「目的や意図に応じ，取材した内容を整理しな
がら記事を書く」「文章と図とを関係づけて自分
の考えを書く」問題で正答率がやや低かった。

■正答は 1 番。3 年生の学習内容である。

算数Ｂ「主として『活用』に関する問題」
・この調査問題は今回実施の５つの調査問題で最
も正答率が低い。本校の正答率は全国の正答率
をわずかに下回った。
△「平行四辺形の性質の活用」「割合から基準量を
求める」
「正三角形の性質の実生活への応用」
「概
数を用いた見積り」「面積が等しいことの理由を
記述する」などの問題は，全国的な傾向として
正答率が低い。
問題
「また，参加された中田とよさんは，」という書き出し
があって７０字の原稿用紙に自分の考えを書いていくと
いう問題。

■この問題は全国の正答率を見ても，国語 B の中
で最も正答率が低い問題だった。本校の結果も
同様だが，本校の正答率はそれを上回った。
■内容をまとめて書くという授業内容の改善につ
なげていく必要がある。

＜算 数 ・総評 △要注意>
算数Ａ「主として『知識』に関する問題」
・全国平均正答率をわずかに上回った。
△「除数が整数である場合の分数の除法の計算」
「示された三角形が二等辺三角形になる根拠と
なる円の性質を選択することができる」「グラフ
の読み取り」は全国の正答率をやや下回った。
■大問２は計算問題が４問。

(1)28 ＋ 72
(2)6.79 － 0.8
小数や分数の計算は 4 年，5 年の学習内容である。
基礎・基本は該当学年で身に付けたい。

■ 480 ÷ 1.2 480 ÷ 120 × 100 等が式の正答例。
正答は 400ml。このほかにも次に示す問題も正答
率が極めて低い。この２問は全国の正答率も同
じ傾向がある。問題の意味を理解する。説明を
する。根拠をもとに理由を書くなどの学習活動
を日常的に行っていくことが求められている。

＜理 科 ・総評 △要注意>
・全国平均正答率をわずかに上回った。
△「メダカの雌雄を見分ける方法を理解して
いる」「メスシリンダーの名称を理解して
いる」問題で正答率が全国平均正答率より
も低かった。

■観察や実験が含まれる各学年の学習内容を確実
に定着させるなどの課題がある。

３．教科における主な改善点
＜国語＞
＊漢字習得のために，日常的に文や文章の中で適
切に使うことが重要である。書いた文章を読み
返し，正しく使用しているかどうか振り返るよ
うに指導する。
＊相手の話の目的や意図を捉えながら内容を聞き
取るとともに，自分の考えと比べ，共通点や相
違点，関連して考えたことなどを整理し自分の
考えをまとめられるように指導する。
＊目的や意図に応じ，取材した複数の内容を整理
して記事を書く活動を行うとともに，自分の強
く伝えたいことを補うよう記事の目的に応じて
適切に引用し，ある程度まとまった文章を書く
活動を行う。
＊文章と図やグラフなどとを関連付けて読み，図
やグラフの内容が文章のどこに取り上げられて
いるか，図やグラフがあることで文章がどのよ
うに分かりやすくなっているのか効果を捉えな
がら読む指導を行う。

＜算数＞

■この問題を読み解いて進むことは大人でも抵抗
を感じることもある。当然あきらめて無解答の
子もいる。しかし本校のこの問題の無解答率は
低かった。再掲となるが，最後まであきらめず
に粘り強く問題に取り組んだ本校の子どもたち
に拍手を送りたい。

＊基礎的・基本的な計算の技能の定着を図るため
繰り返し練習する機会を確保し，目的に応じて
概数や概算を活用し，結果の解釈と判断の根拠
を数学的に表現する指導を行う。
＊単位量あたりの大きさを活用して，合理的に判
断し，能率的に処理する活動を充実させ，繰り
返し行うように取り組むとともに，何を基とし
て計算するかなど，条件を満たすように考える
活動を取り入れる。
＊様々な学習の中で，理由を話し合うなどの学習
活動を通して，児童に自分で気付かせるような
活動を取り入れて授業を作っていく。
＊図形の性質を基に，根拠となる事柄を過不足な
く説明することができるように指導する。

＜理科＞
＊実験・観察を充実させるとともにその結果に対
して，変化とその要因とを関連付けて考える活
動を充実させる。その際，器具の操作の意味を
捉え，適切な使い方を理解させる。
＊植物の観察や月や星・太陽の観察など自然の事
物を見て獲得した知識を，実際の自然や日常生
活に当てはめて考える活動の充実を図る。

＜その他＞
＊聞く・話す，書くことを中心に各教科において
言語活動を充実した授業を行い，表現する力を
付けさせる。
＊ICT機器の有効利用を通して，児童自身がまとめ
た事項を発表させたり，話し合ったりさせるこ
とにより，思考力，表現力を育成する。

４．質問紙調査の主な特徴
＜学校生活＞
・「学校に行くのが楽しい」「学級みんなで協力し
て何かをやり遂げ嬉しかったことがある」など
学校生活については肯定的に受け止めている児
童が多い。
・「将来の夢や目標をもっている」「最後までやり
遂げてうれしかったことがある」「難しいことで
も，失敗をおそれないで挑戦している」「自分に
はよいところがある」などの項目も全国平均を
上回っており，自己肯定感をもち，目標をもっ
て頑張っている児童の様子がうかがえる。

＜家庭学習＞
・学校の宿題をする児童はほとんどであるが，授
業の予習や復習などの習慣化についてはまだ十
分とはいえない状況があった。
・学校の授業以外に，普段(月～金曜日)の１日あ
たりの勉強時間は，１時間以上と答えた児童は
全国平均より，やや低い結果となった。しかし
全くしないと答えた児童は，平日・土日ともに
全国平均よりも少なく，家庭での学習は行われ
ていることは確認できた。

＜家庭生活＞
・朝食を食べている児童は全国平均とほぼ同等。
・毎日同じ時刻に寝る，起きる割合も全国とほぼ
同じ。基本的生活習慣の定着が大切である。
・普段(月～金曜日)の１日あたりのテレビ・ビデ
オ・DVD などの視聴時間では，全国平均とほぼ
同等であるが，３時間以上の長時間視聴する児
童は全国平均よりも低かった。
・普段(月～金曜日)の１日あたりのテレビゲーム
(携帯等も含む)使用時間は，全国平均とほぼ同
等であるが，３時間以上の長時間視聴する児童
は全国平均よりも低かった。
・携帯電話やスマホの所有率はほぼ全国と同じで
あるが，普段(月～金曜日)の１日あたりの利用
時間は，２時間以上使用は全国より低く，30 分
未満の利用は全国より高い。テレビ視聴と併せ
て決められた時間で使用する家庭での約束づく
りがしっかりできていると思われる。

＜読書＞
・普段(月～金曜日)の１日あたりの読書時間(教科
書や参考書，漫画や雑誌除く)は読書時間の長短
にかかわらず全体的に高い。子どもたちがよく
読書をしていることがうかがえる。

○新聞を毎日読んでいる児童は全国平均よりもや
や低かった。またほとんど読まないという児童
の割合も全国平均より低かった。各家庭で新聞
から情報を得たり活字に触れたりするなど新聞
を活用することも今後の課題である。

５．質問紙調査からの改善点
＊図書館利用や読書指導はこれまでも力を入れて
きた。新聞に興味関心をもち，自分から進んで
読もうとする姿勢をもつために，家庭にも協力
を呼びかけ今後も工夫していきたい。
＊基本的生活習慣は，守られている。テレビなど
の視聴よりも読書の時間が多いことが推測され
る。さらに定着と推進を図りたい。
＊昨年度から行ってきた家庭学習の取組を続ける
とともに，宿題だけでなく，復習・予習を家庭
学習で行うなど質の向上も試みたい。

６．今後の取組
＜学校＞
・この調査結果は６学年単独の結果であるが，出
題範囲は５年生までの学習内容である。全校体
制で出題傾向から読み取れる学習内容（理解す
る力，資料を読み取る力，説明する力など）を
教職員が共通理解して日常の授業に生かす。
・特に正答率の低かった問題を教職員全体で解く
時間をとり，日々の授業でどのような点に気を
付けて行うか協議した。
・全校体制として授業の目標や目当てを黒板に書
き，子どもとのやりとりや話し合い活動など子
どもたちが参加する授業を行い，授業の終末に
はまとめを板書するなど，「見通し」と「ふりか
えり」を意識した授業を行う。
・宿題，家庭学習ノートなど，日々の授業のふり
かえりができるものを家庭と連携して取り組む。

＜ご家庭にお願いしたいこと＞以下敬体表現
池の子「家庭学習の４つのポイント」
①家庭での学習時間の目安
・低学年・・・２０分 中学年・・・４０分
・高学年・・・６０分 が西中学区の目安
②最初に宿題，次に自主学習
③復習はその日のうちに
・教科書，ノートで振り返ろう
④時間があれば予習にも挑戦
■小学校の学習は低学年からの積み上げで成り立
っています。やはり低学年は漢字練習，計算練習
などの基礎基本の充実が大切です。３年生以上か
ら基礎基本を生かしてそれらを活用する学習内容
が増えてきます。学校でも日々の授業改善を試み
ますが，それを支える家庭での学習も大切です。
■舞鶴小，西中，池田小は西中学校区の学校とし
て連携しています。上記の 20 分，40 分，60 分の
家庭学習時間は両小学校で共通して取り組んでい
ます。西中では，中 1：90 分，中２：120 分，中３
：150 分が目安となります。中学校区共通の取組で
地域の学力向上を目指しています。24 時間は皆に
平等です。毎日決まった時間に家庭で学習する習
慣を身に付けて中学校に進学しましょう。

