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■平成 28 年４月 19 日に実施した全国学力・学習 １．本校の状況
状況調査の池田小学校の結果の概要をお知らせし ■本校の教科に関する調査の平均正答率は，すべ
ます。 ての教科において，全国と比べてほぼ同等でし

調査内容は，大きく分けて「A 問題」と「B 問 た。詳細については，「国語 A」と「算数 A」
題」の２つに分かれて出題されています。 はどちらも若干全国平均を下回りました。「国語

B」と「算数 B」はどちらも全国平均を上回る結
①教科に関する調査 果が出ました。
国語Ａ・算数Ａ…「主として『知識』に関する問題」 ■本校の６年生について言えば，主として知識を

・身に付けておかなければ後の学年の学習内容 問われる A 問題で若干全国平均を下回っている
に影響を及ぼす内容。 が，活用問題の B 問題では上回っている結果と

・実生活において不可欠であり，常に活用でき なりました。これは，全校的に取り組んでいる
るようになっていることが望ましい知識技能 本校の校内研究のテーマである「学び合い，高
など。 め合う子どもを育てる」ことの具現化を図るた

国語Ｂ・算数Ｂ…「主として『活用』に関する問題」 めに，ICT 機器を活用して考える力や（思考力）
・知識・技能を実生活の様々な場面に活用する 表現する力（表現力）を高める授業を先生方が
力を問う内容。 日頃から行っていることの成果と考えられます。

・様々な課題解決のための構想を立て，実践し， また，本校の６年生は全国的に正答率の低い問
評価・改善する力など。 題でも無解答率が低く，難しい問題に対して粘

り強く最後まで考え回答しようとする姿勢も伺
昨年は理科に関する調査がありましたが，今年 えました。

度は「国語」と「算数」の 2 教科です。大まかに ■しかし，基礎，基本の A 問題が全国平均を下回
説明すれば「A 問題」は比較的基礎的基本的な内 っていることについては，（この傾向は甲府市全
容。「B 問題」は文章問題などが出題され，応用力 体も同じ結果が出ています。）改めて漢字練習や
などを試される問題になっています。 計算など基礎的内容の反復練習は欠かせないこ

とを示しています。以下，本校の状況について
②学習意欲，学習方法，学習環境，生活の諸 お知らせします。
側面等に関する質問紙調査

２．本校の主な課題（以下常体表現で記述）
上記の①の「国語 A・算数 A」と｛国語 B・算 ＜◎総評 △要注意事項 ■解説>

数 B」の他に子どもたちの生活や意欲に関する質
問紙調査も行われました。日常の生活習慣やゲー 国語Ａ「主として『知識』に関する問題」
ムの時間と調査結果を見ることで学力と生活習慣 ◎全国平均正答率と比べやや低いがほぼ同等。
の関係について今後の参考にすることができます。 △「学年別漢字配当表に示されている漢字を正し

く読む」，「学年別漢字配当表に示されている漢
■結果が８月末に届き県教委，市教委の研修を参 字を正し書く」「目的や意図に応じて，収集した

考に，本校の分析を行いました。結果がまとま 情報を関係づけながら話し合う」「書き手の表現
りましたので，その概要を保護者や地域の皆様 の仕方をよりよくするために助言する」「目的や
にお知らせするとともに，池田小学校のホーム 意図に応じて書く事柄を整理する」の問題で正
ページにも掲載いたします。 答率が低かった。

■池田小学校では，この結果分析をもとに本校児 漢字を読む

童の学力や学習の状況を把握し，本校の課題や ・今日は全国的に快晴だ。

児童の生活実態を明らかにすることにより，こ 漢字を書く

れからの児童への教育指導の充実や学習状況の ・アサガオのたねをまく

改善，生活指導などに役立ててまいります。 次に小問 2 を示します。回答の選択肢は以下４つ
■調査に参加した６年生には，一人ずつ個別懇談 １．各学年からの希望を比べて違う点を見つけな

のおりに個人票をもとに具体的に課題等につい がら話し合っている。
て説明していく予定です。 ２．各学年からの希望を関係づけながら，希望に

合う歌を選ぼうと話し合っている。



３．各学年からの希望をもとに，目的に合わない
ものを見つけようと話し合っている。

４．各学年からの希望それぞれについて，関係す
る歌を多くだそうと話し合っている。

※正答は２です。

・１８÷ 0.9 を計算する問題 答は２０

・このアの面
に垂直な面を
すべて選びな
さいという問
題。周りの４
つの面全てを
書いて正解

■割り算に関する問題や図形に関する問題も基礎
的基本的な内容がベースとなっている。

算数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り,ほぼ同等といえ

る結果となった。
△「ハードルの数とインターバルの数の関係を式

に表し，４台目のハードルの位置を求めること
ができる」「示された式に数値を当てはめて，目
標のタイムを求めることができる」などの問題
で正答率が全国平均より低い。

■読み，書きなどは日々の学習の積み重ねがポイ
ント。また，A 問題でも設問の意味を読み解く
力が求められている。

国語Ｂ「主として『活用』に関する問題」
◎全国平均正答率とほぼ同様といえる。ほとんど

の設問で全国平均をやや上回った。
△「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」問題の正答
率が低かった。

問題３－三

「パン職人の仕事について」本文があり，特に心に残

った部分を「喜び」という観点で４０字から６０字で抜

き出すという問題

■この問題は全国の正答率を見ても正答率が低い
問題だった。出された幾つかの条件を満たすと
ころを読み取るという授業の必要性を示した結
果と言える

＜算 数 ◎総評 △要注意事項 ■解説>
算数Ａ「主として『知識』に関する問題」
◎全国平均正答率をやや下回ったがほぼ同等とい

える。
△「除数が１より小さい時，商が被除数より小さ

くなることを理解している」「除数と被除数に同
じ数をかけても商はかわらないこと」「小数の除
法ができる」「直方体における面と面の位置関係
を理解している」が全国の正答率よりも低い。

正答は１



３．教科における主な改善点
＜国語に関して＞
＊漢字を習得するためには，日常的に文や文章の

中で適切に使うことができるようにすることが
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。

＊聞くことを受動的な行為とのみ捉えるのではな
く，自ら学び課題を解決していくための主体的
な行為として捉えるよう指導する。必要に応じ
て聞き返したり，相手の話の内容を確認したり，
補足説明を加えたりするといった主体的な聞き
方を指導する。

＊社会科や算数科などで学習した図表やグラフの
読み方を生かし，読み取ったことを的確に表現
することができるように指導する。

＊読むことに関しては全国平均を下回ることはな
■（１）の問題では４台目までのハードルの数と かったが，引き続き目的に応じて文章の内容を

その間のインターバルの数値の関係を間違えた 的確に押さえ、自分の考えを明確にしながら読
と推察される。正解は 12 ＋ 5 × 3 ＝ 27m。また， む指導を重視していく。

（２）の問題では 8.1 と 4 を当てはめることがで
きなかったと思われる。正解は 8.1 ＋ 0.4 × 4 ＝ ＜算数に関して＞
9.7 秒。また次の問題は全国でも本校でも最も正 ＊計算の結果を見積もり，計算の仕方を考え，結
答率が低かった問題なので紹介する。 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
充実を図る。

＊問題を解いた後，児童自ら，数値や形などの条
件を変えて，発展的に考察する活動を設ける。(自
主学習ノートの活用)

＊様々な学習のなかで，理由を話し合うなどの学
習活動を通して，児童に自分で気づかせるよう
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。

＜全体を通して＞
＊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
つけさせる。

＊本校が取り組んでいる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。

＊全体的に基礎基本に関わるＡ問題で結果が低く，
活用のＢ問題で高い結果が出た。本校の傾向は
全県の状況ともよく似ていて，昨年度の全国学
力・学習状況調査の結果を踏まえ，県や市の教
育委員会の指導方針をベースに取り組んできた
成果であると言える。

＊昨年に続き全国学力・学習
状況調査で全国平均を上回
った設問が多くなったのは

■模範解答は，以下のとおり。示された割り算の ６学年の児童，担任，関係
式を並べてできた形と関連付け，角の大きさを 職員の努力の成果と考えら
基に式の意味の説明を記述できる。という力が れる。Ａ問題よりもＢ問題
求められる問題である。まさに思考力と表現力 で結果が高かったことは，
を日常の授業で高めていくことが求められる。 昨年度の結果を踏まえて取

り組んできた授業改善，
自主学習ノートも要因の一
つと考えられる。今後も工
夫を続けていきたい。
※２枚の写真はタブレット端末を授業に生かした実践例



４．質問紙調査の主な特徴 マホ利用時間は，所有率は全国をやや上回り，
＜学校生活＞ 利用時間も総じて全国よりやや長い。
・「学校に行くのが楽しい」は9割弱，「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 ＜読書＞
る」も同様など，学校生活については肯定的な ・普段(月～金曜日)の１日あたりの読書時間(教科
児童が多い。 書や参考書，漫画や雑誌除く)は10分以上してい

・「将来の夢や目標を持っている」「最後までやり る児童は全国の平均より低い。全くしないと答
遂げてうれしかったことがある」「難しいことで えた児童は逆に全国よりもかなり高い。図書館
も，失敗をおそれないで挑戦している」「自分に や図書室に行く頻度も同様に，ほとんどまたは
はよいところがある」などは全国平均を上回っ 全く行かないと答えた児童も全国平均よりも高
ており，自己肯定感をもち，目標を持っている く読書に関する関心を高める必要がある。
児童の様子がうかがえる。 ・新聞を毎日読んでいる児童は全国平均より低い。

週に１～３回及び月に１～３回新聞を読む項目
＜家庭学習＞ もでも全国平均より低い。また，ほとんど又は
・学校の宿題をする児童は9割強であるが，授業の 全く読まない児童は全国平均より高く，図書館

予習では5割，復習では7割弱の児童がしている の利用も含め，活字離れの傾向を示している。
と答えている。 学校のみならず家庭の協力も不可欠である。

・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時間以上が6割弱で全国平 ５．質問紙調査からの改善点
均の時間より，やや高い結果となった。逆に全 ・図書館利用や読書指導はこれまでも力を入れて
くしないと答えた児童は，平日は全国平均より きたが，昨年度と比べても大きく変化した。今
もやや多く，休日はほぼ同じ結果であった。 後さらに工夫を続けていきたい。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
もつためには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。報道にもあ
った1時間以上家庭学習をしている児童は全国よ
りも多いが，テレビ・スマホなどの時間が多く
なり読書の時間が短くなったことが推測される。
さらに定着と推進を図りたい。

◎池田小で取り組んできた自主学習ノートなどの
家庭学習を続け，宿題だけでなく，復習や予習
などの家庭学習に工夫して取り組んで自分で学
習をする習慣を大切にしたい。

６．今後の取組
＜学校＞
・全校体制として授業の目標や目当てを黒板に書

・６年生は，昨年の１１月頃より上記に示すよう き，子どもとのやりとりや話し合い活動など子
な「自主学習ノート」の取組を行ってきた。割 どもたちが参加する授業を行い，授業の終末に
り算の意味を自分なりに考えたり，絵や文章で はまとめを板書するなど，「見通し」と「ふりか
科学的な考え方を説明したりする児童もいる。 えり」を意識した授業を行う。
このような取組の積み重ねが大切である。 ・校内研究で取り組んでいる ICT 機器を切り口に

して思考力・表現力を高める授業を実践する。
＜家庭生活＞ ・宿題，家庭学習ノートなど，日々の授業の振り
・朝食を食べている児童は9割強で全国平均とほぼ 返りができるものを家庭と連携して取り組む。

同じである。 ◎次期学習指導要領を視野に入れ，決まった答を
・毎日同じ時刻に寝る，毎日同じ時刻に起きるも 導き出す力に加えて，自ら創造する力や自分で

全国とほぼ同じか，やや高い結果で規則正しい 課題を見つけて学習に取り組む力を育てていく
生活をしていることが見て取れる。 ことが求められている。

・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，３時間以上の長時 ＜ご家庭にお願いしたいこと＞
間視聴する児童は全国平均よりも低いが，１～
３時間視聴する児童は全国よりも多い結果が出 池の子「家庭学習の４つのポイント」
ている。 ①家庭での学習時間の目安

・普段(月～金曜日)の１日あたりのテレビゲーム ・低学年・・・２０分 中学年・・・４０分
(携帯等も含む)使用時間では，３時間以上の長 ・高学年・・・６０分 が西中学区の目安
時間視聴する児童は全国平均とほぼ同等であっ ②最初に宿題，次に自主学習ノートなど
たが，１～３時間の使用時間では全国平均を上 ③復習はその日のうちに
回り，全体的にはゲーム等の使用は多い結果が ・教科書，ノートで振り返ろう
出た。学習時間との関係が課題である。 ④時間があれば予習にも挑戦

・普段(月～金曜日)の１日あたりの携帯電話やス


