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本年4月、6年生を対象に実施された全国学力
学習状況調査の結果が8月下旬に公表されました。調査は、児童の学力
学習状況を把握し、授業や生活習慣の改善に役立てることを目的として
います。
川崎小学校では、全教員による自校採点と結果の分析を行いました。

授業の改善と補充学習の充実などに活用してまいります。また、結果を
地域・保護者のみなさんと共有して、生活習慣や家庭学習の改善を図っ
ていきたいと考えます。ご指導ご協力をよろしくお願います。

１．学力調査の結果

平均正答率は４教科とも昨年より向上しました。国語Ａ，算数Ａはおおよそ県の平均と同じ、
国語Ｂは県・国の平均をやや下回り、算数Ｂは県・国の平均をやや上回る状況でした。
無回答の割合は、すべての教科で大変少なく全国と比べても良好な状況であり、問題に対し

て諦めず粘り強く取り組んでいると判断できます。
領域別においては、国語Aで「書くこと」について、国語Bで「話す聞くこと」「読むこと」

に課題がみられます。その他は、県や国とほぼ同じかやや上回っています。
算数ではABともに「数と計算」が県や全国を上回る正答率となりましたが、昨年に続き「量

と測定」「図形」に課題がみられます。
＊Ａは主として「知識」、Ｂは「活用」に関する問題

【平均正答率（％）】

２９年度 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

川崎小 74.0 55.7 77.1 47.1

亀山市 72.9 53.8 75.0 42.4

三重県 73.6 57.0 77.4 44.6

全　国 74.8 57.5 78.6 45.9

２８年度 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

川崎小 63.5 50.7 70.9 41.3

亀山市 68.0 52.2 75.5 43.5

三重県 71.7 58.1 78.3 47.1

全国 72.9 57.8 77.6 47.2

【無回答の割合（％）】

２９年度 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

川崎小 1.01 2.12 1.21 4.55

全　国 2.27 4.31 1.59 6.42

話す聞く 書くこと 読むこと 伝統言語文化

川崎小 66.7 54.5 70.7 78.7

三重県 66.0 59.4 70.5 77.0

全国 69.2 60.6 70.2 78.0

川崎小 57.6 56.1 48.0

三重県 64.4 53.1 48.7

全国 64.9 53.4 49.2

領域

国語A

国語B

数と計算 量と測定 図形 数量関係

川崎小 81.8 62.9 74.2 77.0

三重県 79.6 67.1 79.9 78.1

全国 80.6 68.8 81.1 79.6

川崎小 58.5 40.9 7.6 39.4

三重県 52.1 44.4 10.9 38.5

全国 52.8 47.0 13.2 40.0

算数B

領域

算数A

全教科
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２．各教科の強みと弱み

【国語】
〇俳句、ことわざ、漢字の読み書きに関する問題の
多くが全国平均を上回っている。

〇昨年度課題であった国語Bの記述問題について本
年度は３問中２問で全国平均を上回った。

●「手紙の後付け」が理解されていない。
＊国語A２二 36.4％（41.5％）

●文章の中や話し合いの記録から必要な情報を取り
出し、目的や意図に応じた適切な言葉で自分の考
えを話すこと（表すこと）に課題がある。
＊国語B１三 43.9％（48.4％）
＊国語B３ 19.7％（28.0％）

※「問題データベース」や「かめやまっ子チャレン
ジﾞ」を活用した学習内容の定着を図る取組の成
果が表れており、今後も継続充実を進めていく。

※「ふり返り」活動とともに、日頃から各教科に
「書く活動」を取り入れた成果が、記述式問題へ
の抵抗を少なくしている。

※文章や資料のなかから、目的に応じて根拠を明ら
かにしたり、共通・相違点などをみつけたりする
学習を意図的に取り入れる。また、文字数を指定
したり、キーワードを用いたりして要旨にまとめ
る練習を各学年で段階的に進める。

【算数】
〇算数ＡＢともに「数と計算」領域全体で県や
国の平均正答率を上回った。

〇最小公倍数など数学的な概念を示す言葉の意味
とその処理に関する理解は高い。
＊算数Ａ３ 95.5％（86.2％）

●「図形」領域で、図形の構成要素や位置関係を

問う問題に課題がある。
＊算数Ａ７ 78.8％（86.7％）

●問題に示された方法や考えを解釈し、それを活

用して問題を処理するための言葉や式を記述す
ることに課題がある。
＊算数Ｂ３（２） 19.7％（26.1％）

※昨年度の課題であった「小数の計算（特に商の表す意味、除法）」については、全学年
で問題意識を共有して系統的に理解が進むように取り組んできた。今後も継続し基礎の
充実を進める。

※「図形」では、具体物を使った操作活動の機会を増やし、構成要素の理解や念頭での空
間認識を深める学習を全学年で仕組んでいく。

※平均や割合などは、身の回りで日々活用されている数学的な表現であり、その学習につ
いては一様の解決や処理にとどまらず、違う求め方・より速い求め方・より正確な求め
方を探求したり、良さを比べたりする学習活動に取り組む。

◇こんな問題です！

◇こんな問題です！

↑ 問題番号 ＊本校の正答率（全国の正答率） 以下同じ



３．児童生徒質問紙より

質問項目 川崎小 全国 比較

家で，学校の宿題をしていますか 98.5 96.9 +1.6

学校の授業時間以外に，普段（月から金），１日当たりどれくら
いの時間，勉強をしますか　（＊１時間以上の回答） 56.1 64.4 -8.3

学校の授業時間以外に，普段（月から金），１日当たりどれくら
いの時間，読書をしますか　（＊30以上の回答） 21.1 36.5 -15.4

家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか 59.1 64.5 -5.4

家で，学校の授業の予習をしていますか 33.4 41.0 -7.6

家で，学校の授業の復習をしていますか 33.4 53.8 -20.4

※数値は各質問に「している」「どちらかといえばしている」と回答した割合（％）

【家庭生活（食事や就寝、会話やメディアルール）に関すること】
○多くの児童は、「早寝、早起き、朝ごはん」について望ましい習慣が定着している。

●一日あたりのテレビやＤＶＤを見る時間が多く、ルールを家の人と決めていると回答

する割合が少ない。家の人と将来のことについて話をするという割合が少ない。

【豊かな人間性（自己肯定感、規範意識、社会への関心等）に関すること】
○自己肯定感や規範意識に関して高い意識を持っていることが伺われる。

●地域の協力により行事への参加は大変高いが、ボランティア経験の割合が少ない。

【学習習慣（家庭学習や自主学習）に関すること】
○宿題に取り組む習慣は高い。

●家庭での学習時間や読書時間が少ない。

●自分から計画して勉強すると回答した割合が少ない。

●宿題以外に予習復習を行うと回答した割合が少ない。

児童生徒質問紙は、児童生徒の生活や学習の様子をアンケート形式で問う調査のことです。
生活の諸側面や豊かな心の育成に関わること、学習習慣や授業等の教育活動などへの問いが

全部で92問あります。以下に本校の結果と読み取れる特徴をまとめます。

質問項目 川崎小 全国 比較

朝食を毎日食べていますか 94.0 95.4 -1.4

毎日，同じくらいの時刻に寝ていますか 75.7 79.8 -4.1

普段（月～金），１日当たりどれくらいの時間，テレビやビデオ・
ＤＶＤを見たり，聞いたりしますか　（＊3時間以上と回答） 46.9 32.7 +14.2

テレビを見る時間やゲームをする時間などのルールを家の人と
決めていますか 44.0 58.3 -14.3

家の人と将来のことについて話すことがありますか
（よく話す＋時々話す） 33.3 50.4 -17.1

※数値は各質問に「している」「どちらかといえばしている」と回答した割合（％）

質問項目 川崎小 全国 比較

自分には，よいところがあると思いますか 83.4 77.9 +5.5

学校のきまりを守っていますか 97.0 92.6 +4.4

いじめは，どんな理由があってもいけないことだと思いますか 97.0 96.1 +0.9

人が困っているときは，進んで助けていますか 89.4 85.3 +4.1

今住んでいる地域の行事に参加していますか 78.8 62.6 +16.2

地域社会などでボランティア活動に参加したことがありますか
（参加したことがある） 13.6 35.4 -21.8

地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがありま
すか 36.3 42.3 -6.0

※数値は各質問に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」と回答した割合（％）



４．さらなる向上と改善にむけて ～地域、保護者のみなさんとともに！～

【学校では】学力の向上と「深い学び」を実現するために以下の取組を進めます！

１． 基礎基本の充実
プリント学習や補充学習による成果が、国語の漢字やことわざ、算数の数の

理解や計算に表れました。継続とともに、単元を超えた「繰り返し指導」や効
果的な習熟度別授業を研究し充実を図ります。

２．「主体的で対話的」な授業への改善を進めます。
亀山市が取り組む「書く力」の育成を進め、考える力と伝える力を高めます。

川崎小学校では、授業の中に３つの活動（・見通しを持つ活動・言語活動・ふ
り返り活動）を設定し、知的好奇心を喚起し、学習のおもしろさ感じる授業を
実践します。

３．家庭学習の充実
適切な宿題を設定するとともに、自主学習ノートの指導を通じて予習復習や、

自ら学んだ内容をさらに深める学習に取り組む習慣を育てます。

【ご家庭で】生活習慣の確立と学びの土台を高めるために、以下の取組をお願いします！

１．規則正しい生活リズムを身に付けさせましょう。
十分な睡眠時間、朝食の摂取、栄養バランスの取れた食事

２．家庭で学習する習慣を定着させましょう。
学習時間を設定（宿題、予習復習）させる。

「本日の学習メニュー」を考えさせ、中身を聞いてあげる。
テレビ・DVD視聴を減らすルールや約束を設定する。

３．社会と関わる力を身につけさせましょう。
親の言動を手本として、あいさつや社会のルール・マナーを身につけさせる。
新聞記事を読ませる、聞かせる。ニュースや将来のことを話題に家族で話す。

【授業等の教育活動に関すること】
○児童は、授業に落ち着いて取り組む環境があると感じていることが伺える。
○学校全体で進めている「めあて・ふり返り」活動や言語活動の充実について肯定的な
回答が多い。

○地域のことを調べたり、地域で学んだりする場があると回答した割合が高い。

●一定量の文章を書くことや根拠を明らかにして書くこと、学習内容と生活との関連を

考えることなどへの肯定的回答の割合が少ない。


