
7月31日、全国学力学習状況調査（本年４月18日、6年生対
象に実施）の結果が、文科省より全国に公表されました。以下に、
調査結果と結果から読み取れる本校の状況を記載いたします。
結果を地域・保護者のみなさんと共有し、学力向上のための授
業改善とともに、生活・学習習慣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。
＊６年生には、本日、個人の結果票を返却いたしました。

１．学力調査の結果

◉国「読む・書く力」
◉算「量と測定」
◉記述形式問題
◉家庭での学習時間
◉活用力を育む授業
・・・に改善課題あり！

★R１年 全国学調結果の報告

【平均正答率（％）】

Ｒ１年 川崎小 全国 三重県 亀山市

国語
(14問)

63.2％ 63.8％ 64.2％ 65.0％

8.8問 8.9問 9.0問 9.1問

無回答 3.6％ 6.2％ 5.5％

算数
(14問)

64.2% 66.6% 66.7% 66.0%

9.0問 9.3問 9.3問 9.2問

無回答 1.6％ 2.7％ 2.5％

【領域正答率%】

領域 話す聞く 書くこと 読むこと 伝統言語

国語
(%)

川崎小 71.2 52.3 78.4 55.7 

全国 72.3 54.5 81.7 53.5 

三重県 73.0 54.8 82.8 53.4 

領域 数と計算 量と測定 図形 数量関係

算数
(%)

川崎小 64.1 43.7 73.6 67.0 

全国 63.2 52.9 76.7 68.3 

三重県 64.3 51.3 76.2 69.1 

今年度から、A・B問題の区別をなくし、 基礎
的な知識・技能の定着を確認する問題と知識・
技能を活用して解答する問題を一体的に問う
問題が出題されました。来年度から完全実施と
なる新学習指導要領に沿った学力学習状況の
把握分析をより進め、授業改善を効率的に行う
ための変更と考えられます。
平均正答率から見た川﨑小学校の結果は、国
語で全国平均と同程度、算数でわずかに全国
平均を下回りました。両教科とも全国との差は
なく、無回答率は全国の状況よりも良い状況に
ありました。
領域別の正答率では、国語・算数すべての領
域で、毎年改善傾向にあり、全国と大きな差は
ありませんが、算数の「量と測定」に課題が残り
ます。また、国語も算数も記述式の問題の多く
が全国平均を下回っていることより、学んだ知
識技能を活用し、思考・判断・表現する能力を
高めることが課題と判断しています。

令和元年 ９月3日 亀山市立川崎小学校
ＮＯ．９ 【全国学量学習状況調査報告 号】
文責：校長 伊達 弘



２．各教科の状況より

◇こんな問題です！

【国語の出題】 目的に合わせ、文章の内容を正しくと
らえ、自分の考えを持ちながら読むことができるか、また、
図表やグラフを使い、自分の考えを文章で書くことができ
るかを調べる
問題が多く出題されました。話し手の思いを聞いたり、自
分の考えをまとめたりする力が求められています。

【算数の出題】 日常生活の問題をもとに考
えたり、他の資料と関連付けたりできるかをみ
る問題が多く出題されました。
２つの数量を見つけ数学的に考える力や図形
について筋道を立てて考え表現する力、計算方
法に気づき応用問題にあてはめて考える力が求
められています。

【川崎小の結果】全１４問中５問が全国平均以上の正答
率で、７問が同程度（5ポイント以内の差）です。概ね調査問
題に対応できる学力が身についていると判断できます。
文中で漢字を正しく使う設問、意味の合う“ことわざ”を選
ぶ設問 (１四(１)、3四)は、全国を上回っています。記述式の
設問３問のうち２問が全国平均を下回りました。（１四(2)川
小39% 8ポイント差、２一(2)川小63.5% 12ポイント差）
読んだことを根拠に・自分の考えを・『書くこと』について改
善が必要です。 ＊右に問題掲載

【川崎小の結果】全１４問中４問が全国平均
以上の正答率で、６問が同程度でした。
領域「数と計算」および評価観点「数量や図形
についての技能」については、調査問題に対応で
きる学力が身についていると判断できます。
これまで課題であった「６＋０．５×２」のような小
数が混在している四則計算の正答率は71.6%で
全国平均を１１ポイント上回りました。

国語と同様に記述式４問全てが全国を下
回りました。特に、減法の場合を基に、除法
に関して成 り立つ性質を記述する設問
(3(2)：川小23.0%、全国８ポイント差)で
は、形式的処理の方法や理 屈は分かって
いても、それを他の場面にあてはめて表現
できない解答が多くありました。
「答え」を 出す方法を獲得する算数から、
知識技能を活用する算数への改善が必要
です。

◇この資料から答えます！



３．児童質問紙より 児童質問紙は、子どもたちの 学習意欲、学習方法、学習環境、生活
の諸側面等に関する調査をアンケート形式で問うものです。全部で５８問（＊昨年６２問）あります。以
下に結果と読み取れる特徴をまとめます。
※各項目の割合（％）は「そうである」「どちらかといえばそうであると回答した割合です。
※★印は、学校質問紙の設問とその回答、全国の割合は「そうである」と回答した学校の割合です。

【授業、学習習慣、指導改善等の教育活動に関すること】
〇授業内容を理解していると回答する児童の割合は、全国と同程度です。ただし、別の質問「日常生活
に学習内容を使って考える」は全国を下回っています。（＊国語：川小65.4%、全国76.9%）

〇ICTや図書館の活用、「自分の考えを深める」話し合い活動が授業に位置づいていると判断できます。
●自分で計画を立て学習に取り組むとの回答の割合が低い。
●総合では、教科で身に着けた知識技能を統合して課題解決にあたる場面の充実が必要。

質問項目 ＊「そうである」「どちらかといえばそうである」との回答％ 川崎小 全国

国語の授業内容はよくわかる 84.6 84.9

算数の授業内容はよくわかる 82.1 83.5

家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか 55.2 71.5 

普段，１日どれくらいの時間，勉強をするか （＊１時間以上） 53.8 66.1 

普段，１日どれくらいの時間，読書をするか （＊30分以上） 41.0 39.8 

質問項目 川崎小 全国

授業で自分の考えがうまく伝わるよう，資料や文章，話の組立てなどを工夫
して発表していたと思う

44.9 62.5

学級の友達との間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広げた
りすることができていると思う

78.2 74.1

授業で，コンピュータなどのＩＣＴをよく使用していた 85.9 69.0

本を読んだり，借りたりするために，学校図書館などをよく使っていると思う 46.1 40.5

総合的な学習では，自分で課題を立て情報を集め，調べたことを発表する
活動に取り組んでいると思う

53.8 65.7

【豊かな人間性（自己有用感、規範意識、地域への関心等）に関すること】
〇高い規範意識といじめを許さない心を持つ児童の割合が多い。
〇日頃から学校の教育活動に地域より積極的な参画をいただいている。保護者による学校行事への
参加も増加している。児童と地域保護者の触れ合いが多い。児童の地域行事への参加が多い。
●児童が地域や社会について自分の考えを持つ機会をさらに増やす。
●自分によいところがあるとの回答が７割にとどまっている。自分の居場所、仲間とのつながりを確か
に感じる学級経営、達成感を得る活動を増やしていく必要がある。

質問項目 ＊「そうである」「どちらかといえばそうである」との回答％ 川崎小 全国

自分には，よいところがあると思う 70.5 81.2

学校のきまりを守っていると思う 87.2 92.1

いじめは，どんな理由があってもいけないことだと思う 96.2 97.1

人の役に立つ人間になりたいと思う 96.2 95.2

今住んでいる地域の行事に参加している 84.6 68.0

地域や社会をよくするため何をすべきかを考える 39.8 54.5

教育活動に，地域等の人や物の外部資源を活用している ★ よく行った 46.9



４．継続した向上と改善にむけて ～地域、保護者のみなさんとともに！～

２．児童が自ら学びに向かう授業への改善を図ります！
質問紙で「授業の内容を理解している」との回答は国語・算数ともに８割を超えましたが、「国語・
算数が好き」「日常生活に国語・算数の内容を使う」では、全国の状況を下回りました。児童の多く
が“学習することが好き”と感じられるように、生活場面への活用や応用を体験する場面を学習活動
に取り入れていきます。また、児童が“主体的に学びに向かう課題設定”“話合い活動による対話”を
授業づくりの柱とした研究を進め、授業改善に取り組みます。
亀山市が取り組む「書く力」の育成を進めるとともに、言語技術の育成を研究テーマとして、自分
の考えや判断を根拠をもとに「話す」「書く」トレーニングを家庭（学習）と連携して取り組みます。

【ご家庭で】 児童質問紙での生活習慣に関する回答はいずれも良い結果でした。
今後も子どもたちの育ちと学びの土台を高めるため、以下の取組をお願いします。

【学校で】 今回調査から得た成果と課題をもとに、以下の取組を進めます。

３．望ましい学習習慣を形成するため家庭との連携を深めます！
自ら計画して学びに向かう習慣や、家庭学習時間増加の必要性が調査結果からわかります。昨年

製作配布した「家庭学習のリーフレット」を活用し、適切な宿題と家庭での学習指導を行います

【生活習慣・学習習慣（家庭での生活や学習）に関すること】
〇「早寝早起き朝ご飯」が家庭で実践されている。特に就寝時刻の回答は昨年より５ポイント向上して
おり、PTA活動と連携し家庭とともに川小が取り組んできた眠育・食育の成果があらわれている。
〇「学校での出来事について話をする」についても、昨年比7ポイントの向上で、全国を上回っている。

質問項目 川崎小 全国

朝食を毎日食べていますか 92.3 95.3 

毎日，同じくらいの時刻に寝ていますか 82.0 81.4 

家の人と学校での出来事について話をする 80.7 77.4 

全国学調の結果の課題を，学校だよりや保護者会等で保護者・地域に伝え、
ともに改善に取り組んでいる ★

行っている 36.9

１．基礎基本の定着を図る取組を継続進化します！
これまで、学校では朝の学習や月曜の「ぐんぐんタイム」を使って補充学習を行ってきました。そこで
は、みえスタディチェックや三重県の学力３点セット、亀山市のデータベースを活用したプリント学習で
基礎基本の定着を図ってきました。成果は、今回調査においても、国語の漢字や言語文化の問題、算
数の小数を含む四則演や図形に見ることができます。今後も継続して取り組みます。

３．学校での出来事やニュース、地域の話題で「家族会話の時間」をお願いします！
知っている内容を伝えたり、根拠を示して説明したりする力が身につきます。
新聞のコラムの読み合わせ・書き写しなどもよいそうです。
家族会話でのお家の人の言動を手本とし、子どもたちは、あいさつや社会のルールも
身につけていきます。 よろしくお願いします。

２．家庭での学習時間をUP！
毎日決まった時刻に学習時間を設定、 テレビ・ゲーム使用のルール約束と合わせて。
「こんなことができるように（わかるように）なる」＝目的を決め取り組むのが効果的です。

１．良い睡眠と朝食摂取と運動習慣で毎日の元気を！
早寝早起き、栄養バランスの取れた食事、運動習慣をお願いします。


