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NO .６甲府市立伊勢小学校学校だより 平成３０年９月２５日

文責 校長 小林
校花（ひまわり）

学校教育目標

夢を持ち続けながら進んで学ぶ，

心豊かでたくましい子どもの育成

つい先日までの暑さが嘘のように，朝晩は涼しい風が吹き，秋
の気配がするこの頃です。天高く馬肥える秋を迎えました。この
秋，学校では様々な行事を行います。
まず第一弾が９月２９日（土）に実施する秋季大運動会です。

本番に向け，校庭には表現活動や競技の練習に一生懸命に取り組
む子供たちの姿や応援練習の元気な声があふれています。子供たちにとっては，保護者やご家族
の皆様からの温かい応援が一番の元気の源です。ご家庭での会話の中に運動会の話題を取り上げ
ていただき，子供たちの頑張りを励ましていただければと思います．また，学校では練習計画を
見直し，子供たちの安全や健康に留意しながら進めています。とはいえ，毎日の練習で子供たち
の疲れも溜まる時期です。ご家庭での過ごし方についても，十分に休息がとれるようご配慮くだ
さい。子供たち一人一人が，それぞれ輝くよう教職員一同，子供たちを励まし指導していきます
ので，保護者の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
さて，今回の学校だより No.6号は，４月に実施した全国学力学習状況調査の分析結果の概要

についての特集号です。このたび，本校の分析結果がまとまりましたので，その概要を保護者の
皆様にお知らせいたします。本校のホームページにも掲載して参ります。また，地域の皆様にも，
回覧をしていただき，お知らせして参ります。
なお，調査に参加した６年生保護者には，個別懇談の折に個人票をもとに個々に詳しくご説明

いたします。よろしくお願いいたします。

「全国学力・学習状況調査の分析結果の概要」
についてお知らせします

１ 調査の内容について
（１）教科に関する調査

・国語Ａ「知識」に関する問題（２０分） ・国語Ｂ「活用」に関する問題（４０分）
・算数Ａ「知識」に関する問題（２０分） ・算数Ｂ「活用」に関する問題（４０分）
・理科（４０分）

（２）生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査
・基本的な生活習慣 ・学習時間や方法，興味，関心，意欲 ・自尊感情，規範意識 等

２ 本校の結果概要
本校の結果は，国語，算数，理科のいずれも全国平均とほぼ同程度であり，大きな差異は見

られませんでした。さらに，平均正答率を比較すると，国語，算数，理科のいずれも，Ａ問題
「知識」に比べＢ問題「活用」の正答率が低く，これも全国や県と同様の傾向が見られました。
理由や説明を文章で書き表したり数や言葉を使って書いたりする記述式の設問や，理科にお

いて予想と結果を関連づけて説明するなどの設問について，全国や県と同様に正答率が低いも
のが目立つことが課題です。

全国学力・学習状況調査の結果につきましては，文部科学省 国立教育政策研究所の分析に
もあるように，全国平均正答率の±５％の範囲にある場合は，全国平均とほぼ同程度であると
考えています。
※理科については、３年に１度、実施されます。（前回は、平成２７年度実施）

【参考】平成30年度全国学力・学習状況調査 教科別平均正答率（％）
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 ５４ ６２ ５０ ６０
※文部科学省により，H29の調査から県の平均などは，整数で発表されることになりました。
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３ 本校の主な課題【平均正答率が低かった問題】

国語Ａ 【設問番号５】
日記を読み直し，一文の中で，文章の前後のつながりが合っていない文章を選択し，
正しく書き直す。

（誤答の傾向）
前後のつながりの合っていない文章を正しく選ぶことができない。

【設問番号７】
「話を聞いている様子の一部」を読んで，敬語を相手に応じて使いわけることがで
きる。
（誤答の傾向）
自分の母親に対して「おっしゃつていた」を選択する児童が多く，自分に対する相
手の立場を考えながら，正しく敬語を使用することができていない。

【設問番号８－オ】
学年別の漢字配当表に示されている漢字を文の中で正しく使うことができる。

（誤答の傾向）
積極的のせきを同じ発音で字形が似ている「績」，「責」と捉えている。

国語Ｂ 【設問番号１三】
「言葉の使い方を見直す」話し合いの様子の一部を読んで，代表２名のいずれかの
考えに基づき，自分の考えを条件に従って書くことができる。

（誤答の傾向）
正答となるための全ての条件を満たして回答を書くことができていない。

【設問番号２二】
「かみかみあえ」を家庭におすすめするための文章として書く時に，「虫歯を防ぐ
効果を「保健室の先生の話から分かったこと」を取り入れて，詳しく書くことがで
きる。

（誤答の傾向）
「虫歯を防ぐ効果」については「よくかむこと」を取り上げ書いているが，防ぐ効
果について「だ液がたくさん出て，口の中をきれいに保つこと」が取り上げられて
いない。

算数Ａ 【設問番号２】
小数の除法の意味について理解しているかどうかをみる。

（誤答の傾向）
全国の類型とは違う誤答をしているものが多
い。理解が十分ではない。

【設問番号６】
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。

（誤答の傾向）
全国の類型とは違う誤答をしているものが多
い。例示された表現方法や，マス目等のとら
えが十分ではないと思われる。

算数Ｂ 【設問番号１－二】
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。

（誤答の傾向）
全てを書いているが，着目した図形の角の大きさを誤って書いているものが多い。

【設問番号２－二】
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をみる。

（誤答の傾向）
示された考え方を解釈し，50秒，60秒の場合に適用し，その結果を表に整理するこ
とはできているが，条件に合う時間を判断することはできていないものが多い。
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【設問番号３－一】
メモの情報と棒グラフを組み合わせたグラフを関連づけ，総数や変化に着目してい
ることを解釈し，それを言葉や数を用いて記述できるかどうかをみる。

（誤答の傾向）
メモ１が12月の人数に着目して書かれていることは記述できているが，メモ２が７
月の人数と12月の人数の差に着目して書かれていることは記述できていないものが
多い。

【設問番号３－二】
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。

（誤答の傾向）
12月のアンケート調査の結果について表した棒グラフと
帯グラフから，人数と割合の大小を判断することができ
ていないものが多い。

【設問番号５－一】
折り紙の枚数が100枚あれば足りる理由を，枚数，本数，
個数などの数量を関連付け，根拠を明確にして式や言葉
を用いて記述できるかどうかをみる。

（誤答の傾向）
全国の類型とは違う誤答をしているものが多い。無答は
少ないが，根拠を明確にしてしっかり記述できていない。

理 科 【設問番号２二】
流れる水のはたらき（浸食）について，他者（よし子さん）の予想を基に，斜面に
水を流した時の棒の様子について，実験結果を選ぶことができる。

（誤答の傾向）
よし子さんの予想を基に実験結果を見通すことができず，自らの知識を使って結果
を選んでしまっている。

【設問番号２三】
水量が増えたときの地面の削られ方を選び，選んだわけを書くことができる。

（誤答の傾向）
流れる水のはたらき（浸食）については，溝の曲がっている外側が強いという概念
がはたらき，より妥当な考えをつくりだすために，実験結果を基に分析して考察し，
その内容を記述することができない。

【設問番号３二】
回路を流れる電流の流れ方について，他者（やす子さん）の
予想を基に，検流計の針の向きと目盛りを選ぶことができる。

（誤答の傾向）
やす子さんの予想を基に実験結果を見通すことができず，自
らの知識を使って結果を選んでしまっている。

【設問番号３四】
目的の時間だけモーターを回すため，太陽の一日の位置の変
化に合わせた箱の中での光電池の適切な位置や向きを選ぶ
ことができる。

（誤答の傾向）
水温の変化のグラフや太陽の一日の変化と日光の当たり方，
また空間を捉えることなど，実験の条件を把握することが
難しく，正答を選ぶことができていない。

【設問番号４三】
食塩を水に溶かしたときの全体の重さを選ぶ。

（誤答の傾向）
海水４００ mL と水４００ｍ L を混同し，質量保存の考え
方が揺らぎ，正答が得られない。
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４ 教科における主な改善点

国 語
・相手や目的に応じ，伝えたいことが伝わるように文章を書くためには，
それぞれの文の中での語句の役割や，語句相互の関係に気を付けて，文
章の構成を考えることが大切である。主語と述語，修飾と被修飾との関
係をはっきりさせるとともに，「だれが」，「いつ」，「どこで」，「何を」，
「どのように」，「なぜ」などの文の構成について理解できるようにさせる。

・相手や場面に応じて適切に敬語を使うことに慣れるようにすることが大切である。日常生活に
おいて，相手と自分との関係を意識しながら，尊敬語や謙譲語をはじめ丁寧な言い方について
理解を図るようにする。

・相手の話の内容を十分聞き取り，自分の考えと比べ，共通点や相違点，関連して考えをまとめ
る学習を取り入れる。

・漢字を正しく読み，正しく書き，文や文章の中で使おうとする習慣を身に付けるとともに，国
語科の学習のみならず，各教科等の学習の中でも繰り返し使い，習得を図るようにする。

・文章を読み，分かったことや日常生活で伝えたい事など，適切な内容を取り上げて，相手に伝
わるように表現を工夫し，詳しく書く学習を取り入れる。

算 数
・小数の乗法について系統的に学習させていくことを通して，問題の場面から式を考えること，
商が１より小さくなる等分除の場面で除法が用いられることや，１に当たる大きさを求めるた
めに除法が用いられることを理解できるようにさせる。

・二つの量のうち，一方の意味がそろっているときの混み具合の比べ方や，単位量当たりの大き
さを求める除法の式と商の意味が理解できるように学習を進める。

・空間の中にあるものの位置を表すには，横，縦，高さの三つの要素が必要になる。教室を直方
体と捉えて，具体的に考えるなど，空間の中にあるものの位置を数理的に捉え，表現できるよ
うに指導していく。

・図形の学習では，実感的な理解を深め，図形の性質を日常生活に生かすことができるよう，日
常生活の事象を図形に着目して観察し的確に捉えたり，それらの構成の仕方等を図形の構成要
素や性質を基に論理的に考察したりして，数学的に表現できる児童を育成できるようにさせる。

・実生活との関連を図るために，事象の中に含まれる複数の情報を解釈し，数量の関係に着目し
て数理的に処理したり，自ら考えた方法を基に試行錯誤し，様々な情報を表やグラフ，式など
に表して考察した事柄から適切に判断したりできるようにさせる。

・学習内容を活用するために，日常生活の中で主体的に問題を見いだして情報を収集し，表やグ
ラフなどに整理して考察し表現したり，考察した結果から新たな問題を見いだし，さらに情報
を収集し表やグラフなどに整理し直して考察したり出来る指導に努める。

・日常生活においても課題を解決するために，実測した数量の大きさを関連付けて論理的に考察
することができる資質能力を育成することが必要である。

・関係のある数量を自ら見いだし，それらの数量の関係を解釈して問題の解決に活用することが
できる児童を育成することが必要である。

理 科
・生きて働く知識の習得のために，児童が強い問題意識の基に仮説や予想
を立て，野外観察やモデル実験等を行い，主体的に問題解決した結果と
しての知識・理解となるように指導する。

・観察，実験結果を基に，児童が自らの予想や仮説を検討し，見直したり
振り返ったりすることにより，多面的に考察し，より妥当な考え方をつくりだすことの重要性
について意識できるようにさせる。

・学習問題を明らかにし，そのための実験の目的を設定し，計測して制御するといった考え方に
基づいた学習活動の充実を図る必要がある。さらに，測定結果等を相互に関連付け，推論させ
る中で事物現象を説明したり解釈したりする力を児童に育成していくことがための授業改善を
行う。

・１つの事物現象で得られた結果だけでなく，複数の現象を通して検討することが求められてい
ることや，信頼性を高めるためには，実験を複数の方法で複数回行うことなど，科学的な方法
を用いることができるように指導する。

・他者の考えを基に自分の考えを振り返ったり見直したりすることにより，その妥当性を吟味す
ることで，自分の考えを改善できるように指導する。



- 5 -

５ 質問紙調査の主な特徴

（１）生活習慣に関わって
・「朝食を毎日食べていますか」の質問に対して，「あまり食べていな
い」または「全く食べていない」と回答している児童の割合が約１
割いる。心配される点であり，保護者とも連携しながら直ちに改善
する必要がある。
・睡眠時間については，「毎日，同じくらいの時刻に寝ていますか」
の質問に対して，「あまりしていない」または「全くしていない」
と回答している児童の割合が約３割５分ほどいて，登校時刻が決めれれていることから，起
床時間がほぼ一定であることを考えると，その確保に課題がある。
・放課後や週末の過ごし方では，「家でテレビやビデオ，DVD を見たり，ゲームをしたり，イ
ンターネットをしている」と回答している児童が多い。特に，週末は９割を大きく超える割
合で，全国値と比較しても多い。また，放課後や休日に「友達と遊んでいる」を選択した割
合もそれぞれ８割以上，ほぼ８割と多く，全国値を大きく上回っている。
・「家の人と学校での出来事について話をしますか」の質問に対して「あまりしていない」ま
たは「全くしていない」と回答している児童の割合が約３割と，全国値よりも大きい。

（２）学習に対する関心･意欲・態度に関わって
・「算数の勉強はすきですか」の質問に対して，「当てはまる」または「どちらかと言えば当て
はまる」と回答している児童の割合は，約６割５分で，全国値とほぼ同じである。一方，「理
科の勉強はすきですか」の質問に対しては，ほぼ９割の児童が肯定的にとらえている。
・「算数の授業の内容はよくわかりますか」，「理科の授業の内容はよくわかりますか」の質問
に対して，「当てはまる」または「どちらかと言えば当てはまる」と回答している児童の割
合は，それぞれほぼ８割，８割５分と，いずれも全国値と同様である。
・「授業では，課題解決に向けて，自分で考え，自分から取り組んでいたと思いますか」の質
問に対して，「当てはまる」または「どちらかと言えば当てはまる」と回答した児童は約８
割で，全国値とほぼ同様である。
・「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
できていると思いますか」の質問に対して，「そう思い」または「どちらかといえば，そう
思う」と回答している児童の割合は約８割で，全国値とほぼ同じである。

（３）家庭学習について
・「家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか」の質問に対して，
「している」または「どちらかと言えば，している」と回答した
児童の割合は約５割６分で，全国値より低く，計画を立てて主体
的に家庭学習に取り組むことを習慣化する指導が必要である。

・「家で，学校の授業の予習・復習をしていますか」の質問に対して，
「している」または「どちらかと言えば，している」と回答した児
童の割合は９割弱で，全国値とほぼ同様である。
・「学校の授業時間以外に，普段（月～金曜日），１日当たりどれく
らいの時間，勉強をしますか」の質問に対し，１時間以上（選択肢 ３時間以上，２～３時
間，１～２時間 の合計）と回答している児童の割合が約７割５分で，全国値より高い。

・「土曜日や日曜日など学校が休みの日に，１日当たりどれくらいの時間，勉強をしています
か」の質問に対し，１時間以上（４時間以上，３～４時間，２～３時間，１～２時間の合計）
が約２割で，全国値とほぼ同様である。

（４）地域との関わりや社会への関心について
・「今住んでいる地域の行事に参加していますか」の質問に対して，「当てはまる」または「ど
ちらかと言えば当てはまる」と回答した児童の割合は７割近く，全国値とほぼ同じである。

・「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」の質問に対し，「当てはま
る」または「どちらかと言えば当てはまる」と回答した児童は７割を超え，全国値より高い。
・「テレビのニュース番組やインターネットのニュースを見ますか」の質問に対して，「よく見
る」または「時々見る」と回答した児童の割合はほぼ８割で。これは全国値より低い。
・「新聞を読んでいますか」の質問に対して，「ほぼ毎日読んでいる」または「週に１～３回程
度読んでいる」と回答した児童の割合は２割弱と，全国値とほぼ同じである。
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（５）道徳性に関して
・「自分にはよいところがあると思いますか」の質問に対して，「当て
はまる」または「どちらかと言えば当てはまる」と回答した児童の
割合は，ほぼ９割で，全国と同程度である。

・「将来の夢や目標を持っていますか」の質問に対して，「当てはまる」
または「どちらかと言えば当てはまる」と回答した児童の割合は９
割を超え，全国と同程度である。
・「学校のきまりを守っていますか」の質問に対して，「当てはまる」
または「どちらかと言えば当てはまる」と回答した児童の割合はほ
ぼ９割で，全国と同程度である。
・「人の役に立つ人間になりたいと思いますか」では，「当てはまる」または「どちらかと言え
ば当てはまる」と回答した児童の割合は９割を超えており，全国とほぼ同程度である。
・「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」の質問に対して，ほぼ全
員が「当てはまる」または「どちらかといえば当てはまる」と回答をしている。

６ 質問紙調査からの改善点
・小学校段階での基本的な生活習慣をしっかり身に付けられるように，「早寝・早起き・朝ご
飯・朝うんち」を推奨し，各学年に応じて家庭と連携して取り組んでいく。特に睡眠時間を
適切に確保できるよう，家庭での就寝までの生活時間を計画的に過ごせるよう，自己をマネ
ジメントできる力を児童に育成する。
・学習への関心や意欲を向上するように，成就感や達成感を味わうような授業づくりをする。
特に学校では、友達から褒められたり認められたるする学級づくりに取り組むことに努める。

・子どもの社会性を育てるために，地域の行事や活動に保護者と一緒に積極的に参加していく。
・「夢や目標」を持ち，将来の自分の期待する姿を描けるように，地域人材や先輩の生き方を
教材とした授業づくりや，町探検や校外学習などによる体験的な活動の場を学習を推進して
いく。
・「いじめ防止」に向け，学校が子供たちにとって，信頼できる居場所であるとともに，望ま
しい集団活動（学級活動や児童会活動）や学習活動を通して，子供のきずなづくりに努め，
自己有用感や自他を敬愛する心情を育てていく。
・学校だよりや学年通信，日々の連絡を密にするとともに，学校参観や学校開放を積極的に行
い，保護者や地域に開かれた学校づくりに努める。
・家庭とも連携しながら，発達段階に応じて子供が放課後や休日の生活を，計画性をもって過
ごせるように支援する。また，子ども自身が課題を見つけ，学習に取り組む自学の充実を，
学年の発達段階に応じて図っていく。

私たち伊勢小学校では，子供たちの学習意欲を高め，主体的な学びを創造するとともに，一

人一人の子供たちの確かな学力の向上を目指して，全校一丸となって「授業改善」に日々取り

組んでおります。「授業改善」に向けては，全国学力・学習状況調査や県の学力把握調査で明ら

かになった本校の子供たちの課題の改善を目指して，校内研究のテーマを設定し，一人一人の

教員が日々の授業実践を振り返りながら校内研究を進めています。

また，具体的な授業改善のために，校内研究では，授業をもとにした授業研究会を中心に研

究を深めています。授業研究会とは，まず，学習指導案（授業の計画書）を教員が何度も検討

して練り上げます。さらに，これをもとに代表の教員が授業を行うのを教職員全員で参観しま

す。そして授業後に子供の学ぶ様子を分析して，授業の目標が達成できたかどうかを討議し合

うことで，指導方法の改善を検証するというものです。

優れた授業の根本は，「児童理解」です。児童一人一人の学習状

況や学び方，学習スタイル，興味関心などをより深く理解するこ

とです。

「全国学力・学習状況調査の報告」は，児童理解をより深める

ための材料の一つです。今後も分析結果を踏まえ参考としながら，

さらなる授業改善に努めて参ります。


