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NO .６甲府市立伊勢小学校学校だより 令和元年９月２７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

充実の秋を迎え、明日９月２８日（土）に秋季大運動会を実施
します。この一カ月間、子供たちは各学年の表現活動や競争競技
等の練習に一生懸命に取り組んできました。また、係活動や応援
練習にも責任もって取り組むことができました。いよいよ本番で
す。学校では熱中症対策も含め、練習計画を見直す中で子供たち

の安全や健康管理に留意しながら練習を進めてきました。当日は、体調十分で参加できるよう、
ご家庭でも健康管理にご配慮ください。そして、全ての子供たちが満足感と充実感を得る中で、
一人一人が主人公となれるよう、教職員一同、励まし支援していきますので、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。また、本校のホームページにも掲載するとともに、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、各担任より個々に

詳しくご説明いたしますので、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・算数
◎ 出題内容
① 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や、実生活において不
可欠であり常に常用できることができることが望ましい知識・技能等。
② 知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や、様々な問題解決のための構想を立
てて、実践し評価・改善する力等に関わる内容。
※調査問題では、上記①と②を一体的に問う。出題形式は、国語及び算数においては、記述
式の問題を一定の割合で導入する。
・記述式＝解答を自分で考えて記述する方式 ・選択式＝正答と思われる選択肢を選ぶ方式

（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、各設問ごとの平均正答率を比較すると、国語よりも算数において正答率が
全国を上回るものが多い結果となりました。
国語においては、理由や説明を文章で書き表したり、自分の意図に応じて文章の内容を正確

に押さえながら、まとめて記述することが課題です。また、漢字を文章の中で意味を考えなが
ら正しく使うことにも課題が見られました。

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。

【参考】平成31年度全国学力・学習状況調査〔教科別平均正答率（％）〕
国 語 算 数

全国平均 ６３．８ ６６．６
県 平均 ６２ ６６

※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 学習の定着や活用状況が良好と考えられる問題（平均正答率が高かった問題）

国語

【設問番号２二】
〇 梅干し作りについて【知りたいこと】を調べるために、選んだ本の【目次の一部】から、読むペ
ージとして適切なものを選択する。
・問題の意図：目的に応じて、本や文章全体を概観して効果的に読む。

【設問番号３一】
〇 畳職人への【インタビューの様子】の ア に入る、自分の理解が正しいかを確認する質問とし
て適切なものを選択する。
・問題の意図：話し手の意図を捉えながら聞き、話の展開に沿って、自分の理解を確認するための

質問をする。

算数

【設問番号１（２）】

〇 二つの合同な台形を、ずらしたり、回したり、裏返したりして、同じ長さの辺同士を合わせて

つくることができる形を選ぶ。

・問題の意図：図形の性質や構成要素に着目し、ほかの図形を構成することができる。

【設問番号２（１）】

〇 １９８０年から２０１０年までの、１０年ごとの市全体の水の使用量について、棒グラフからわ

かることを選ぶ。

・問題の意図：棒グラフから、資料の特徴や傾向を読み取ることができる。

【設問番号２（２）】

〇 ２０１０年の市全体の水の使用量が１９８０年の市全体の水の使用量の約何倍かを、棒グラフか

ら読み取って書く。

・問題の意図：２０１０年の市全体の水の使用量が、１９８０年の市全体の水の使用量の何倍か読

み取ることができる。

【設問番号３（３）】

〇 被除数と除数にかける数や割る数を選び、６００÷１５を計算しやすい式にして計算する。

・問題の意図：示された計算の仕方を解釈し、かける数や割る数を選び、計算しやすい式にして計

算できる。

【設問番号４（１）】

〇 だいたい何分後に乗り物券を買う順番がくるのかを知るために、調べる必要のある事柄を選ぶ。

・出題の意図：目的に適した伴って変わる二つの数量を見いだすことができる。

４ 本校の主な課題【平均正答率が低かった問題】

国語

【設問番号１二】

〇 情報を相手に分かりやすく伝えるための記述の仕方の工夫を捉える。

（誤答の傾向）

・設問の意図としては、指定された範囲の文章の工夫について質問しているが、「図や表が用いら

れている」という文章自体の特徴を答えている。

・問題文を丁寧に読まず、思い込みの解釈で解答してしまう場合がある。

【設問番号１三】

〇 目的や意図に応じて自分の考えの理由を明確にし、まとめて書く。

（誤答の傾向）

・【報告する文章】にふさわしい表現で書くことができない。

・敬体（「～です・～ます」）と常体（「～だ・～である」）を混在させて書いてしまう。

【設問番号１四（１）イウ】
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〇 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。

（誤答の傾向）

・イについては、「限らず」以外の解答をしている。

例えば「限」に形の似ている、中には「退」「眼」等の漢字を書いているものが見られた。

・ウについては、「関心」と書くべき漢字を「感心」と書いたものが多かった。

算数

【設問番号２（４）】

〇 加法と乗法の混合した整数と小数の計算をする。

（誤答の傾向）

・「６＋０．５×２」を「１３」と解答している。

四則計算の順番について正しく理解していない。

【設問番号３（２）】

〇 示された計算の仕方を解釈し、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。

（誤答の傾向）

・「式の説明をするとき、「商が変わらない」という

結論を書かず、説明が途中で終わっている。

【設問番号３（４）】

〇 示された除法の式の意味を理解している。

（誤答の傾向）

・「い」が正答であるが「え」と解答している。わ

られる数とわる数を１０倍した場合、商は変わら

ないはずだが、商も１０倍されると捉えてしまっ

ている。

５ 教科における主な改善点

国 語

○ 漢字を読んだり書いたりする機会を計画的に設定する指導の充実

・新出漢字を学習するとき、漢字の成り立ちや意味を考えさせること

で、漢字の偏と旁などの部首について考えさせる指導を行い、漢字

に対する興味や理解を深めさせる。

・形の似ている漢字の部首の違いに気づかせる指導の工夫を行う。

・同音異義語の学習や同じ読み方をする熟語の意味の違いについて

も、その都度丁寧に指導をする。

・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。

・日常生活や学習活動において、ノートをとったり連絡帳を書いたりする時に、漢字を積極的に使

い、正しく書くように指導する。

・学びの振り返りやドリルなどの氏名欄にもきちんと漢字で氏名を書かせる指導を行う。

・漢和辞典の活用（辞書の活用）し、「こざと偏」と「しんにょう」の意味の違いを考えさせてみる。

○ 目的や意図に応じて、資料の中から適切な内容を取り上げて、文の形に添った正しい表現で書く

指導の充実

・自分の考えたことや伝えたいことをわかりやすく他者に伝えるために、得られた情報から、必要な

(問題文)
今回の調査を通して知ったことを、学級の友達に イ かぎらず 多くの友達に伝え、 公衆

電話について ウ かんしん をもってもらいたいと思います。

▲設問番号３（４）



- 4 -

内容を正確に抜き出し、内容を吟味して正しく書く指導を行う。

・情報を取り上げる際には、複数の要素があることにも留意させ、適切に取り出させる指導を行う。

・理由や根拠を示す際の表記の仕方についても繰り返し指導する。（「なぜならば〜だからです。」「理

由は、〜たり、〜たりするからです。」「理由として、〜や、〜があります。」）

・よりわかりやすい文章を書くために、集めた資料を基にして「構成の工夫」「書き表し方の工夫」「図

表の活用」など、詳しく書くため指導する。

・説明文等の読み取りで、筆者の工夫を考えるときに、「強調するために言葉を繰り返している」、「図

や表を用いている」、「読み手を意識し、必要に応じて詳しく書く」等具体的に表現の工夫を確認し

実際に読み取った工夫を使い、文章を書く活動を取り入れる。

・題意等を落ち着いて読み取れるよう、日頃からの読書指導を充実させる。

算 数

○ 「数と計算」に関する知識・技能の確実な定着を図る指導の充実

・問題解決の場面で、数量関係を図や数直線で表す活動を取り入れ、

数量関係を視覚的に捉える中で、適切に捉える指導を行う。

・四則の混合した式の計算や、四則計算について成り立つ性質につい

て十分に習得させるよう指導する。（四則計算の解き方の順序・分配

法則・結合法則など）

・「被除数と除数に同じ数をかけても商は変わらない」という性質がことばでは理解できていても、

実際に問題を解くと被除数と除数を１０倍したら、１０倍になったものを商ととらえてしまって

いる。式の意味についての理解を深める必要がある。また、除法に関して成り立つ性質を活用し、

計算を工夫する場を設定することが大切である。

○ 数量関係に関する問題解決の過程を適切に表す指導の充実

・答えを求めるために、複数の過程がある解決の場では、自力解決の場面を適切に取り入れ、自己

の考え方に基づく話し合い活動ができる指導を行う。

・本人には分かっている事でも、他者に理解してもらうためには、答えを求めるための過程を丁寧

に式や言葉、図で示すことが必要であることを指導する。

・被除数と除数の関係において「わられる数とわる数に同じ数をかけても、わられる数とわる数を

同じ数でわっても・・・」という条件部分は書けていても、「商は変わりません。」と結論を書く

ことができない児童が見られることから、算数においては、式で書かせ、その式を丁寧に最後ま

で言葉で説明させる指導が必要である。

６ 質問紙調査結果の主な特徴

（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が約 7 ％いる。全国値に比べ
ても若干高く心配される点であり、保護者とも連携しながら個別に対応
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昨年度に比べ
若干改善してきているが、約２割弱ほどいて、 起床時刻がほぼ一定であることを考えると、適切な
睡眠時間の確保に、さらに取り組む必要がある。

・「家の人（兄弟姉妹を除く）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、「している」
または「どちらかといえば、している」と回答している児童が８割以上と全国に比べても多く、家
庭において、学校での話題を通して、児童と保護者とのコミュニケーションが図られていることが

わかる。

（２）学習に対する関心･意欲・態度に関わって

・「国語の勉強はすきですか」、「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、どちらも７割を超え、全国値を上回っ
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ている。

・「算数の授業の内容はよくわかりますか」、「国語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、どちらも約９割であるが、算数を「分

かる」と感じている児童の割合の方が若干多い。

・「授業で学習したことを、普段の生活の中で活用しようとするか」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

児童は国語で約８割、算数で８割５分で、算数の方が全国値と比較しても活用への意欲が高い。

・「授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思いますか」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、国語で８割５分と全国値を若

干下回り、算数で９割を超え、全国値とほぼ同じである。

・「算数の授業で新しい問題に出会ったとき、それを解いてみたいと思いますか」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約９割で、全国値を上

回る。

・「国語の授業で自分の考えを話したり書いたりするとき、うまく伝わるように理由を示したりするな

ど、話や文章の組み立てを工夫していますか」の質問に対して、「当てはまらない」または「どちら

かと言えば当てはまらない」と回答した児童の割合は、約５割おり、「文章を分かりやすく書くこと」

については課題である。

・「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、「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、６割と全国値に比べて低く、「話し合いを通して交流して考える」活

動の充実については課題がある。

（３）家庭学習や読書等について

・「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、昨年度に比べて増加し、約７割で全国値とほぼ同

じである。また、平日勉強している時間も１時間以上のものが７割以上いる。

・「読書は好きですか」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

答した児童の割合は、８割を超え全国値を上回る。

・「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１～３回程度読んで

いる」と解答した児童の数は、全国値と同様に約２割と少ない。

（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、６割弱と全国値よりも低く、また昨年度に比べて

も減っている。

・「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」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」と回答した児童は約４割５分と、全国値より低い。

・「日本やあなたが住んでいる地域のことについて，外国の人にもっと知ってもらいたいと思い

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、約８割５分と、全国値を上回る。

（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、約７割

で全国を下回る。自尊感情や自己有用感を持たせることが課題である。

・「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８割５分を超

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」とほぼ全員の児童が回答しており、全国値を上回る。
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・「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

・基本的な生活習慣リズムをしっかり身に付けられるように、各学年の発達段階に応じて家庭と連携

して「早寝・早起き・朝ご飯」に取り組んでいく。特に、睡眠時間を適切に確保するために、家庭

での就寝までの生活時間を計画的に過ごせるよう、自ら時間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。

・学習したことから得た知識や技能を、新しい学習や実生活・社会の中で活用する機会を積極的につ

くり、学ぶ意義や価値、また学ぶ良さについて気づかせていく。

・子どもの社会性を育てるために、地域の行事や活動に積極的に参加する機会を作る。

・「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、学校教育目標である「夢を持ち続けながら進んで学ぶ、心豊かでたくまし

い子供の育成」を目指し、生徒指導と学習指導の充実を両輪に、全校一丸となって子供たちの教育に

日々取り組んでおります。各学級においては、各担任が子どもの安心な居場所となるように努め、様

々な望ましい集団活動を通して、子供たちの「絆づくり」を支援する中で、学習規律を確立するよう

にしております。また、学習指導においては、問題提示や教材教具を工夫する中で、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、

「授業改善」に向けて日々研究と実践に努めております。

適切な生徒指導も優れた学習指導も、根本には、的確な「児童理解」があります。私たちには、学

校生活の様々な場面で、子供たちの心に寄り添い、児童理解に努めることが求められております。ま

た、全国学力・学習状況調査や日常のワーク等で明らかになった子供たち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し、課題の改善に向け、一人一人の教員が自らの授

業を振返り、改善に努めることが求められています。

「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。結果を全て

の教職員が共通理解する中で、今後も分析結果を踏まえ参考としながら、さらなる学校としての授業

改善に努めて参ります。


