
平成２９年度全国学力・学習状況調査の結果および考察 

 

大阪狭山市立南第二小学校 

１．本年度の学力・学習調査結果の概要について 

・国語 A問題の平均正答率は昨年度とほぼ同じで、良好な結果でした。 

・国語 B問題では、読む能力を問う問題の正答率が比較的高く、平均正答率も昨年度を上回

りました。 

・算数 A問題の平均正答率も昨年度を上回り、良好な結果でした。 

・算数 B問題の平均正答率は昨年度より高くなりましたが、図形の問題に課題が見られまし

た。 

・A 問題、B 問題とも、今年度も無解答率が極めて低く、意欲的に取り組む態度が感じられ

ます。 

 

２．各教科における成果と課題について 

 成 果 課 題 

<

主
と
し
て
知
識> 

国
語
A 

・正答率１００％の漢字の読み取りがありま

す（期限）。その他、漢字の読み書きは正答率

が高いものが多く、漢字カルタ等の成果が見

られます。 

・俳句の情景を捉える問題の正答率が高く、

教科書に掲載されている俳句や短歌などの意

味やリズムを味わう学習の成果が表れていま

す。 

・手紙の後付けの問題の正答率が低く、手紙

の書き方について理解していないことがわか

りました。手紙をきちんとした形で書く経験

が少ないように思われます。 

・ことわざの意味の問題の正答率が低く、こ

とわざに多く触れる機会、それを使ってみる

機会を増やす必要があります。 

<
主
と
し
て
活
用> 

国
語
B 

・無解答率が低く、長く難しい問題に対して

も、あきらめずにしっかり解こうとする子ど

もが多いです。 

・物語文の問題は他に比べて正答率が高く、

どうしてそう考えるのか、叙述からしっかり

探して答えることがよくできています。校内

研究で取り組んでいる成果だと考えます。 

・選択式の問題がよくできている反面、記述

式の問題には、書くために必要な箇所を見つ

けられない、文字数内にうまくまとめられな

いなどの課題が見られます。 

・理由を書く際に、「なぜなら～からです。」

という書き方をさらに習熟させなければなり

ません。 

<

主
と
し
て
知
識> 

算
数
A 

・この４年間に平均正答率が着実にのびてお

り、２９年度は、２８年度より５％ものびま

した。正答率１００％の児童も２０％を超え、

正答率５０％未満の児童は４％もいませんで

した。 

・特に数と計算の領域の正答率が高く安定し

ているのは、ちゃれんじ計算の取り組みの成

果だと考えられます。 

・数量の関係を数直線に表すことに課題があ

りました。 

・量の測定の領域で、直接・間接比較から、

任意単位による測定方法の良さや違いを理解

することが不十分でした。 

 



<

主
と
し
て
活
用> 

算
数
B 

・今年度、全国では平均正答率が下がった中、 

本校は、２８年度よりも５％も上がりました。 

・特に、無解答の児童が少なかったのは、ノ

ートに自分の考えを書き、式や図を用いて説

明することに取り組んだ成果と思われます。 

・割合の問題の正答率が特に低いと感じまし

た。示された割合をもとに、基準量や比較量

の関係を捉えることが不十分でした。 

・「１４％長くなっている」という事象を数理

的に捉え、状況に応じて数理的に処理する活

用力に課題が見られました。 

 

３．本校の学力向上に関する現在の取組みについて 

・授業を、問題から解決に至るまでの見通しを持ち、自分で図や式・ことばを使った考えを

ノートに書き、ペア・グループで交流したのち、全体で練り上げるという一連の流れですす

めています。 

・ホワイドボードを活用して、他の児童によりわかりやすく発表、説明ができるように取組

んでいます。 

・全体での練り上げを深めるために、ペア・グループでの話し合いを取り入れています。 

・算数では、発表する際に、数や図、算数用語を使うことを意識させています。 

・音読集を各学年購入し、たくさんの詩を朝の会の時間を中心に、各学級で読んでいます。

毎学期に１回ずつ、各学年が全校朝礼で音読発表をしています。 

・漢字カルタを用い、４月から９月は前の学年の漢字を、１０月から３月は現学年の漢字を

読み書きして、習熟を図っています。 

・ちゃれんじプリントを使い、前の学年の計算問題を解き、テストを通して、苦手な問題を

把握し、それを克服できるようなプリントの作成、実践を行っています。 

・大型テレビやノートパソコン等の ICT機器を利用し、視覚的な支援に取組んでいます。 

                                     

                              中心発問 

 

 

                                    めあて 

 

 

 

 

   授業での視覚支援（ICTの活用）     

                     見通しの持てる授業づくり 

 

                              校内研修では、研究授業 

                             を振り返り、発問の仕方・ 

                             発問内容・学習活動の進め 

                             方・発表などについて、 

                             討議をし、翌日からの授業 

                             に生かせるようにしてい 

                             ます。 

 

 



４．今後の取組みの方向性について 

・授業のユニバーサルデザイン化の一層の定着を図り、分かりやすく、見通しを持てる授業づくりをさ

らに進めます。 

・漢字カルタやちゃれんじ漢字を使った練習を今後も続け、漢字の定着を図ります。 

・図書や新聞をさらに利用し、今回課題となった「伝統的な言語文化」の力の育成に取り組みます。 

・複数の資料を読み取り、話し合ったり、考えを文章としてまとめる等の学習活動を、様々な教科で取

組みます。 

・筋道を立てて考えたり、表現したりする場面を、算数以外でも意識的につくっていきます。 

・算数では、特に「割合」や「図形」に課題が見られるので、図や表、具体物をさらに取り入れること

で理解を深めます。 

 

 

５．児童質問紙調査の結果の概要 

<取組みの成果があらわれていたり、特徴的であると思われる事項について> 
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５年生までに受けた授業で、話し合う

活動では、自分の考えをしっかり伝え

ていた

難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している 

 左のグラフは「当てはまる」の回答率で、29年

度は 33％近くあります。「当てはまる」「どちらか 

といえば当てはまる」の肯定的回答では、どの年

度も 80％前後を維持しています。 

 学習活動でも行事でも、集団を大事にし、縦割

り班では上級学年のサポートがある等、「一緒に頑

張ってみる」取組みを今後も続けていきます。 

 

「得意ですか」の質問に、「当てはまる」という

回答率が、この 3年間で、17％➡27％➡28％と 

伸びています。「どちらかというと当てはまる」

を含むと、29 年度は 60％あります。授業での

ペアやグループでの活動、前に出て説明する発

表だけでなく、学年集会や全校集会でも必ず感

想の発表の場を設ける等をこれからも積み重ね

ていきます。 

「伝えていた」「どちらかというと伝えていた」 

を合わせると 29年度は 88％を超えています。 

自力解決の時間をとり、ワークシートやホワイ

トボードに自身の考えを書いたうえで話し合う

活動を行っています。しっかり伝えられること

は、良い受け手が育っているとも言え、対話的

な学びにつなげていきます。 



 

 

<今後に向けて、課題と思われる事項について> 
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「読書は好き」「どちらかというと好き」を合

わせると、29年度は 75％を超え、全国平均を

上回りました。学級図書や図書コーナー等、図

書室以外での読書の場の整備、ボランティアの

方々や図書委員による読み聞かせの取組み等

を継続していきます。ブックトークやビブリオ

バトルといった読書への興味を高める取組み

も進めていきます。 

1000字程度で文章を書くのは「難しい」という回

答率が年々増え、29年度は 40％を超えています。

一方で、「難しくない」という回答率も年々増え、

25％を超え、どちらも全国平均を上回りました。  

文章表現力が二極化しているように思われます。

説明文・感想文を書くには、説明したい事象や作

者の伝えたいことを自身で整理し、文章の構成を

考える必要があります。授業の振り返りを書くな

どの「書く」ことに、「根拠を明確にする」ことを 

加え、書き慣れるように進めていきます。 

家での復習・予習については、左記のように、

肯定的回答が年々低下しており、どちらも全国

平均を下回っています。一方で、「家で宿題を

している」という回答率は、全国平均並みの

96％あることを考えると、家庭学習は、学校あ

るいは学校と塾の宿題で終わっている子ども

が増えてきているのではないでしょうか。主体

的に学習する習慣を身に着けることに課題が

見られます。 



 
 

 

６．保護者・児童のみなさんへ 
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地域の行事に参加している

・保護者の皆様へ 

29年度全国学力・学習状況調査の結果から、日常的な取組みが多くの成果につながって

いることが見られました。 

  「学級みんなで協力して何かをやりとげ、うれしかったことがある」という肯定的回答

率は 94％を超え、委員会や係活動をはじめ、様々な活動を経験していく中で、93％の子ど

もが「人の役に立つ人間になりたい」と思っています。また、「いじめはどんな理由があっ

てもいけないことだ」と 97％の子どもが回答しています。安心して一生懸命な姿を見せる

ことのできる集団をつくっていくことが、学習面においても良い効果をもたらしていると

思われます。 

  一方、今後、特に課題となるのは、パソコン・携帯・スマホといった機器との付き合い

方と思われます。例えば、平日、テレビゲームを１時間以上している子どもは 60％（全国

平均 55％）、通話・メール・インターネットに１時間以上使っている子どもは 27％（全国

平均 20％）という調査結果でした。携帯・スマホの所持率は全国平均並みですので、本校

の子どもたちは、学習以外での電子機器の使用が多めであると言えます。このことが、読

書や自主的な学習、予習・復習の時間に良くない影響を与えないようにする必要がありま

す。アウトメディアの取組みなども検討していきたいと思いますので、ご協力よろしくお

願いいたします。 

   

・児童のみなさんへ 

  みなさんは、仲間を大切にし、みんなでやりとげようとがんばれる、すてきな力を持っ

ています。そして、「読書が好き」という人が増えてきているので、想像力豊かな人が増え

てきていると思います。「将来つきたい仕事」として最近出てくる「ユーチューバー

（YouTuber）」も、想像力がとても必要です。88％の人が「将来の夢や目標をもっている」

と回答しています。これからも、今まで以上に、読書をし、自ら学び、一緒に考え、様々

な体験をして、将来の夢・目標に向かって、少しずつ歩みを進めていきましょう。 

 

 

「地域の行事に参加している」という肯定的回答

率は、29 年度で 45％でした。全国平均とは 18ポ

イント程下回っています。しかし、「人の役に立つ

人間になりたい」という肯定的回答率は、いずれ

の年度も 93％あります。本市や南中校区円卓会議、 

校区の各種団体などによるイベントが様々行われ

ています。保護者の方にも子どもの背中を押して

いただいて、子どもたちがより多くの体験と自信

を重ねられるよう工夫をしていきます。 


