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１．本年度の学力・学習調査結果の概要について 

・国語、算数、理科の 3教科とも、解答の傾向は、全国の傾向とほぼ同じですが、前回同

様、無解答率が極めて低く、学習課題への普段の取り組みが表れています。 

・国語Ａ問題（主として知識）では、漢字や慣用句、敬語についての設問の正答率が良く、

文法的な設問には課題がみられました。 

・国語Ｂ問題（主として活用）では、意図や目的を捉える設問は、正答率が比較的良好で

したが、内容の中心を明確にして記述するような設問は正答率が低くなっています。 

・算数Ａ問題（主として知識）では、計算・図形・測定・数量関係の 4領域とも、正答率

が極端に低いところはなく、良好な結果でした。 

・算数Ｂ問題（主として活用）では、正答率が前年度より高くなりましたが、記述式の設

問への無解答が少しありました。 

・理科では、科学的な言葉や概念の理解、実験結果の分析・考察についての設問の正答率

が良く、分析や考察内容の記述についての設問に課題がみられました。 

 

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 

・「相手や目的に応じて、筋道を立てて話す」

に関連する設問の正答率が 9割以上あり、

よくできています。 

・「登場人物の心情について、情景描写を基に

捉えること」についてもよくできていま

す。 

・慣用句、敬語、漢字等、言語事項の正答率

が高く、よく習熟できていると言えます。 

・「物語を創作するために、文章全体の構成の

効果を考えることができるか」をみる設問

の正答率が 6割と低く、構成を考えて書く

ことに課題があります。 

・「目的に応じて必要な情報を捉えることが

できるか」をみる設問の正答率が低くなっ

ています。 

<

主
と
し
て
活
用> 

国
語
B 

・「話合いの参加者として、質問の意図を捉え

ることができるか」をみる設問の正答率が

9割を超え、よくできています。 

・「話し手の意図を捉えながら聞き、自分の意

見と比べるなどして考えをまとめて書く」

ことが比較的できています。 

・設問 2の二では、長い設問の細かいところ

まで着目できていない児童が多く、正答率

が低くなっています。 

・条件に合わせて、文章記述で答える設問へ

の正答率が低く、引き続き課題となってい

ます。 



<

主
と
し
て
知
識> 

算
数
A 

・今年度は、全国的に正答率が下がった中で、

本校も下がりましたが、「数と計算」の領域

では、数直線の問題や数の大小の問題で正

答率が 8割を上回りました。 

・量と測定の領域（角度・混み具合）の問題

の正答率が高くなりました。 

・図形の問題（円周、空間の位置）が他の領

域に比べて正答率が低くなりました。 

・円周率を求める式の問題のみ正答率が 5割

をわってしまいました。直径、円周、円周

率の関係理解が不十分と思われます。 

 

<

主
と
し
て
活
用> 

算
数
B 

・28年度より 29年度、さらに 30年度と、正

答率が確実に向上しました。 

・記述式問題の無解答率が５％未満で、確実

に向上してきました。授業で、ノートに自

分の考えを書く、宿題などで記述式の問題

を解くことに取り組んだ成果と思われま

す。 

・棒グラフ（人数）と帯グラフ（割合）から、

読み取ったことを判断する問題の正答率

が 2割以下となっていました。メモの情報

とグラフを関連付け、総数と割合に着目し

て解釈し、それを記述することに課題があ

りました。 

 

理 
 

科 

・科学的な言葉や概念の理解について、正答

率が 9 割を超えている設問もあり、比較的

良好と言えます。 

・実験などに関する科学的な思考について

も、全国平均以上の正答率の設問もあり、定

着が進んでいます。 

 

・実験や観察の結果や分析に関する設問の正

答率が比較的低く、特に記述問題には課題

があります。 

・食塩水を扱った設問は、正答率が低くなっ

ています。 

 

 

 

３．本校の学力向上に関する現在の取り組みについて 

 

                           ・「意見をつなげて文章を読み

深める」をテーマに、授業 

                            研究を続けています。自分 

                            自分だけでは読み取ること 

                             できないことを、みんなで 

                            話し合って読み深めていき 

                            ます。そのために必要な読 

                            解力、話す・聞く力、書く 

グループでの話し合い     ペアで意見を交流、確認 力についても具体的な取り  

組みを継続しています。 

                         

・「聴いて考えてつなげよう」という、話す・聴くのステップを設定し、学年に応じた目

標を立てています。そして、そのステップに書いている言葉や言い方を使って話したり

聴いたりすることができるように取り組んでいます。 

 

 

 

 



 

                           ・授業の流れを、「答えや方 

法の見通しをもつ」、「自分 

                            の考えを、ノートに図や 

                            式、言葉で書く」、「ペアや 

                            グループで交流する」、「全 

                            体で練り上げる」、「個人で 

                            振り返る」というように 

       ホワイトボードの活用           進めています。 

                           自分の考えを発表するだけ

でなく、友達の図や式を見て、その友達がどう考えたのかを説明、類推させる授業の改善

をおこなっています。 

 

              

 

 

 

 

 

・ノートの書き方を統一し、   ・大型テレビや PC等    ・課題解決に向けて、 

自分の考えや振り返りを大切に  ICT機器を活用し、      わからないときは 

書く習慣づくりに取り組んで    視覚的支援も続けて     わからないと言える

います。                   います。         集団づくりに取り組   

んでいます。 

                  

 

 

４．今後の取組みの方向性について 

・分かりやすく、見通しの持てる授業づくりをさらに進めるとともに、主体的で対話的な学びにつなが

るよう、集団作りを推進します。 

・条件に合わせて書くことができるよう、日常の学習の中で条件を設定し書くことができるように取

り組みます。 

・設問の細かいところまでしっかり読み、設問の意味を理解したうえで答えることができるように取

組みます。 

・様々な情報から必要な情報を取り出して考えることができるように、各教科の中で様々な資料を使

った学習を設定していきます。 

・記述式の問題に取り組んだり、授業で記述する機会を増やしたりして、無解答率を０％に近づけま

す。 

・漢字カルタ、ちゃれんじ算数、ちゃれんじ算数プリント等、既習事項について、さらに習熟できるよ

うに取り組みを継続します。 

 

 



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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自分にはよいところがある

「家で、自分で計画を立てて勉強している」

に、当てはまる（積極的肯定）という回答が、

28 年度の 21%から、29 年度は 27%、30 年

度は 35.7%と上昇しています。どちらかとい

えば当てはまるという回答も含めると、約

65%の児童が、計画を立てて勉強しているよ

うです。一方で、当てはまらないという回答

が、3年間とも 11%前後あります。この児童

への手立ての工夫に取り組みたいと思いま

す。 

「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」という児童

は、H28年度 67.2%、H29年度 78%、H30年

度 85.7%と上昇し、全国平均（77.7%）を上回り

ました。ペアやグループでの学習を行うととも

に振り返りを書くという授業改善の取組みの成

果と思われます。また、当てはまる（積極的肯定）

という回答が 47.6%あり、全国平均を上回りま

した。このように、自分の成長を実感できること

を大切にしたいと思います。 

 

「自分にはよいところがある」と回答する児童

が 89.3%になりました。H28年度は 79.5%、 

H29年度は 75.3%でしたので、大きく上昇して

います。学級だけでなく、委員会やクラブでの

活動や縦割り班（スマイル班）活動など、様々

な場面で、声掛けや賞賛といった形で、お互い

が認め合うことに今後も取り組んでいきたいと

思います。 



<今後に向けて、課題と思われる事項について> 
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地域や社会とのつながり

H28 H29 H30

心身の健やかな成長には、生活習慣が大きく影

響します。左グラフは、朝食・就寝・起床につ

いて、「当てはまる」「どちらかと言えば当ては

まる」という肯定的回答のグラフです。“朝食”

は 98%⇒94%⇒89%、“就寝”は 82%⇒72%⇒

66%、“起床”は 91%⇒91%⇒82%、と「早寝・

早起き・朝ごはん」のどれもが低下しています。

特に就寝時間の一定していない児童、つまり寝

不足等で心身が不安定な状態で登校している

かもしれない児童が 三分の一 に達している

と思われます。 

「人の役に立つ人間になりたい」と回答して

いる児童が 96.4%（H30）に達しています。地

域・社会の出来事に関心があるという児童も 

69%（H30）で、いずれも全国平均を上回りま

した。しかしながら、地域の行事への参加とな

ると、53.6%（H30）となって、全国平均を 9

ポイント下回っています。ボランティア活動

に参加したという回答は 44%あり、全国平均

を上回っていますので、「受動的な参加」より

「能動的な参加」のつながり方を、児童も求め

ているのかもしれません。例えば、「英語を話

せる」ことよりも「英語を使って何かをやる」

ことが求められる時代です。「人の役に立つ」

とは何をすることか、保幼小中の交流や異学

年交流、委員会や係活動などの身近な活動を

通して、考えを深めていきたいと思います 



６．保護者・児童のみなさんへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．保護者・児童のみなさんへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保護者の皆様へ 

30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、今回も見られました。 

  「将来の夢や目標を持っている」という肯定的回答率は 90％を超え、「当てはまる」と

いう積極的肯定の回答が 82%あり、全国平均を 15ポイント近く上回っています。「平日、

家庭学習を 1 時間以上している」と回答した児童は、前年度までより 20 ポイント近く増

え、70%を超えています。さらに、「平日、30 分以上、読書をしている」と回答した児童

が、H28年度 23%、H29年度 40%、H30年度 50%と順調に増えてきました。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％の児童が、今年度も回答しています。

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、児童の自己肯定

感を高め、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、基本的生活習慣のゆらぎと思われます。「朝食を毎朝、

又は、ほぼ毎朝、摂れている」児童が年々減って、90%を割り、全国平均・大阪府平均を

下回っています。朝食の摂取の大事さは、様々なところから指摘されるところです。 

将来の夢や目標がどう変わっていこうが、努力しようとする人に育てたいものです。  

一生涯学び続けられる土台作りを、学校・家庭・地域で支えていけるよう、ご協力を 

 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」をする人が増えてきているので、想像力豊かな人も増えてきて

いると思います。「何を学んだか」ではなく、「何ができるか」が問われる時代に変わって

きています。想像力がとても大事です。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。 

 

 


