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全国学力・学習状況調査の結果について 

 

秋分の候、保護者の皆様方にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より本校教

育推進のためご理解、ご協力いただき心より感謝しております。 

本年度の全国学力・学習状況調査結果並びに考察について、調査の対象は６学年児童ですが、

これまでの本校の取組が反映された結果であると判断し、すべての学年の保護者のみなさまに

も現状をお知らせいたします。今後学校として、学力と学習意欲の向上に向けた取組を一層進め

てまいります。あわせて保護者のみなさまとの連携で一層成果を上げてまいりたいと考えます。

ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

全国学力・学習状況調査は、小学校では６年生を対象に、本年４月１８日（木）に全国一斉に行わ

れた調査です。出題範囲は、原則として調査する学年の前学年までに含まれる内容で、国語と算

数においては、これまでのＡ問題（主として「知識」に関する問題）とＢ問題（主として「活用」に関

する問題）を一体的に問い、記述式の問題を一定の割合で導入しています。よって、今年度からは、

国語算数とも今までのＡ問題Ｂ問題が一つとなって実施されています。 

 

結果といたしましては、

左のグラフ１のように、国

語においては全国平均と

同じ程度という結果とな

りました。算数について

は、全国平均を少し下回

る結果となりました。 

三重県が実施している

「みえスタディチェック」

の４年時からの結果も合

わせて、経年で見ていき

ますと、４年生の時に比

べて学力を伸ばしている

ことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グラフ１】三重県平均を 100と見たときの割合 

三重県比 三重県比 三重県比 全国比 

４年 ５年 ５年 ６年 

みえスタ みえスタ① みえスタ② 全国学調 

平成 29年度 平成 30年度 平成 30年度 令和元年度 

 



さらに調査結果から、本校児童の教科（国語・算数）による傾向として、次のようなことがわかっ

てきました。 

 

 

 

 

【 強み 】 

○「読むこと」、「話すこと・聞くこと」、

「書くこと」の領域についてしっかり

と力をつけている。特に「読むこと」

「書くこと」については全国平均を

上回っている。 

○目的や意図に応じて、自分の考え

の理由を明らかにして、まとめて書く

ことについて、正答率が高かった。 

【 弱み 】 

○「伝統的な言語文化と国語の特質

に関する事項」の領域、つまり、漢字

や接続語などの使い方等、言語事項

に関わる領域で課題が見られる。特に、文と文との意味のつながりを考えながら、接続語を使

って内容を２文に分けて書くという問題の正答率が低かった。 

○６年生までの既習漢字について、学習する当該学年で学習している時はわかっていても、定着

が足りなかったのか、時間がたつと忘れてしまっているところがあり、既習漢字を文の中で正

しく使うといった問題の正答率が低かった。 

 

 

 

 

 

【強み】 

○棒グラフ等の資料から、資料の特徴

や傾向を読み取り、資料の特徴や傾

向を関連付けて判断して、理由等を記

述することができている。 

○「数と計算」、「数量関係」の領域に

ついては、力をつけてきている。 

【弱み】 

○「量と測定」、「図形」の領域におい

て力を発揮できていない。 

○場面の状況、問題の意図を正しく解

釈し、論理的に判断する力が弱いため、

立式して説明することに課題が見ら

れる。記述式の問題において正答率が低い。特に、示された図形の面積の求め方を考え、その求

め方の説明を記述することなどを問われると難しい。        （裏に続く） 

つつじが丘小の国語正答率は、ほぼ全国平均と同じでした。 

つつじが丘小の算数正答率は、全国平均を少しだけ下回りました 



    児童質問紙調査から見えてくる本校の特徴的な傾向と分析 

 

 同日には、「児童質問紙」調査も行われました。家庭・学校生活に関することや学習・読書習慣に

関すること、豊かな人間性に関することなど、さまざまな分野にわたっての質問事項がありまし

た。結果は下記のようでした。【 ※ 数値は、各質問に「している」「どちらかといえばしている」や

「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」等の割合（％）】 

●【家庭生活に関すること】 

質問事項 本校 三重県 全国 
全国との

比較 

朝食を毎日食べていますか。 95.7 95.2 95.3 +0.4 

毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか。 81.5 80.9 81.4 +0.1 

毎日、同じくらいの時刻に起きていますか。 92.4 91.5 91.6 +0.8 

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 
75.0 76.6 77.4 -2.4 

●【豊かな人間性に関すること】 

質問事項 本校 三重県 全国 全国との比較 

自分には、よいところがあると思いますか。 81.6 80.1 81.2 +0.4 

将来の夢や目標を持っていますか。 84.8 82.6 83.8 +1.0 

ものごとを最後までやり遂げて、うれしかったこと

がありますか。 
96.8 95.3 95.2 +1.6 

難しいことでも，失敗を恐れないで挑戦しています

か。 
82.6 78.7 79.0 +3.6 

人の役に立つ人間になりたいと思いますか 94.5 95.5 95.2 -0.7 

●【学校生活に関すること】 

質問事項 本校 三重県 全国 全国との比較 

先生は、あなたのよいところを認めてくれていると

思いますか。 
84.8 87.8 86.1 -1.3 

先生は、授業やテストで間違えたところや，理解し

ていないところについて，分かるまで教えてくれて

いると思いますか。 

98.9 94.2 91.7 +7.2 

学級みんなで話し合って決めたことなどに協力して

取り組み、うれしかったことがありますか。 
80.4 84.3 84.1 -3.7 

学校に行くのは楽しいと思いますか。 84.8 85.5 85.8 -1.0 

●【規範意識に関すること】 

質問事項 本校 三重県 全国 全国との比較 

学校のきまりを守っていますか。 88.0 92.0 92.3 -4.3 

人が困っているときは、進んで助けていますか。 87.0 88.8 87.9 -0.9 

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。 
96.7 97.5 97.1 -0.4 

 

 

 

 



●【学習・読書習慣に関すること】 

質問事項 本校 三重県 全国 全国との比較 

家で自分で計画を立てて勉強をしていますか。 63.0 71.7 71.5 -8.5 

学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、

１日当たりどれくらいの時間、勉強をしますか。 

（＊1時間以上の回答） 

26.1 27.6 29.3 -3.2 

学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、

１日当たりどれくらいの時間、読書をしますか。 

（＊１０分以上の回答） 

8.7 17.2 18.3 -9.6 

読書は好きですか。 81.5 74.5 75.0 +6.5 

新聞を読んでいますか。 13.0 19.2 19.0 -6.0 

●【外国や地域に関すること】 

質問事項 本校 三重県 全国 全国との比較 

今住んでいる地域の行事に参加していますか。 69.6 74.1 68.0 +1.6 

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。 
41.3 52.5 54.5 -13.2 

外国の人と友達になったり、外国のことについても

っと知ったりしてみたいと思いますか。 
66.3 69.8 68.6 -2.3 

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。 
76.1 76.2 76.1 0.0 

【よい傾向であると思われることは】 

  ○自己肯定感や将来への展望、最後までやり遂げること、困難に挑戦することなど、多くの

児童が当てはまると感じている。 

  ○先生との関係がおおむね良好である。特に学習において間違えたところや理解していな

いところについて、分かるまで教えてくれていると感じている児童の割合が全国平均に

比べて高い。 

  ○いじめはどんな理由があってもいけないと大多数の児童が思っている。 

  ○読書をする時間は長くないが、読書が好きという児童は、全国平均に比べて高い。 

 【課題としては】 

○家庭学習や読書の時間が短く、自分で計画を立てて勉強する児童が少ない。 

○学校のきまりを守っていると感じている子がほとんどだが、全国平均に比べて低い 

○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るという児童の割合が全国

に比べて低い。 

○学校以外の読書や新聞を読む時間が全国に比べて少ない。 

【今後に向けて】 

○自主学習等も含め、家庭学習の内容の充実（習ったことを使って問題をつくり、自分なりに

解答するなど）を図るとともに、全校体制のもと指導を徹底します。提出できていない児

童については、家庭連絡等させていただき、習慣化に努めます。 

○児童の学習への意欲の喚起を図り、友達との意見交流を行う場面を設定し、学ぶ楽しさが

ある授業づくり、主体的に考え学ぶ意欲の育成に力を入れていきます。 

○引き続き、南中学校との小中一貫教育を推進し、子どもたちの成長を９年間のスパンで考

え、学力の向上はもとより、体力の向上や豊かな心の育成に取り組みます。また、地域行事

への参加を含め、ふるさと学習「なばり学」への取組を深めます。 

今後ともどうぞよろしくご協力いただきますようお願い申し上げます。 


