平成 31 年度（令和元年度） 全国学力・学習状況調査の結果について
令和元年 9 月 20 日
枚方市立樟葉西小学校

質問紙調査の結果

※帯グラフは、左から「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」「どちらかといえば当て
はまらない」
「あてはまらない」を示しています。
※折れ線グラフは、
「当てはまる」
「どちらかといえば当てはまる」の合計数値となっています。
※無回答があるため、帯グラフの合計数値は 100 にならない場合もあります。

質問紙調査結果の中から、主な項目について、本校と全国の経年比較をお知らせします。

全国
本校

あなたの学級では、学級生活をよりよくするために学級会で話し合

読書は好きですか

文部科学省が今年４月に実施した、平成 31 年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査の結果について、全

い、互いの意見のよさを生かして解決方法を決めていると思いますか

国を基準とした経年推移等によって、本校の学力や学習の状況を保護者の皆様にお知らせします。結果によると、
児童の生活習慣と学力には相関関係があることから、引き続き、保護者の皆様にもご協力をお願いいたします。

【全体概要】
学力調査の結果

※調査結果について
教科や出題範囲が限られていることから、
全国学力・学習状況調査により測定できるのは、学力の特定の一部分です。

学力調査結果の中から、本校と全国の経年比較（対全国比）をお知らせします。
（※今年度より、Ａ・Ｂ問題が一体化されましたので、グラフを分けています。
）
難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している

将来の夢や目標を持っている

＜質問紙調査結果の概要＞

＜学力調査結果の概要＞
○国語について
→国語の正答率は、全ての領域で全国平均を上回った。
→「条件にあわせてまとめて書く問題」「文を分けて書きなおす問題」に課題がみられた。
○算数について
→算数の正答率は、全ての領域で全国平均を上回った。
→「示された求め方を解釈し、別の方法の求め方や性質について記述する問題」に課題が
みられた。
※本調査は、平成 19 年度から実施されています。
※平成 23 年度は中止(東日本大震災)、平成 24 年度は一部の学校を対象にした抽出調査のため、掲載していません。

〇読書習慣について
読書活動の取り組みを通し、読書への親しみが上昇している
〇学級経営について
互いの意見を認め合いながら話し合い、解決できる学級づくりを意識した学級経営を行うことが
できている。
〇キャリア教育について
「失敗を恐れないで挑戦すること」や「将来の夢や目標を持っている」が全国を下回り、課題が
残った

まとめ
算数・国語ともに全ての領域の正答率において、本校の児童は全国平均を上回っており、授業改善
等の一定の成果が表れていると考えられる。しかし、国語・算数ともに、記述問題において、正確
にまとめる力に課題がみられた。学校で重点的に取り組んでいる読書習慣についても一定の成果が
表れた。一方で、キャリア教育においては、課題がみられ家庭と連携して取り組んでいきたい。
※次ページ以降に、「各教科に関する調査」
「質問紙調査」における詳細な結果について公表しております。

【詳細について】
教科に関する調査
＜国語＞

成果や課題があった設問

成果や課題があった設問

【成果】

【成果】

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

図表やグラフなどを用いた目的を捉える

正答率

無解答率

本校

81.6

1.0

全国

71.2

0.5

（考察）

無解答率

本校

89.3

2.9

全国

81.3

3.4

（考察）

調べたことをまとめている複数の資

インタビューの場面において、自分の

料が、それぞれどのような目的で用いら

理解が正しいかを確認するための質問

れているか捉える問題が、正答率が

をする問題の正答率が 89.3％と高く、全

81.6％と全国よりも 10.4 ポイント高か

国の 81.3％に比べて 8 ポイント高かっ

った。前年度は、複数の資料から情報を

た。普段の授業での話し合い活動などの

読み取りまとめる問題に課題があった

取り組みによって、話し手の意図を捉え

が、今回は複数の資料から情報を読み取
る力がついてきたことがわかった。

ながら聞く力が徐々についてきたと考
えられる。

目的や意図に応じて、自分の考えの理由を
【課題】

正答率

文と文との意味のつながりを考えながら、接続

明確にし、まとめて書く

【課題】
正答率

無解答率

本校

35.0

6.8

全国

28.8

3.8

語を使って内容を分けて書く
正答率

無解答率

本校

54.4

12.6

全国

47.8

11.3

（考察）
調べたことを報告する文章に、分かっ
問題を掲載してください。

たことを読み取り、条件に合わせてまと

（考察）
調べたことを報告する文章を、接続詞

めて書く問題が、正答率 35％と低かっ

を使って、文を分けて書き直す問題の正

た。解答類型をみると、指定された複数

答率が 54.4％であり課題が見られた。文

の条件のうち、１つだけ満たせていない

章をまとめる際に、読み手を意識して、

解答が多かった。同じように複数の条件

わかりやすいように伝えるために接続

が指定された別の問題においても同様

詞を使って、短い文をつなげてまとめる

の傾向がみられた。普段の授業から指定

指導が必要である。

された条件を満たしながら文章をまと
める指導が必要である。

【詳細について】
教科に関する調査
＜算数＞

成果や課題があった設問

成果や課題があった設問

【成果】

【成果】 図形の性質や構成要素に着目し、ほかの図形を

資料の特徴や傾向を関連付けて、一人当たりの水
の使用量の増減を判断し、その理由を記述できる

正答率

無解答率

本校

74.8

1.0

全国

60.3

0.6

構成することができる

（考察）

正答率

無解答率

本校

61.2

1.9

全国

52.1

2.0

（考察）

二つの合同な台形を、ずらしたり、回

二つの棒グラフから、一人当たりの水

したり、裏返したりして、同じ長さの辺

の使用量についてわかることを選び、理

同士をあわせてつくることができる形

由を説明する問題の正答率が 61.2％で

を選ぶ問題の正答率が 74.8％と全国に

全国の 52.1％に比べると、9.1％高かっ

比べ 14.5 ポイント高かった。図形の構成

た。前年度、単位量あたりの問題に課題

要素に着目をして、図形を比べながら、

がみられたが、今年度は、一人あたり量

ほかの図形をつくったりするような問

の意味について理解し、文章で説明がで

題はある一定、定着していることがわか

きていた。

った。

示された図形の面積の求め方を解釈し、その
【課題】

示された計算の仕方を解釈し、減法の場合を基

求め方の説明を記述できる

【課題】
正答率

無解答率

本校

48.5

4.9

全国

43.9

6.7

に、除法に関して成り立つ性質を記述できる
正答率

無解答率

本校

33.0

16.5

全国

31.1

10.8

（考察）
減法の式が、示された形の面積をどの

（考察）

ように求めているのかを、数や演算の表

減法の計算の仕方についてまとめた

す内容に着目して書く問題の正答率が、

ことを基に、除法の計算の仕方について

48.5％と低かった。解答類型をみると、

まとめる問題において正答率が 33%と

言葉や式で説明する際に、言葉が足りて

課題がみられた。解答類型をみると、商

いない解答が多かった。普段の授業か

の言葉を使って説明が出来ていなかっ

ら、必要な言葉を使って、正確に説明が

たり、無解答が多かったりした。商とい

できるようにする指導が必要である。

う言葉が定着していなかったと考えら
れる。普段の授業から、算数用語を使っ
て説明できる指導が必要である。

質問紙に関する調査

※帯グラフは、左から「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」「どちらかといえば当て
はまらない」
「あてはまらない」を示しています。
※折れ線グラフは、
「当てはまる」
「どちらかといえば当てはまる」の合計数値となっています。
※無回答があるため、帯グラフの合計数値は 100 にならない場合もあります。

全国

【成果のあった項目】

【課題が残った項目】
難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している

将来の夢や目標を持っている

本校

読書は好きですか

（考察）
「読書は好きですか」の肯定的な回答が、85.6%と全
国の 75%に対して 10.6 ポイント高かった。全国が横ば
い傾向にある中で、本校は、年々、上昇傾向にある。本
校では、昨年度より、朝読書や読書カードの取り組みを
進めており、また本年度は、大阪府の図書館活用の研究
指定を受け、図書を活用した授業づくりにも取り組んで
いる。
引き続き教育活動を通じて、読書習慣の形成を図ると
ともに、学習活動での活用についても、多様な指導の展
開に取り組んでいきたい。

（考察）
「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している」の肯定的な回答が 72.1%と全国の 79%に対して、
6.9 ポイント下回った。また「将来の夢や目標を持っている」は、82.7%と、全国の 83.8%に比べて 0.9
ポイント下回った。値的には低くはないが、年度により不安定である。夢を持つこと自体が大事という
よりも、何事にも挑戦することや、自己をみつめながら目標を決め、自己実現していこうとすることは、

将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現
するために大切である。家庭と学校が連携して子ども達のキャリア教育を充実させていく必要があ
る。
あなたの学級では、学級生活をよりよくするために学級
会で話し合い、互いの意見のよさを生かして解決方法を
決めていると思いますか

（考察）
「あなたの学級では、学級生活をよりよくするために

分析結果を踏まえて今年度中に取り組んでいくこと

学級会で話し合い、互いの意見のよさを生かして解決方
法を決めていると思いますか」の肯定的な回答が、

（１） 授業改善について

86.5%と全国の 74%に対して、12.5 ポイント高かった。

・引き続き「Hirakata 授業スタンダード」に基づいた授業づくりに取り組む

特に「とてもそう思う」に 62.5%の回答があり、全国よ

・「文章や資料などから必要な情報を正確に読み取り、目的や意図、条件にあわせて課題を解決できる力の育成」

りも 32.5 ポイント高かった。話し合いの中で解決して

をテーマに授業改善に取り組む

いく学級経営を学年全体で取り組んでおり、児童もそれ

・普段の授業を相互に参観する機会を設け、教職員同士で授業力向上に取り組む

を実感していることがよくわかる結果となった。

・低位層のつまずきを把握し、組織的にフォローする「計算バッチリ学習」に取り組む
・学校図書館を活用し、言語活動を充実した授業づくりに取り組み、主体的・対話的で深い学びを実現する
（２）学習規律について
・引き続き「樟西小学力向上スタンダード」を活用し、チャイム着席などの基本的な学習習慣を定着させていく
・「めあて」や「振り返り」の活動を充実させ、目標設定や自己をふりかえる習慣を定着させていく
（３）家庭学習について
・自学自習ノートの活用、タブレットドリルの活用など、家庭と連携した家庭学習を推進する

