
 
 

 

 

平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年１１１１２２２２月月月月 

 

 

 平成 30 年 4 月 17 日に、小学校第６学年及び中学校第３学年を対象に実施された「全国学力・

学習状況調査」の結果概要について、本町の児童生徒の学力の定着状況、学習状況、生活習慣等

の分析結果や今後の取組について、以下のようにまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪≪≪≪強強強強    みみみみ≫≫≫≫  

・相手や目的に応じ、自分が伝えたいことについて、事例などを挙げながら筋道を立てて話す。 

（図書館への行き方の説明として適切なものを選択する。） A 問題  

 ・話し合いの参加者として質問の意図を捉え、適切なものを選択する。  B 問題 

<<<<弱弱弱弱    みみみみ>   >   >   >       

・主部と述部とのつながりが合っていない文を選択し、主部はそのままにして、文の意味が 

変わらないように正しく書き直す。 A 問題   

 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

本町における本町における本町における本町における教科に関する調査結果の分析教科に関する調査結果の分析教科に関する調査結果の分析教科に関する調査結果の分析    
 

小学校国語小学校国語小学校国語小学校国語 

◆公表の趣旨公表の趣旨公表の趣旨公表の趣旨◆ 

本町では、今年度も児童生徒の学力や学習状況を把握･分析し教育施策の成果と課題検証

及び改善を行うと共に、各校においても教育指導の充実や学習状況の改善に役立てること

を目的として、学力・学習状況調査に参加しました。 

児童生徒の学力向上に向けた課題改善には、学校だけでなく、保護者をはじめ、地域の方々

に本町の子どもたちの現状を理解していただき、学校・家庭・地域が連携して取り組むこと

が重要であると考えています。 

そこで、菰野町教育委員会では、本町の教育改革の取組を更に推進し、児童生徒の「確か

な学力」の育成を図るため、今年度も本調査結果資料を公表します。 

 



 
 

    ・・・・目的に応じて複数の資料から適切な内容を取り上げて、それらを関係付けて理解したり、 

表現したりする。（山下さんは、どのようなことが知りたくて【自伝「旅人」の一部】を読んだの 

か、その説明として適切なものを選択する。） B 問題 

《今後の学習について》《今後の学習について》《今後の学習について》《今後の学習について》 

分かりやすい文章を書くためには、相手に伝わるかどうかという観点で自分で書いた文や 

文章を読み直したり、友達と読み合ったりするなどの学習活動を行っていくとよいでしょう。 

 

 

≪≪≪≪強強強強    みみみみ≫≫≫≫   

・角の大きさの意味や２直角が 180°であることを理解している。 A 問題 

・合同な正三角形で敷き詰められた模様（うろこ模様）の中から、条件に合う図形（正三角形 

４つでできている図形）を見出す。 B 問題 
                 
<<<<弱弱弱弱    みみみみ>>>>               

・円周率を求める式として正しいもの（円周の長さ÷直径の長さ）を選ぶ。 A 問題 

・１つの事柄について表した２つのグラフ（棒グラフと帯グラフ）から読み取ることができる 

ことを、適切に判断する。 B 問題 

 

                           （問い）  

グラフ 1とグラフ 2を見て、次のようにまとめます。 

 上の㋐にあてはまるものを、下の１から３ま

での中から１つ選んで、その番号を書きましょ

う。また、上の㋑にあてはまるものを、下の４

と５から選んで、その番号を書きましょう。 

                            

 1,2 年生、3,4 年生、5,6 年生の学年の人数はそれぞれ 175 人、200 人、 

250 人である。 

 

《今後の学習について》《今後の学習について》《今後の学習について》《今後の学習について》 

  数を表したグラフだけでなく、目的に応じて割合を表したグラフを新たに作り、二つのグ 

ラフから読み取ることができる情報を関連付けて考察するなどの学習活動を行っていくとよ 

いでしょう。 

    

    

≪≪≪≪強強強強    みみみみ≫≫≫≫   

・流されてきた土や石を積もらせる水の働きを表す言葉（たい積）を選ぶ。 

・海水と水道水を区別するために用意された２つの異なる実験方法から得られた結果を考察 

し、より妥当な考えを作り出す。 
                 
<<<<弱弱弱弱    みみみみ>>>>               

・流れる水の働きと土地の変化の関係についての実験結果から、大雨が降って流れる水の量 

 が増えたときの地面の削られ方について考察し、その内容を記述することができる。 

・物を水に溶かしても全体の重さは変わらないことを、食塩を溶かして体積が増えた食塩水 

小学校算数小学校算数小学校算数小学校算数 

小学校理科小学校理科小学校理科小学校理科 



 
 

に適用できる。 

                                                                                        

                                                                                                                                            （問い） 

400mL の水を用意して、12g の食塩をとかすことに                                                 このときにできた食塩水の重さはどう 

しました。                               なっていますか。下の１１１１から４４４４までの中 

「あれ？400mL の水に食塩を 12g とかしたら、でき             から１つ選んで、その番号を書きましょ 

た食塩水は 400mL より多くなるのではないかな？」             う。 

そこで、できた食塩水の量をメスシリンダーではか 

ってみると、408mL になっていました。 

    

    

《《《《今後の学習今後の学習今後の学習今後の学習について》について》について》について》  

「物が水に溶ける」ということについては、水に溶けた物は視覚でとらえることができな 

いため、水溶液の重さや体積をはかり、定量的に考えたり、物が水に溶ける様子を絵や図 

等を用いて表現したりする学習活動を行っていくとよいでしょう。 

 

    

≪≪≪≪強強強強    みみみみ≫≫≫≫     

・文脈に即して漢字（池の水が凍る、技を磨く）を正しく読む A 問題                     

 ・古典の文章（いはく）と現代語訳（言うには）とを対応させて内容を捉える。 A 問題    

 ・話の論理的な構成や展開などに注意して聞き、必要に応じて質問することができる。 

 B 問題     

<<<<弱弱弱弱    みみみみ>>>>     

・「心を打たれた。」を文末に用いた一文を、目的に応じて文の成分の順序や照応、構成を 

 考えて適切に書く。 A 問題   

 

   

 （問い）「心を打たれた。」を文末に用いた一文を書きなさい。なお、「心を打たれた」の主語を 

明らかにした上で、「誰（何）」の「どのようなこと」に「心を打たれた」のかが分かるよ 

うに書くこと。 

 

・説明的な文章を読み、「天地無用」という言葉を誤った意味で解釈してしまう人がいる 

 理由を要約して書く。 B 問題  

《《《《今後の学習今後の学習今後の学習今後の学習についてについてについてについて》》》》  

  文を書く際には、文の成分の順序や主語と述語の照応などを整え、伝えたいことが相手に 

適切に伝わるように書くことができているかを常に吟味することが大切です。心の動きや身の 

回りの様々な物事などについて具体的な内容を盛り込んだ文を書き、伝えたいことを適切に表 

現するための語順や語の照応について確かめるなどの学習活動を行っていくとよいでしょう。 

 

 

≪≪≪≪強強強強    みみみみ≫≫≫≫    

・絶対値が６である数として、＋６と－６の２つが存在することを理解している。 A 問題 

・半円の直径を軸として回転させると球が構成されることを理解している。 A 問題 

・指数を含む正の数と負の数の計算ができる。２×（－５２） A 問題    

<<<<弱弱弱弱    みみみみ>>>>    

・歩いた道のりと残りの道のりの関係（一次関数）について、正しい記述を選ぶ。 A 問題                        

中中中中学校国語学校国語学校国語学校国語 

中学校数学中学校数学中学校数学中学校数学 



 
 

・1 枚の硬貨を投げる実験を多数回繰り返したとき、相対度数の変化の様子（表の出る回数 

の全体に対する割合が 0.5 に近づくこと）を理解している。 A 問題 

・表や問題文から団体料金 2940 円が通常料金 3500 円の 560 円引きとなっていることを読 

 み取り、この 560 円は通常料金の何％に当たるかを求める式を書く。 B 問題 

 

 

里奈さんは、バスツアーを利用して旅行することにしました。 

 そこで、Ｓ社とＴ社のパンフレットから、次のような表にまとめ 

ました。 

(問い) 

 里奈さんが作った表から、Ｓ社の場合、団体料金は

通常料金の 560 円引きであることがわかります。この

560 円は通常料金の何％にあたるかを求める式を書き

なさい。ただし、実際に何％にあたるかを求める必要

はありません。 

 

                        

《《《《今後の学習今後の学習今後の学習今後の学習について》について》について》について》  

日常生活における具体的な事象の中に数量の関係を見いだし、それを文字を用いて式に表 

したり式の意味を読み取ったりすることができるようにするために、数直線や比などに表す 

ことで、基準量・比較量・割合を捉え、それらの関係を的確に式に表す学習活動を繰り返し 

行っていくとよいでしょう。 

 

 

≪≪≪≪強強強強    みみみみ≫≫≫≫     

・自転車のライトの豆電球型の LED が豆電球に比べて明るく点灯することについて科学的に 

探究する場面において、豆電球と豆電球型の LEDの点灯の様子と電力との関係を指摘できる。 

 ・地震を科学的に探究する場面において、初期微動継続時間の長さと地震からの距離の関係 

の知識と、雷鳴や打ち上げ花火などの体験をもとに、空気中を伝わる光と音の速さに関す 

る知識とを関連付けて活用できる。 

<<<<弱弱弱弱    みみみみ>>>>    

・ガスバーナーの空気の量を変えて炎の色と金網に付くススの量を調べる実験を計画する際に、 

「変えない条件」を指摘（条件制御の知識・技能を活用）することができる。 

    

    

課題 

ガスバーナーの空気の量を変えて、炎の色と金網につくスス 

（炭素）の量を調べよう。 

実験 

表 1 のように、変える条件と変えない条件を決めて、炎の色 

と金網に付くススの量を調べる。 

 

（問い）表１の  X  に適する変えない条件がいくつかあります。変えない条件を１つ書きなさい。 

中学校理科中学校理科中学校理科中学校理科 



 
 

    

 

 

 

【小学生（児童）】 
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【中学生（生徒）】 
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・「自分には良いところがあると思う」「将来の夢や目標を持っている」と答えている小学生の 

割合は、全体の約９割おり、中学生は全体の約８割います。また、ほとんどの小学生中学生 

が「いじめはどんな理由があってもしてはいけないことだ」「人の役に立つ人間になりたい」 

と思っています。 

・すべての小学校中学校が、調査対象学年の児童生徒に対して、児童生徒一人ひとりの良い点 

や可能性を見つけ評価する（褒めるなど）取組を行っていると回答しています。 

菰野町では、すべての子どもが将来の夢や目標を持ち、その実現に向けて自信を高めていけ

るよう、教育活動全体において一人ひとりを大切に育み、児童生徒の自尊感情及び自己肯定感

を高めていくことをめざしています。今後も、生徒指導推進協力員やスクール相談ネットワー

カーと連携を取りながら生徒指導の充実を図り、子どもたちが安心して学べる環境づくりを行

ってまいります。 

 

 

・家で、学校の宿題をしている小学生中学生の割合は全体の約９割おり、学校の授業の予習復 

習をしている小学生中学生は全体の約５割います。また、学校の授業時間以外に、普段（月 

曜日から金曜日）、１日３０分以上の家庭学習（学習塾で勉強している時間や家庭教師に教わ 

っている時間も含む）に取り組んでいる小学生中学生は、全体の約９割います。 

・すべての小学校中学校が、調査対象学年の児童生徒に対して、家庭学習の取組として、児童 

生徒に家庭での学習方法等を具体例を挙げながら教えるようにしていると回答しています。 

菰野町では、子どもたちが学ぶ喜びを感じ、進んで学習に向かえるよう、学校の授業では、

わかる授業をめざした授業改善に取り組んでいます。子どもたちが学ぶ習慣を身につけ主体 

児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒・学校・学校・学校・学校質問紙調査からみ質問紙調査からみ質問紙調査からみ質問紙調査からみられる特徴的な傾向られる特徴的な傾向られる特徴的な傾向られる特徴的な傾向とととと    

今後の取組今後の取組今後の取組今後の取組    
 

学校生活学校生活学校生活学校生活・自尊感情の高まり・自尊感情の高まり・自尊感情の高まり・自尊感情の高まりについてについてについてについて 

家庭での学習について家庭での学習について家庭での学習について家庭での学習について 

てててて 



 
 

的な学びができるようになるには家庭学習が大切であると捉え、町内の小学生中学生及び保 

護者に対し「家庭学習の手引き」を配付しています。子どもたちへの家庭学習の声掛けや学 

習環境の整備等にご理解ご協力をお願いします。 

 

 

・学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、１日３０分以上の読書に取り組んで 

いる小学生は全体の約４割おり、中学生は全体の約３割います。 

・新聞を週に１回以上読んでいる小学生は全体の約２割おり、中学生は全体の約１割います。 

  菰野町では、子どもたちの読書に対する興味関心の涵養を図るため、菰野町図書館職員に 

 よるブックトークを活用した本の紹介や、図書ボランティアによる読み聞かせ等の取組を行 

 っています。読書活動は子どもたちが言葉を学び、新しい世界を知り、感性を磨き、表現力 

 や想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのでき 

 ないものです。今後も、子どもたちがいつでも本に親しめるよう、本の環境整備に努めてま 

 いります。 

 

 

 ・授業の中で、地域のことを調べたり地域の人と関わったりする機会があった小学生中学生 

は全体の約８割います。 

  ・地域の行事に参加している小学生は全体の約７割おり、中学生は約５割います。また、地 

  域社会などでボランティア活動に参加したことがある小学生は全体の約６割おり、中学生は 

  約７割います。 

 ・地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある小学生中学生は全体の約６割います。 

  菰野町では、子どもたちの豊かな育ちを支えるため、各学校が保護者や地域住民とのパート

ナーシップを強化し、地域の状況に応じた取組により、「地域とともにある学校」となること

をめざしています。そのため、今後もコミュニティ・スクールを活用した学校づくりの取組を

進めてまいります。 

 

 

・テレビのニュース番組やインターネットのニュース（携帯電話やスマートフォンを使って 

インターネットのニュースを見る場合も含む）を見ている小学生中学生は全体の約８割いま 

す。 

子どもたちが家庭で過ごす時間を有効に使い、生活リズムをつくるために、ご家庭では、 

テレビを見たりゲームをしたりする時間帯や、ゲームをしない日を決める等、話し合ってく 

ださい。子どもたちにとって携帯電話やスマートフォンを使う時間や使用方法等の具体的な 

約束事を決めることは、有効な時間活用に加え、子どもたちを守ることにつながります。家 

庭でのルールづくりをお願いします。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの生活習慣を整えるために、全国学力・学習状況調査結果や 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果を踏まえて作成された「生活習慣・

読書週間チェックシート」を家庭でもご活用ください。 

 

※「生活習慣・読書週間チェックシート」は、みえの学力向上県民運動ホー

ムページよりダウンロードできます。 

http://www.mie-c.ed.jp/kenminundou/checksheet/shecksheetbotann.html 

読書について読書について読書について読書について 

家庭生活について家庭生活について家庭生活について家庭生活について 

地域とのかかわり地域とのかかわり地域とのかかわり地域とのかかわりについてについてについてについて

についてについてについてについて 


