
 

 

 

 

令和元年１０月  

 

 

 平成 31 年 4 月 18 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  み≫   

＊目的に応じて、文章の内容を的確に押さえ、自分の考えを明確にしながら読む。  

・食べ物の保存について疑問に思ったこと（なぜ食べ物を塩づけにしたり干したり  

すると保存できるのか）に対する答えになるよう、本や文章を選び、内容を的確  

に押さえて読むことができる。   

  ・昔の人が、食べ物を保存する方法を考えなければならなかった状況などについて、 

言葉や文を取り上げて、４０字以上、７０字以内でまとめて書くことができる。   

＊必要な情報を得るために、話し手の意図を捉えながら聞き、話しの展開に沿って、 

自分の理解を確認するための質問をする。  

・畳職人が、「すべて一点物だ」「完成した畳は同じように見えても、それぞれに  

個性がある」ということが自分にとっての畳の魅力であると発言していることを  

受けて、自分の理解が正しいかどうかを確認する質問として適切なものを選択で  

きる。  

＜弱  み＞    

＊学年別漢字配当表に示されている漢字（同音異義語）を文の中で正しく使う。  

 ・「地いきの人三十人を調査のたいしょうとして、公衆電話は必要かどうかを聞い  

たところ、ほとんどの人が必要だと回答しました。」  

 「対象」と解答できず、しょうが「照」やその他の解答になっている。   

 ・「今回の調査を通して知ったことを、学級の友達にかぎらず多くの友達に伝え、

公衆電話についてかんしんをもってもらいたいと思います。」  

「関心」と解答できず、かんが「感」やその他の解答になっている。    

＊目的や意図に応じて、自分の考えの理由を明確にし、まとめて書く。   

・「調査の内容と結果」が書かれた文章の「（１）公衆電話はどのようなときに   

本町における教科に関する調査結果の分析  

 

 

小学校国語  

◆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。  

 

 



 

 

必要なのか」と「（２）公衆電話にはどのような使い方や特徴があるのか」の両

方から分かったことを取り上げるなど、条件に合わせて書くことに課題がある。

（（１）と（２）の両方から、わかったことを理由として取り上げて書くことが

できず、どちらかのみ分かったことを取り上げて書いていたり、その他の解答に

なっている。）   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

《今後の学習について》  

文や文章の中で漢字を正しく使うことができるようにするためには、漢字辞典を使

って意味を調べたり、同音異義語を使い分けた短文作りをしたりする学習活動を行っ

ていくとよいでしょう。  

調べて分かったことを整理し、報告する文章を書くためには、調べて分かった事  

実を基に自分の考えをまとめて書く学習活動を行っていくとよいでしょう。  

 

 

 

≪強  み≫    

＊複数の情報の中から必要な数量を選択し、立式する。  

・観覧車に乗るために列に並んでいる場面において、ゴンドラが 1 台来るのに 20 

秒かかることと、はるとさんたちがあかりさんたちの 10 組後ろにいることに  

着目し、複数の情報から必要な数量を選び、立式することができる。  

＊複数の資料の特徴や傾向を関連付けることで見いだすことができる事柄から、数  

量の大小を判断して、その判断の理由を説明する。  

・二つの棒グラフから資料の特徴や傾向を読み取り、それらを関連付けて一人当

たりの水の使用量の増減を判断し、判断の理由を言葉や数を用いて記述できる。                       

小学校算数  



 

 

 

 

 

 

                           
＜弱  み＞                

＊示された計算の仕方を解釈し、減法  

 の場合を基に、除法に関して成り立  

つ性質を「わられる数」「わる数」  

「商」の３つの言葉を使って表現す  

る。  

 ・除法の計算の仕方について、３つ  

の言葉を使ってまとめると、例え  

ば「わり算では、わられる数とわ  

る数に同じ数をかけても、わられ    

る数とわる数を同じ数でわっても、 

商は変わらない。」などと解答で  

きず、その他の解答になっている。 

＊示された除法の式の意味を理解して  

いる。  

・除数が少数である場合の除法の意   

味について理解し、式 180（円）÷  

0.6（ｍ）を 1800（円）÷６（ｍ） 

と変形したときの答えは１ｍ分の  

代金を求めている式であると解答  

できず、６ｍ分の代金や１０ｍ分   

の代金と解答したり、その他の解  

答になっている。  

         

《今後の学習について》  

身のまわりで日々活用されている割合の表現に着目し、例えば、買い物の際、４分

の１カットのカボチャが９８円で売っていたとき、「丸ごと一つ買うといくらになる

かな。」「どんな式で求められるかな。」など、１より小さい単位で売っているもの

を取り上げて、「１あたり」の数を求める学習活動を行っていくとよいでしょう。  

問題の内容をきちんととらえるために、図や数直線等を活用して答えの見通しを立   

ててから、立式していく学習活動を行っていくとよいでしょう。  



 

 

 

 

≪強  み≫   

＊封筒の書き方を理解して、書く。         

・投稿先の名前に御中と敬称を適切に付けて封筒の中央に書き、  

 住所は封筒の右側に名前よりやや小さく書くことができる。  

＊文章に表れているものの見方や考え方について、自分の考えを書  

く。  

・「みんなの短歌」に掲載されている短歌の中から一首を選び、 

選んだ短歌の中の言葉を適切に取り上げて、想像できる情景や    

心情を書くとともに、感じたことや考えたことを書くことがで  

きる。  

＜弱  み＞  

＊話し合いの話題や方向を捉  

えて自分の考えを書く。  

・「地域とのつながりを大切   

にした文化祭にするため  

に」という議題での話し合  

いの流れを踏まえ、まだ  

「どうするか決まってい  

ないこと」について、それ  

を解決する具体的な案を  

書くことができず、その他  

の解答になっている。                

＊伝えたい事柄について、根  

 拠を明確にして書く。             

・「地域の店はこれからも   

必要だ。」という考えを  

支える根拠として、【広  

報誌の一部】にある情報を地域の店の「魅力」の具体例として用いることがで  

きず、その他の解答になっている。  

 

《今後の学習について》   

意見文を書く際には、読み手にわかりやすく書くことを意識しながら、集めた資料  

 の中にある情報を根拠として用いて、意見文を書く学習活動を行っていくとよいで  

しょう。  

自分が伝えたいことについて、資料の中から根拠となる情報を取り出し、読み手に

わかりやすいように自分の考えを加えて書く学習活動を行っていくとよいでしょう。 

 

 

 

≪強  み≫  

＊証明の根拠として用いられている三角形の合同条件を理解している。  

・証明で用いられている三角形の合同条件（２組の辺とその間の角）を書くことが  

できる。  

＊簡単な連立二元一次方程式を解くことができる。  

  ・連立二元一次方程式   y=-2x+1 

                          y=x-5    を解くことができる。  

中学校国語  

中学校数学  



 

 

＜弱  み＞  

＊一次関数について、グラフ上の点 P の y 座標と点 Q の y 座標の差を、事象に即して  

解釈する。  

・冷蔵庫 A を購入して x 年間使用する  

ときの総費用を y 円とする。 X 座標  

が０である点を P（このとき y 座標  

は 80,000）、 x 座標が８である点を  

Q（このとき y 座標は 200,000）とす  

る。点 P の y 座標と点 Q の y 座標の  

差（ 120,000）は、冷蔵庫 A について   

の購入してから 8 年間の電気代と解  

答できず、購入して 8 年間使用する  

ときの総費用と解答したり、その他  

の解答になっている。  

 

＊事象を数学的に解釈し、問題解決の方  

法を数学的に説明する。  

 ・冷蔵庫 B と冷蔵庫 C について、式や  

グラフを用いて、２つの総費用が等  

しくなる使用年数を求める方法を説  

明するのに、式やグラフを用いるこ  

とのみを記述した解答であったり、  

その他の解答になっている。  

 

《今後の学習について》  

２つの数量の変化や対応（変化の割合）を調べる際に、具体的な事象とグラフを関連  

付けて捉え、正しく読み取る学習活動を行っていくとよいでしょう。  

 

 

 

≪強  み≫   

＊語と語の連結による音変化を捉えて、情報を正確に聞き取る。（聞くこと）  

・ get up と for a walk の語と語の連結による音変化を捉えて、情報を正確に聞   

き取ることができる。  

＊日常的な話題について、情報を正確に聞き取る。（聞くこと）  

・音楽祭についての情報と日付を正確に聞き取り、複数の行事と日付の書かれた  

ポスターの中から、正しいものを選択できる。                             

＊文の中で適切に接続詞を用いる。（書くこと）  

・接続詞 if の用法を正しく理解して、文中の空所に入れる最も適切なものとして  

選択することができる。  

中 学 校 英 語

科  



 

 

＊一般動詞の２人称単数現在時制の疑問文を正確に書く。（書くこと）  

・与えられた英語を適切な形に変えたり、不足している語を補ったりなどして、会  

話が成り立つように英文を書くことができる。                           

 

＜弱  み＞  

＊与えられたテーマについて考えを整理し、文と文のつながりなどに注意してまとま  

りのある文章を正確な英語で書く。  

・タウンガイドに利用する学校を表  

   す２つのピクトグラム（案内用図  

記号）の案のうち、どちらの案が  

よいかについて、２つの案の対比  

を通して、理由を明らかにしなが  

ら、自分の考えを２５語以上の英  

語で書くことに課題がある。（条  

件を満たしつつも、主語や動詞の  

主要語の欠落や文構造の誤りなど  

のある解答であったり、２５語以  

上の英語で解答できていない。）   

 

《今後の学習について》   

与えられた情報に基づいて、自分の考えや気持ちなどを正しく伝えるために、主語

や動詞等の欠落や文構造の誤りなどコミュニケーションに支障をきたすような語や

文法事項等の誤りに注意して、英語で書く学習活動を行っていくとよいでしょう。  

 

 

 

 

 

 

【小学生（児童）】  
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【中学生（生徒）】  
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児童・生徒・学校質問紙調査からみられる特徴的な傾向と  

今後の取組  
 

 



 

 

 

 

 

・「学校に行くのが楽しいと思う、どちらかといえばそう思う」と答えている小学  

生は全体の９割近くおり、中学生は約８割います。また、学校のきまりを守って  

生活している小学生の割合は全体の約９割おり、ほとんどの中学生が学校のきま  

りを守って生活しています。  

・「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  

る小学生中学生の割合は、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。  

 ・「先生は自分の良いところを認めてくれている」と感じている、「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  

る」と解答している小学生は約９割おり、中学生は約８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、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、自分で計画を立てて勉強している小学生の割合は全体の約７割おり、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１時間以上の家庭学習（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の割合は、全体の約６割おり、中学生は  

全体の約７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３割おり、中学生は全体の約２割います。また、  

「読書は好き」と回答している小学生中学生は全体の約７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  

学校生活・自尊感情の高まりについて  

読書について  

家庭での学習について  

て  



 

 

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。  

 

 

 

・今住んでいる地域の行事に参加している小学生は全体の約８割おり、中学生は約  

６割います。  

・すべての小学校中学校が、コミュニティ・スクールなどの仕組みを生かして、保  

護者や地域との協働による活動を行ったと回答しています。  

 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。  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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/shecksheetbotan

n.html 

地域とのかかわりについて  

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

