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－平成 29 年度 全国学力・学習状況調査から－ 

 平成 29 年度全国学力・学習状況調査の結果を分析し，妻里小学校の児童の学ぶ力をさらに伸ばすために大切だと思わ

れる内容をまとめたものです。「進んで学ぼうとする意欲」や「思考力・判断力・表現力」等を育成するために，学校と

家庭，地域が一体となった教育活動の充実に向け，引き続き御支援・御協力をお願いいたします。  

平成 29年度 本校の教科の学力状況 (A:知識を問う問題，B:知識をもとに活用する力を問う問題)の平均正答率 

 国語 A 国語 B 算数 A 算数 B  

 

 

 

 本校の正答率は国語・算数とも全国や県の正答率より低く，問

題別ではＡ問題よりＢ問題の正答率が低くなっています。Ｂ問題

は，自分の意見を書いたり，問題の解き方を説明したりする問題

で，考えたことを文章に書き表すことが苦手な傾向が見られま

す。また，問題文が１５ページ以上もあり，長い文章を最後まで

読むことや，設問に対する答えを文章中から探すことが苦手な傾

向も見られます。 

妻里小 △ △ △ △ 

茨城県 76 0 59 0 81 0 47 0 

全 国 74.8 57.5 78.6 45.9 

◎：全国及び県の正答率よりも高い ○：全国平均正答率より高い △：全国平均正答率より低い ／ 茨城県の結果は，整数値で公表 

【水戸市全体の調査結果から】 

 国 語  
〈成果〉 

・A・B 問題ともに，全国平均より高い。 

・「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」全ての領域において，全国平均

より高い。 

〈課題〉 

・同音異義の漢字（例：「対象」と「対照」）を，文章の中で正しく書くこと。 

・目的や意図に応じて資料から必要な情報を探し，内容を整理して書くこと。 

〈改善方法〉 

・日常生活の中で，漢字の意味を考えて使うようにする。 

・具体的な事実と自分の感想，意見などとを区別しながら，必要な内容を整理して

書くようにする。 

 算 数  
〈成果〉 

・本年度も，A・B 問題ともに全国や県平均より高い。特に，数と計算領域の正答

率が高い。 

・２つの数量の関係を数直線に表すことが改善している。 

〈課題〉 

・日常生活の事象を数理的に捉え，これまでに学習した知識と関連付けて考察する

こと。 

・基準量・比較量・割合の関係を捉えること。 

〈改善方法〉 
・見いだした考えを活用し，条件を変更した場面にも適用して問題解決を図るよう

にする。 

水戸市全体の児童質問紙調査から 

◆ 生活習慣や学習習慣の安定が，子どもたちの学力向上につながります！ 

●毎日，同じくらいの時刻に寝ている          

 

 

 

（１）朝食を毎日食べている 

（２）毎日，同じくらいの時刻に寝ている 

（３）毎日，同じくらいの時刻に起きている 

※数値は，「している」と回答した児童の割合 
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●家で，自分で計画を立てて勉強をしている                ●家で，学校の宿題をしている 

 

 

 

 

 

 

●家で，学校の授業の予習をしている                   ●家で，学校の授業の復習をしている 

 

 

 

 

上のグラフは，児童の回答ごとの平均正答率の比較です。「毎日，同じくら
いの時刻に寝ている」の設問に「している」と回答した児童は，すべての教科
で平均正答率が高く，「全くしていない」と回答した児童と，教科によって 12.6
ポイントから 17.5 ポイントの開きがあります。 
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家での学習習慣に関する設問では「している」と回答した児童は，すべての教科で平均正答率が高い傾向にあります。  
本市では，すべての学校で児童一人一人の家庭学習計画表を作成し，家庭学習ノートを毎日点検します。保護者の皆さまもお
子様の学習習慣の定着に向け，学習計画の進み具合を確認するなど，御協力をお願いいたします。  

 



【本校児童の調査結果から】 

 

 

 
 
【学習の成果が見られたところ】 

１ 俳句のよさを感じ取る問題では，「雪とけてくりくり
したる月夜かな」「ひやひやと月も白しや秋の風」を読
んで，この俳句のよさは「くりくり」「ひやひや」など
の言葉のひびきにあると答えることができた。 

２ 文章中の空欄を埋める問題では，空欄の前後に書かれ
ている言葉（例えば～と書かれています）をヒントにし
て，根拠となる例文を選ぶことができた。 

 
【課題が見られたところ】 

１ 長い文章を最後まで読んで内容を理解することや，設
問に対する答えを文章中から探すことが苦手な傾向に
ある。また，言葉の意味が分からずに答えられなかった
と考えられる問題がある。（右欄２参照） 

２ 条件に合った文章を書く問題（約百文字で理由を書
く）の正答率が低い。最後の問題であったこともあり，
全く書いていない児童も多かった。 

※課題が見られたことに対しての 

学習のポイント 
 

１ 音読・読書など，日々の努力を続けよう 

全国学力・学習状況調査の問題文はとても長いので，最
後まで集中して読む力，内容を理解する力が必要です。教
科書の文章を毎日音読すること，読書の時間には集中して
読むことなど，文章を速く正確に読む力がつくように，日
々の努力の積み重ねが大切です。 

２ 知らない言葉は国語辞典で調べよう 
 今回正答率の低かった問題には，「対象」「具体例」「要
約」「取り上げて」「明らかにする」などの言葉が使われて
いました。知らない言葉は国語辞典を使って意味を調べる
習慣をつけ，その言葉を使えるようにしましょう。 

３ 理由をつけて自分の考えを言うようにしよう 
 自分の考えを発表する場面で，「◯◯だと思います」と
言うよりも「◯◯なので◯◯だと思います」と言ったほう
が，みんなも「なるほど！」と納得してくれます。普段か
ら理由をつけて話したり書いたりするようにしましょう。 

 

 

 
 
【学習の成果が見られたところ】 

１ 数直線に数値や□（分かっていない数値）を書き込む
問題では，「１ｍ分の値段」「長さが小数のときの代金
や長さの大小関係」「代金と長さが対応していること」
を理解して数直線に書き表すことができた。 

２ 足し算とかけ算の両方があるときの計算順序，整数÷
整数の答えを分数で表す方法など，計算のきまりや約束
を理解して答えを出すことができた。 

 
【課題が見られたところ】 

１ 答えの求め方を言葉の式に表す問題（「３×９＝２７」
を「２枚のカードの差×９＝２けたの引き算の答え」と
表す）や，式の中にある数が何を表しているかを言葉で
答える問題の正答率が低い。 

２ より簡単に計算する工夫を考え，その方法を言葉や式
を使って説明する問題や，その答えになったわけを言葉
や式を使って説明する問題の正答率が低い。 

※課題が見られたことに対しての 

学習のポイント 
 

１ 言葉の式を書いてみよう 
式には意味があります。「りんごの数－食べたりんごの

数＝残ったりんごの数」「ジュースの量÷人数＝一人分のジ
ュースの量」のように，式に書いた数字が何を表している
のかを言葉の式にして書いてみましょう。言葉の式で考え
られるようになれば，数字がどんな数に変わっても式を立
てられるようになります。 

２ 自分の考えをみんなに聞いてもらおう 
学校の授業では，どう考えて答えを出したのかをグルー

プで話し合ったり，考えたことをみんなの前で発表したり
する場面があります。自分の考えをノートに書いて，みん
なに聞いてもらいましょう。自分で考えられなかったとき
は，友達の説明をよく聞いて，分からないところは分かる
まで質問しましょう。自分で解けなくても，友達の説明を
聞いて「わかった！」と思えれば，自分でできるようにな
っているはずです。 

 
 

児童質問紙調査から 学習意欲，学習環境，生活習慣等に関する調査から見られる本校児童の傾向です。 

 

〈成果〉…質問に対して「当てはまる」と答えた人が多いこと。 

「友達と話し合うとき，友達の話や意見を最後まで聞くことができる」…話を最後まで聞けることは，思いやりの現れです。 

「学校で，友達に会うのは楽しい」「学級みんなで協力して何かをやりとげ，うれしかったことがある」…６年生の仲の良

さは「妻里小一」と言えるかもしれません。良好な人間関係を築けることは，よりよく生きるために大事な要素です。 

 

〈課題〉…質問に対して「当てはまる」と答えた人が少なく，努力が必要なこと。 

「友達の前で自分の考えや意見を発表すること」「自分の考えを他の人に説明したり，文章に書いたりすること」…昨年度

もこの内容が苦手な傾向がありました。授業中に発表するとき，間違いを恐れて発表できない人が多いようです。「難しい

事でも，失敗を恐れないで挑戦していますか」という質問に「当てはまる」と答えた人数も少なかったです。  

 

〈今後の取組〉…「根拠を明確にして自分の考えを伝える力を育成する」「家で復習をする」 

「国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書くこと」に苦手意識をもっている児童が多

く見られました。学校では，教科書を読んで感じたことや考えたことの理由が「どこに何と書いてあるからか」，登場人物

の気持ちを想像し「自分がそう考えた理由は何か」などを友達同士で伝え合う学習を展開し，根拠（理由）を明確にして自

分の考えを伝える力を育てていきます。 

「家で，学校の授業の復習をしていますか」の質問に対して，「当てはまる」と答えた人数が少なく，家庭学習の仕方にも

課題が見えてきました。「授業の復習」といっても「何をすればよいのか」と思うかもしれません。まずは，その日に勉強

したことをノートを見ながら思い出すことから始めてみましょう。毎日宿題になっている音読で，社会や理科の教科書を読

むのも復習になります。３年生は４０分，４年生は５０分，５年生は６０分，６年生は７０分を目安に家庭学習（宿題+復

習）に取り組んでみましょう。 

※調査問題は，文部科学省の HP から閲覧できます。現在求められている学力がどのようなものなのか，御家庭で話題にしてみてください。 

 
学習のポイント 

国 語 

算 数 
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