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平成 28年 11月 1日 

保護者の皆様へ 

河内長野市立美加の台小学校 

 校 長   山 本 直 嗣 
 

平成 28年度全国学力・学習状況調査の結果について 
 

 秋涼の候、保護者の皆様方には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は、本校教育

にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、本年度 4月 19日に実施した全国学力・学習状況調査（第 6学年対象）の結果について、

学力・生活面から分析した結果概要を下記のとおりお知らせいたします。 

今後さらなる児童の「学力向上」に努めてまいりますが、学年を問わずご家庭におかれまして

も一層のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願いします。 

 

１ 学力の概況  （Ａ：主として「知識」に関する問題、Ｂ：主として「活用」に関する問題） 

(1) 国語 A 

ア 概況 

国語科は、「話すこと・聞くこと」、「書くこと」及び「読むこと」の３つの領域から

構成されています。また、「言語文化と国語の特質に関する事項」を設け、言語文化に

親しむ態度を育てたり、国語の役割や特質についての理解を深めたり、豊かな言語感

覚を養ったりするための内容が示されています。 

さて、今回の結果では、総合では全国平均を上回る好結果でしたが、話すこと・聞

くことの領域が全国平均と同じでした。一方、漢字の読み、ローマ字の正答率が高く、

基礎・基本が定着していることがわかります。 

イ 特に成果が見られた問題例 

漢字の読みで正答率が高く 100%の問題もありました。ローマ字の書き取りは正答率

が全国よりも 15p程度上回っています。書くことを問われる問題では、ともに 7p以上

の上回りがあり、また言語文化と国語の特質を問う問題で全国を 10p 上回る高い正答

率が出ています。 

ウ 特に課題が見られた問題例 

漢字の書き取りが読みに比べて正答率が低く、ローマ字の読みが書き取りに比べて

無解答率が高くなりました。話し合い内容の説明として適切なものを選択する問題が

全国平均に止まり、人物像を説明する根拠となる表現として適切なものを選択する問

題も全国との差が少なく、本校の正答率も低く出ました。 

 

(2) 国語 B 

ア 概況 

全体の正答率は、全国を 8p 以上も上回る成績でした。国語への関心・意欲･態度、

そして、話す・聞く能力について十分に身についており、評価できる部分です。また、

無解答率が全問 0pという結果は大きく評価できます。 

イ 特に成果が見られた問題例 

質問の意図を捉える問題において、正答率が全国比 13.5p の上回りです。内容を的

確に押さえ、自分の考えを明確にする問題についても 13.8p も上回り、紹介したい内
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容をきちんと書くことができています。また、表を基に自分の考えを書く問題では、

正答率が 8割近く、書くことについて成果が出ていると言えます。 

ウ 特に課題が見られた問題例 

グラフを基に自分の考えを書く問題は、正答率が全国を唯一下回っており、記述式

の問題については、課題を残した。また、グラフを基に分かったことを的確に書く問

題が全国平均程度に止まった。 

 

(3) 算数 A 

ア 概況 

全体的に正答率が全国よりも 10p 以上も上回り、しっかりと理解できている。不等

号を書く問題については、全員が正解で理解できている。四則計算の問題についても、

9 割以上の正答率であり数と計算の領域については、きちんと理解できていることが

わかる。 

イ 特に成果が見られた問題例 

図形の問題の 6、7において、正答率が 9割以上あり、全国よりも 13～15pも上回っ

た。また、数と計算の問題 1(1)、(2)、3(2)において、8 割以上の正答率であり、12

～18pも上回る結果となった。8数量関係の割合の問題では、9割近くの正答率があり、

全国より 15p とも上回っており、基本的な内容についてきちんと理解していることが

わかる。 

ウ 特に課題が見られた問題例 

全体的に良くできているが、9(2)の割合の問題は、全国を上回っているものの、7

割を切る結果となっている。末尾の位のそろっていない小数の計算の問題 2(2)におい

ては、正答率が全国を大きく上回ることができなかった。丁寧に計算する習慣を身に

つけなければならない。 

 

(4) 算数 B 

ア 概況 

全体を見る限り、全国を上回る結果であり、応用力の高さが認められる。10p 以上

の上回りが見られる問題も多い。数学的な考え方を記述で答える問い以外は無解答率

が 0pの問題が多かった。 

イ 特に成果が見られた問題例 

縦に書くことができる正方形の数を求め、24個の正方形を書くことができる理由を

記述する問題において、正答率が全国よりも 20pも上回り、無解答率も全国では 2割

近くもある難問に対して、しっかりとチャレンジし回答したことは十分な成果といえ

る。 

ウ 特に課題が見られた問題例 

2(3)示された式の中の数値の意味を解釈して記述説明する問題で、正答率が 2割に

満たず、記述問題に課題がある。全国的に正答率の低い 5 (1)で題意の読み取りと記

述式の解答に時間を割かれたと思われる。その結果、本校児童にとっては決して難問

ではない 5 (2)が時間切れになって、全国平均を下回ったと考えられる。 

 

※文章中の pは平均正答率のパーセントを表します。 

 



- 3 - 

 

 

２ 学習状況の概況 

(1) 児童アンケート （成果○と課題▲が、はっきり現れた主な質問項目） 

番号 質問項目 全国比(昨年)  

23 家で学校の授業の予習をしていますか +23.3 (+18.7) ○ 

64 読書は好きですか +15.0 (- 0.2) ○ 

7 友達の前で自分の考えや意見を発表することはと得意ですか +15.0 (- 9.8) ○ 

9 将来の夢や目標を持っていますか + 6.4 (+ 8.3) ○ 

38 テレビのニュース番組やインターネットのニュースを見ますか + 2.7 (- 3.2) ▲ 

35 地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がありますか + 2.3 (+13.7) ▲ 

31 学級みんなで協力して何かやり遂げ、うれしかったことがありますか + 1.2 (+ 8.7) ▲ 

21 家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか - 5.9 (- 2.5) ▲ 

19 家の人と学校での出来事について話しますか - 6.3 (+ 6.7) ▲ 

   ※「している（そう思う）」「どちらかといえば、している（どちらかといえば、そう思う）」の意見の合計で比較 

 (2) 概況 

例年と変わらず、家で予習をしたり、電子ゲームをやりすぎないようにしたりする児童の割合が全国

に比べて高くなっています。また、自己肯定感が高く、楽しく登校し、友だちと会うのは楽しい、もの

ごとを最後までやり遂げる、といった児童の割合が高いことは、うれしく思います。また、発表するこ

とと読書についての肯定的回答が大きく改善されていることは、ことばきらめきタイムや速読トレーニ

ングなど、本校の取り組みに成果が現れており、喜ばしいことです。 

 

 (3) 特に成果が見られたアンケートの項目例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 特に課題が見られたアンケートの項目例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（64）読書は好きですか 

 肯定的回答が 89.6％（全国は 74.6％）と、全国と変わらなかった昨年の 72.4％から大きく改

善しました。言語活動に焦点を当てた「ことばきらめきタイム」の年間を通じた取り組みや、

昨年より速読トレーニングを導入して活字に触れる機会を増やしたこと、図書室の啓蒙活動に

も力を入れたことなどの成果が現れてきたと言えます。読書ノートの達成者が H26-28の 9月末

比較で、20名、37名、56名と着実に伸びており、達成冊数も 23冊、43冊、93冊と右肩上がり

です。学校全体として本への興味が深まっており、読書の町、河内長野市の名に恥じない胸を

張れる結果です。今後も継続して、児童の言語活動を活性化させるべく、教育内容を改善して

いきたいと思います。 

（54）５年生までに受けた授業の最後に学習内容を振り返る活動をよく行っていた

と思いますか。 

 本校では、全体的に肯定的な意見が多い中、めあてや振り返り等について十分に取り組んで

きたものの、児童と教師側で意識の相違が少々あるように考えられます。肯定的回答の割合が

７割を超えているものの、全国との比較では、1.1p低くなっています。 

 教室での教師の発話内容や板書に工夫が必要でないか、今一度、学校として見直しを進める

とともに、学年に応じた児童理解についても研鑽の機会を増やしていかなければならないと考

えています。 
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３ 調査結果を受けて 

 （1）学校が重点的に取り組んでいくこと 

①速読トレーニングを昨年度に引き続き、導入し、短時間で多くの情報量を吸収でき

る力を養います。 

②国語科において、単元の終わりの「書く」学習に重点を置き、言語活動の充実に向

けてとの組みます。 

③読書ノートを活用して、「おすすめの本の紹介文」を書いたり、学級文庫の充実に取

り組みます。 

④朝学習を活用して、基礎基本の定着に取り組みます。 

⑤各学年に応じて、様々な出題形式の問題にふれ、取り組んでいきます。 
 

 （2）児童のみなさんにしっかり取り組んでほしいこと 

①早寝早起き朝ごはん。規則正しいリズムで毎日過ごすようにしましょう。 

②予習することで「めあて」を意識し、授業にしっかり取り組みましょう。家に帰っ

たら復習で「ふりかえり」を行って、学習してきたことを定着させましょう。 

③本校の児童のみなさんのすばらしいところ、誇りに思えるところは、「人の話しをし

っかり聞ける」ところです。ぐんぐん伸ばしていきましょう。 

④家庭学習をしっかり頑張りましょう。宿題だけでなく自分で計画を立てて行う学習

（自学自習力）にも、進んで取り組んでいきましょう。 

⑤読書をしよう。図書室へ行こう。新聞を読もう。「読むこと」にたくさん取り組みま

しょう。 

⑥自分の力をもっともっと信じ、何事においても自身をもって精一杯頑張りましょう。 
 
 （3）保護者の皆様に協力してほしいこと 

 児童質問紙（アンケート）によると、概

況でもお知らせしているように「（19）学校

の出来事を家庭で話していますか」との問

いと正答率の関係を見ると次のような傾向

が出ました。 

 日常、大変お忙しくなさっていることと

思いますが、お子さんの話を聞いてくださ

いますようよろしくお願いいたします。そうすることでご家庭での会話が増え、子ど

もたちの興味関心が高まっていくことと思います。 

 次にお願いしたいことは、子どもたちの

家庭生活において計画性を持たせることで

す。一番の目標は家庭学習の計画ですが、

学習面のことだけ計画してもなかなかうま

くいきません。ご家庭の予定に合わせ、大

まかな学習計画を立てるようにお願いいた

します。次へ次へと繋がっていけるような

毎日続けていけるようなやがて習慣化でき

るようにしていければ理想的です。授業の予習や復習、自分で計画を立てて行う自主

学習など、学校と家庭が連携して学習に取り組めるよう、協力していきたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

A-学校の出来事を家庭で話しますか 

B-家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか 


