平成３１年度（令和元年度）
全国学力・学習状況調査について
◆

調査実施日
平成３１ 年４月１ ８日（木）

◆

調査実施者数
調

◆

査

学

年

一宮市全体の状況

参 加 学 校 数

参 加 人 数

小学校６年生

４２校

３，５６１人

中学校３年生

１９校

３，４４６人

調査の内容
【教科に関する調査（国語、算数 ・数学、英語）】
出題範 囲は、調 査する学年の 前学年ま でに含まれる 指導事項 を原則とし、 出題内容
は、それぞれ の学年・ 教科に関し、 以下のと おりとする。
（１）身に付 けておか なければ後の 学年等の 学習内容に影 響を及ぼ す内容や、実 生活にお
いて不可欠で あり常に 活用できるよ うになっ ていることが 望ましい 知識・技能等
（２）知識・ 技能等を 実生活の様々 な場面に 活用する力や 、様々な 課題解決のた めの構想
を立て実践し 評価・改 善する力等に 関わる内 容
調査問題では 、上記（ １）と（２） を一体的 に問うことと する。

【生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査】
児童生徒に関 する調査

学校に対する 調査

・ 国語・英語への興味・関心
・授業内容の理解度
・読書時間
・勉強時間の状況

・ 授業の改善に関する取組
・指導方法の工夫
・学校運営に関する取組
・ 家庭・地域との連携の状況
など

など

◆

教科に関する調査の結果
【小学校６年生の状況】

国
語

全国平均正答 率と比べ 、 低い状況で す。
・
『伝統的 な言語文 化と 国語の特質に 関する事 項』の領域にお いて、
「 学年別漢字配 当
表に示されて いる漢字 を文の中で正 しく使う こと」に課題 がありま す。
全国平均正答 率とほぼ 同程度の状況 です。

算
数

・
『図形』の領域 におい て、
「 図形の 性質や構 成 要素に着目し 、ほかの 図形を構成す る
こと」は、全 国平均を やや上回って います。
・
『数と計算 』の領域 に おいて、
「 加法と除 法の 混合した整数 と小数の 計算をするこ と 」
に課題があり ます。

【中学校３年生の状況】
全国平均正答 率とほぼ 同程度の状況 です。

国
語

・
『読むこと』の領 域に おいて、
「 文章の 展開に 即して情報を 整理し、内容を捉える こ
と」は、全国 平均を上 回っています 。
・
『話すこと・聞く こと 』の領域におい て、
「 相 手に分かりや すく伝わ る表現につい て
理解すること 」に課題 があります。
全国平均正答 率と比べ 、 高い状況で す。

数

・『 数と 式』、『 関数』、『 資料 の活 用』 の領 域に おい て、 全国 平均 正答 率を 大き く上回
っています。

学
・
『図形』の領 域におい て、
「 反例の意 味を理解 していること 」にやや 課題がありま す。
全国平均正答 率と 同程 度の状況です 。

英

・
『書くこと』の領 域に おいて、
「与えら れた情 報に基づいて、一 般動 詞の 3 人称 単数
現在時制の否 定文を正 確に書くこと」は、全国 平均正答率を 大きく 上 回っています 。

語
・
『聞くこと』の領域に おいて、
「日常 的な話題 について、情 報を正確 に聞き取るこ と」
に課題があり ます。

◆

生活習慣や学習環境に関する質問紙調査（児童生徒に対する調査）の結果
【小学校６年生の状況】
肯定的な回答 が全国値 に比較して多 い項目

肯定的な回答が全国値に比較して少ない項目

・今住んでいる地域の行事に参加していま
すか。
・新聞を読ん でいます か 。
・人が困っ ているとき は、進んで 助けてい ま
すか。

・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 。
・先生は、あな たのよい ところを認め てくれ
ていると思い ますか。

【中学校３年生の状況】

◆

肯定的な回答 が全国値 に比較して多 い項目

肯定的な回答が全国値に比較して少ない項目

・学校の部活 動に参加 していますか 。
・読書は好き ですか。
・人が困っ ているとき は、進んで 助けてい ま
すか。

・毎日、同じ くらいの 時刻に寝てい ますか 。
・日本やあなたが住んでいる地域のことに
ついて、外国の人にもっと知ってもらい
たいと思いま すか。
・学校に行く のは楽し いと思います か 。

調査結果を受けての取り組み
教 育 委員 会の 取 り組 み

学 校 の取 り組 み 例

・各 学校 に、 全国 学力 ・学 習状 況調 査の 結果 を 分析
させ 、自 校の 強み と弱 みを 把握 させ る。 強み は生
かし、弱みを 克服する ための対策を 練らせる 。
・「報 告書 」「 授業 アイ ディ ア例 」な どを 活用 した授
業改善の方法 について 研修する。
・教 師の 指導 力向 上を 図る 専門 委員 会で 、モ デル指
導案 を作 成し たり 、 授 業改 善を 目指 した 研修 会を
開催したりす る。

・自校の課題 解決に向 けた研修の実
施
・ペア、グル ープ活動 を取り入れる
など学習活動 の工夫
・校内漢 字・計算コン クールの実施
・授業前後の 小テスト の実施
など

