平成２８年度

全国学力・学習状況調査結果と今後の指導について

小豆島町教育委員会
１ 調査の概要
（１）調査の目的
義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な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を検証し、その改善を図るとともに、学校における児童生徒への教育指導の
充実や学習状況の改善等に役立てる。さらに、そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善
サイクルを確立する。
（２）調査の対象（悉皆調査）
① 小学校調査 小学校第６学年
② 中学校調査 中学校第３学年
（３）調査事項
① 教科に関する調査（国語、算数・数学）
国語、算数・数学はそれぞれ、「主として知識に関する問題」（Ａ）と「主として活用に関する問
題」
（Ｂ）を出題。
○主として知識に関する問題（Ａ）
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決
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・技能など
○主として活用に関する問題（Ｂ）
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・改善する力など
②

質問紙調査
児童生徒に対する調査
学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等
に関する質問紙調査

学校に対する調査
学校における指導方法に関する取組や学校にお
ける人的・物的な教育条件の整備の状況等に関
する質問紙調査

（４）調査実施日 平成２８年４月１９日（火）
（５）調査を実施した児童生徒数
① 小学校調査 ４校 １０２人
② 中学校調査 １校
９０人
（６）調査結果の解釈等に関する留意事項
調査結果については、調査の目的を達成するため、自らの教育及び教育施策の改善、各児童生徒の全
般的な学習状況の改善につなげることが重要であることに留意し、適切に取り扱うものとする。
調査結果の公表については、教育委員会や学校が、保護者や地域住民に対して説明責任を果たすこと
が重要である一方、調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること、学校における教育活動
の一側面であることなどを踏まえるとともに、序列化や過度な競争が生じないようにするなど教育上の
効果や影響等に十分配慮することが重要である。
２

小豆島町の児童生徒の調査結果の概況
※ 全国（公立）の平均正答率より１ﾎﾟｲﾝﾄ以上の場合・・・
「上回った」
「下回った」
※ 全国（公立）の平均正答率より１ﾎﾟｲﾝﾄ未満の場合・・・
「やや上回った」
「やや下回った」
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（１）教科に関する調査の全体的な状況
① 小学校
○ 国語Ａ、算数Ａ・・・・・全国（公立）の平均正答率を上回った。
○ 国語Ｂ、算数Ｂ・・・・・全国（公立）の平均正答率をやや下回った。
② 中学校
○ 国語Ａ、国語Ｂ、数学Ａ、数学Ｂ・・・・・全国（公立）の平均正答率を下回った。
（２）教科における領域ごとの状況と今後の指導で大切にしたいこと
① 小学校
ア 国語Ａ
学習指導要領の領域の状況
「①話すこと・聞くこと」全国（公立）を上回った。
【設問２】目的や意図に応じて、収集した情報を関連付けながら話し合う問題など
「②書くこと」全国（公立）をやや下回った。
【設問３】書き手の表現の仕方をよりよくするために助言する問題など
「③読むこと」全国（公立）を下回った。
【設問６】登場人物の人物像について、複数の叙述を基にして捉える問題など
「④伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」全国（公立）をやや上回った。
【設問８一】平仮名で表記されたものをローマ字で書く問題など
今後の指導で大切にしたいこと
「①話すこと・聞くこと」
・日常生活の基本となる「話す・聞く」活動を大切にした教育活動を推進する。また、
「発表の仕方」
などを活用し、その話型を使って発表したり、交流活動の際に「話し合いの技」を参考にしてペア
やグループで話し合ったりするなど、話し合い活動を具体的に指導する。
・国語の授業だけでなく、他の授業の中でも交流活動を意図的に設定し、友達に説明する機会を増や
したり、分かりやすい板書の工夫を教師が行ったりすることで、事柄ごとに整理するよさを児童が
味わえるようにする。
「②書くこと」
・日々の授業で書く領域の指導を充実させるとともに、朝の活動や補充の時間、日記等で計画的に書
く領域を取り入れる。
・書いた文章を互いに読み合い、よさを見つけて感想を伝え合ったり、意見を述べ合ったりするなど
の活動を書くことの学習過程に位置付け、文章を評価する力を高めていくようにする。
「③読むこと」
・案内状やパンフレットなどの複数の資料から、目的に沿って必要な図表などを選び、選んだ図表や
グラフから分かることを関係付けてまとめるようにする。
・物語文の学習において、叙述を基に登場する人物像を捉えてまとめるようにする。
・場面ごとに登場人物の相互関係を関係図に表したり、それを基に話し合ったりする活動を取り入れ
た授業を行い、人物の相互関係を捉えることができるようにする。
「④伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」
・ローマ字表記を使って仮名五十音と対応させながら、子音と母音の組み合わせを意識して指導する
ようにする。また，他教科やコンピュータを使った学習と関連付て繰り返し読んだり書いたりする
機会を増やすようにする。
イ 国語Ｂ
学習指導要領の領域の状況
「①話すこと・聞くこと」全国（公立）を下回った。
【設問１二】質問の意図を捉える問題など
「②書くこと」全国（公立）をやや上回った。
【設問２二（１）
】目的や意図に応じて、表を基に自分の考えを書く問題など
「③読むこと」全国（公立）を上回った。
【設問３一】目的に応じて、複数の本や文章などを選んで読む問題など
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「④伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」
※対象問題なし
今後の指導で大切にしたいこと
「①話すこと・聞くこと」
・相手の意図、自分の予想との違い、自分の考えとの共通点や相違点などを観点として、相手の話を
注意深く聞く機会を増やすようにする。
「②書くこと」
・自由作文だけでなく、決められた条件を満たし、立場や根拠も明確にした文章を書くようにする。
・図表やグラフなどを基にして、根拠や理由を挙げて自分の考えをまとめて書く指導をする。
「③読むこと」
・授業で様々な形態の朗読を体験する場を設けることで、声を出して読む心地よさを感じ、朗読に対
する関心がもてるようにする。
・読書週間などを通して、本がもつ魅力にふれるようにするとともに、比べ読みを取り入れた読書を
するなど、読書活動を推奨していく。
・目的に沿って様々な資料から必要な情報を収集していく際に、見出しに着目したり、リード文から
文章全体の概要を捉えたりして読んでいくように指導する。
「④伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」
※対象問題なし
ウ 算数Ａ
学習指導要領の領域の状況
「①数と計算」全国（公立）を上回った。
【設問１（２）
】除数と被除数に同じ数をかけても商は変わらないことを理解している問題など
「②量と測定」全国（公立）を下回った。
【設問５】三角形の底辺と高さの関係について理解している問題など
「③図形」全国（公立）を上回った。
【設問７】直方体における面と面の位置関係を理解している問題など
「④数量関係」全国（公立）を下回った。
【設問９（２）
】１を超える割合を百分率で表す場面において、基準値と比較量の関係を理解して
いる問題など
今後の指導で大切にしたいこと
「①数と計算」
・計算では、立式の意味が理解できるように図や表を用いて説明し合う交流の場を設定する。
・目的に応じて計算の結果の見積りをする場を適宜位置付け、「計算の結果を見積もる」「計算の仕方
を考える」
「計算の結果を振り返って確かめる」過程を大切にする。

・朝の活動や補充学習の時間などを活用して、簡単な計算問題の繰り返し練習などに継続的に取り組
む。
「②量と測定」
・２つの量の関係を的確に捉えさせるため、問題として示された情報を図などに正確に表す指導をす
る。
・単位量当たりの大きさを求める式を理解できるようにするために、既習のわり算の意味と関連付け
て指導する。
・三角形の面積を求める際には，どの辺を底辺とするかによって高さが決まることやどの辺を底辺と
しても面積は変わらないことをもとに底辺と高さの関係を捉えさせることを大切にする。
「③図形」
・立体図形を平面に表現するため、立体図形を見取図や展開図で表したり、見取図や展開図から立体
図形を考えたりする。
・作図は図形の性質に基づいていることを理解するため、作図の操作とその意味を考えさせる。
・作図などの活動を通して、図形のどのような特徴を用いているかを確認する場を設ける。作図の方
法を図形の特徴と関連付けることで、図形を構成する要素に着目して図形の性質の理解を深められ
るようにする。
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「④数量関係」
・基準量と比較量、割合の関係を正しく捉えるために、問題場面がどのようなことを表しているのか
を理解し、そのイメージを数直線などを用いて表してくことを大切にする。
・式と図を関連付けて問題を読み解いていくことを継続する。
エ 算数Ｂ
学習指導要領の領域の状況
「①数と計算」全国（公立）をやや下回った。
【設問３（２）
】縦にかくことができる正方形の数を求め、２４個の正方形をかくことができる理
由を記述できる問題など
「②量と測定」全国（公立）をやや下回った。
【設問４（１）
】単位量当たりの大きさを求めるために、ほかに必要な情報を判断し、特定するこ
とができる問題など
「③図形」全国（公立）を下回った。
【設問５（２）
】図形を構成する角の大きさを基に、四角形を並べてできる形を判断する問題など
「④数量関係」全国（公立）を下回った。
【設問２（１）
】ハードルの数とインターバルの数の関係を式に表し、４代目のハードルの位置を
求めることができる問題など
今後の指導で大切にしたいこと
「①数と計算」
・問題場面を図に表し、図と式を関連付けることで、場面を的確に捉えることができるようにする。
・問題解決の課程を説明する際に、筋道を立てて考えた過程を明確にして説明することができるよう
に、問題場面に戻って過不足なく説明できているかを考察することを大切にする。
「②量と測定」
・問題を解決した過程を説明する際には、問題から必要となる情報を選択するとともに、根拠となる
事実を関連付けて判断の理由を的確に示す指導をする。自分の考えをもつ際に、理由を考えさせ、
ペア・グループ・全体交流の場で説明できるようにする。
「③図形」
・問題解決の結果や判断したことが正しいかどうかを適切に判断するために、振り返って確かめるこ
とができるようにする。
・図形を構成する際には、辺の長さや核の大きさなどに着目して見通しをもって図形を構成したり、
構成できた根拠を説明したりすることができるようにする。
「④数量関係」
・日常生活の事象と式を関連付け、式の意味や数値の意味を理解し、説明ができるようにする。
・場面理解を促す手段として図をかくことを大切にし、考え方を比較し、より能率的に処理できる方
法を話し合う授業を展開する。生活の中で使う機会を設定したり、使える場を考えさせたりするこ
とで、学習したことを日常生活の事象の解決に活用する力を付けていく。
②

中学校
ア 国語Ａ
学習指導要領の領域の状況
「①話すこと・聞くこと」全国（公立）を下回った。
【設問５一】相手や場に応じた言葉遣いなどに気を付けて話す問題など
「②書くこと」全国（公立）を下回った。
【設問４一】文章を読み直し、文の使い方などに注意して書く問題など
「③読むこと」全国（公立）を下回った。
【設問８一】奥付の特徴や役割を理解する問題など
「④伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」全国（公立）と同じ。
【設問９三イ】語句の意味を理解し、文脈の中で適切に使う問題など
今後の指導で大切にしたいこと
「①話すこと・聞くこと」
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・聞き手の立場や考えを予測したうえで、中心的な部分を決めて表現を工夫して話すように指導する。
「②書くこと」
・書いた文章を推敲する際に、読み手に分かる語句や文の使い方になっているか、取り上げた事例は
読み手にとって分かりやすいかなど、読み手の立場で見直すようにする。
「③読むこと」
・本から必要な情報を得る際に、
「目次」、
「索引」、
「奥付」
、
「あとがき」などの特徴や役割を理解さ
せて、目的に応じて活用するよう指導する。
「④伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」
・語句についての理解を深めるためには、辞書を活用して、語句の意味を調べ、文脈に即して意味を
捉えるように指導する。
イ 国語Ｂ
学習指導要領の領域の状況
「①話すこと・聞くこと」
※対象問題なし
「②書くこと」全国（公立）をやや下回った。
【設問１三】文章の構成や表現の仕方について、根拠を明確にして自分の考えを具体的に書く問題
など
「③読むこと」全国（公立）を下回った。
【設問１二】目的に応じて必要な情報を読み取る問題など
「④伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」
※対象問題なし
今後の指導で大切にしたいこと
「①話すこと・聞くこと」
※対象問題なし
「②書くこと」
・文章の構成や展開、表現の仕方とその効果について自分の考えをもたせることを大切にする。
「③読むこと」
・目的や必要に応じて情報を整理するために、資料を読む際には、線を引いたりメモを取ったりしな
がら過不足なく情報を収集して整理するように指導する。
・説明的文章の読み取りにおいて、資料と文章を結び付けて読むように指導する。段落毎の要点をつ
かむときには、中心的な部分を意識して読むようにし、定められた文字数内に要旨をまとめる活動
を取り入れる。
「④伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」
※対象問題なし
ウ 数学Ａ
学習指導要領の領域の状況
「①数と式」全国（公立）を下回った。
【設問１（２）
】自然数の意味を理解している問題など
「②図形」全国（公立）を下回った。
【設問４（２）
】対象移動した図形をかくことができる問題など
「③関数」全国（公立）を下回った。
【設問９（２）
】比例の式について、x の値の増加に伴う y の増加量を求めることができる問題な
ど
「④資料の活用」全国（公立）を下回った。
【設問１３（２）
】簡単な場合について，確率を求めることができる問題など
今後の指導で大切にしたいこと
「①数と式」
・様々な数を一元一次方程式の文字に代入して、それらが解であるかを確かめる活動を取り入れる。
「②図形」
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・紙で作った図形を実際に移動させたり、コンピュータを利用して移動させたりするなどして、図
形の平行移動、対称移動、回転移動等を視覚的に捉えられるよう指導する。
「③関数」
・x の値の増加に伴って、y の値がどのように変化するかを調べる活動を取り入れ、比例の表とグラ
フを関連付けて増加量を視覚に捉えられるよう指導する。
「④資料の活用」
・確率の意味を理解できるようにするため、ある試行を多数回繰り返したとき、試行回数全体に対す
るある事柄の起こる回数の割合が一定の値に近づいていくことを、観察や実験などを通して捉える
活動を取り入れる。
エ 数学Ｂ
学習指導要領の領域の状況
「①数と式」全国（公立）を下回った。
【設問１（２）
】与えられた情報から必要な情報を適切に選択し，数量の関係を数学的に表現する
ことができる問題など
「②図形」全国（公立）を下回った。
【設問４（１）
】筋道を立てて考え，証明することができる問題など
「③関数」全国（公立）をやや下回った。
【設問２（１）
】条件を基に，表から数量の変化や対応の特徴を捉え，x の値に対応する y の値を
求めることができる問題など
「④資料の活用」全国（公立）を下回った。
【設問５（２）
】与えられた情報から必要な情報を選択し，数学的に表現することができる問題な
ど
今後の指導で大切にしたいこと
「①数と式」
・文字式や言葉を用いて解決するための見通しをもち、根拠を明らかにする場面を設定することに
より、事柄が成り立つ理由を、構想を立てて説明することができるようにする。
「②図形」
・証明の結果や過程を振り返り、新たな性質を見いだすことができるようにするために、証明を書
くことだけではなく、証明を読む場面を設定する。
「③関数」
・表から変化や対応の特徴を捉え、対応する値を求める活動を取り入れ、x の値に対応する y の値を
求めることができるよう指導する。
「④資料の活用」
・目的に応じて選択した情報を数学的に表現できるようにするために、事象を目的に応じて数値化
し、その結果を用いて判断する場面を設定する。

（３）無回答率
状況
小学校・中学校とも、無回答率が全国（公立）を上回る問題数は少ない傾向にあるが、中学校の数学Ａ
で無回答率が全国（公立）を上回った。
今後の指導で大切にしたいこと
・児童生徒自身が解法の見通しを立てることができるようにするため、教師が各単元等における基礎
的・基本的な内容を把握しておき、確実に身に付けさせる手立てを講じる。
・児童生徒が自分の考えをもつために、結果や解決方法の見通しがもてるような授業展開や支援を心が
けていく。
・授業では、既習事項や児童生徒がもっている知識をつないで活用できるようにするために、自分の考
えをもったり伝え合ったりする場を設ける。
（４）質問紙調査
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①
ア

児童生徒質問紙調査
自尊意識について
状況
自尊意識にかかわる質問項目について、小学生は全国（公立）を上回っているが、中学生は全国（公
立）を下回っている。
・
【設問４】ものごとを最後までやりとげて、うれしかったことはありますか
・
【設問５】難しいことでも失敗を恐れないで挑戦していますか
・
【設問６】自分にはよいところがあると思いますか
今後の指導で大切にしたいこと
・日ごろから自主的な活動を賞賛し、ボランティア清掃など、全校生や教職員からも認められてい
る実践を継続する。
・肯定的なことばかけや集団づくりに努めるとともに、縦割り班活動等を通じて自己有用感を育て
る。
・児童生徒が認められるような場を意図的に設定するとともに、自分の夢や目標をもって、それに
向かって行動できるような声かけをしていく。
・自己肯定感を育てるために、授業をはじめさまざまな行事を通して、互いに認め合える学級や集
団づくりをしていく。また、周りの生徒が見付けられないその子のよいところを教師がモデルと
なってほめることで、生徒の中に認め合う姿勢を広げていく。
・中学校での職業調べや職場体験などの学習を充実させ、将来について考える機会を増やす。

イ

規範意識について
状況
「学校のきまり（規則）を守っていますか」の質問について、当てはまると回答した児童生徒の割
合は、全国（公立）を上回っている。
・
【設問 39】学校のきまり（規則）を守っていますか
今後の指導で大切にしたいこと
・毎月の生活目標について学年で話し合いの場を設けたり、振り返りの場を設けたりして、自己指
導能力を育てていく。
・自分の行動を見つめ、振り返る機会を適宜もつようにする。

ウ

コミュニケーション能力について
状況
自分の考えや意見を発表したり、伝えたりすることについての肯定的な回答は、小学生は全国（公
立）を上回っているが、中学生は全国（公立）を下回っている。
・
【設問７】友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか
・
【設問８】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ますか
今後の指導で大切にしたいこと
・授業で自分の考えをもつ時間やペア学習やグループ学習などで友達と交流する時間を設定し、多
様な考え方を知ったり、比較させたりする。
・話形を示したり、上手に話すことができた場合に賞賛したりすることで、話し方のモデルを示す。

エ

学習に関する関心・意欲について
状況
「○○の勉強は好きですか」
「○○の授業の内容はよく分かりますか」という質問についての児童
生徒の肯定的な回答は全国（公立）を下回っている。
・
【設問 61】国語の勉強は好きですか
・
【設問 63】国語の授業の内容はよく分かりますか
・
【設問 71】算数・数学の勉強は好きですか
・【設問 73】算数・数学の授業の内容はよく分かりますか
今後の指導で大切にしたいこと
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・児童生徒への賞賛の言葉かけをしっかりしていく。
・教材研究に努め、
「分かる・できる授業」をめざすとともに、児童生徒主体の授業を考えていく。
・単元計画や既習事項を掲示し、見通しをもって学習が進められるようにしていく。
・児童生徒へのアンケートをもとに授業改善に努め、「分かる・できる授業」を実践することで、
達成感や満足感を味わえる機会を増やし、教科の学習が好きになるようにする。
・授業においては、自分で課題解決に取り組む時間を確保するとともに、いつでもだれにでも質問
ができる学級の雰囲気をつくる。
オ

家庭における学習習慣等について
状況
小学生は、全国（公立）に比べて、テレビやビデオ・ＤＶＤを見る時間は少ないが、家庭で学校
の授業の復習や自分で計画を立てて勉強ができていない児童が多い。
中学生は、全国（公立）に比べて、テレビやビデオ・ＤＶＤを見る時間が多く、学習時間は短く、
家庭で学校の授業の復習や自分で計画を立てて勉強ができていない生徒が多い。
・
【設問 11】普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、テレビやビデオ・ＤＶＤを見
た
り、聞いたりしますか
・
【設問 15】
「学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）
、１日当たりどれくらいの時間、勉強
をしますか（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）
・
【設問 21】家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか
今後の指導で大切にしたいこと
・就寝時刻から逆算して、学習時間の計画を立てた上で実践するなど、家庭における時間の過ごし方
について、学校と家庭が連携・協力を密にして生活改善に努める。

②

学校質問紙調査
ア 補充的なサポートについて
状況
放課後を利用した学習サポートを実施した割合が小・中学校で全国（公立）を上回っている。
・
【設問 25】放課後を利用した学習サポートを実施しましたか
今後の指導で大切にしたいこと
・昼休みや放課後の時間を利用し、課題にねばり強く取り組ませるとともに、児童生徒の達成感を味
わわせる機会を増やすための学習サポートを今後も計画的に実施していく。
イ

校内研修について
状況
授業研究を伴う校内研修が全国（公立）よりも熱心に実施されている。
・小【設問 109】
、中【設問 107】授業研究を伴う校内研修を前年度何回実施しましたか
今後の指導で大切にしたいこと
・今後も授業研究を伴う校内研修を実施することにより、教職員の学習指導と学級経営力の資質向上
に努める。

※ 平成２８年度全国学力・学習状況調査問題については、国立教育政策研究所のホームページをご参照
ください。
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