
平成 27 年度全国学力・学習状況調査、佐賀県学習状況調査 

結果及び分析、2学期からの取り組みについて 

小城市立岩松小学校 

1 調査概要 

◎実施日 平成 27年 4月 21日(火) 

◎対象  5年生 27名 6年生 37名 

◎実施教科  5年生「国語」「算数」「意識調査(生活や学習に関する調査)」 

       6年生「国語」「算数」「理科」「質問紙(生活や学習に関する調査)」 

       ※6年生の全国調査に関しては、知識技能に関する「国語 A」「算数 A」、 

        活用に関する「国語 B」「算数 B」に分かれている。 

2 結果及び分析 

【6年生について】 

 ・本学年については，昨年度 4月・12月今年度 4月と十分達成に向かって 3教科とも徐々に近づき、

学力の定着が見られている。 

 ・算数での「考え方」は県平均を大きく上回っている。 

 ・国語の「話す・聞く」の領域での正答率が低く、他の領域に比べ落ち込んでいた。 

 ・理科については実験や観察についての基礎的な知識の定着が浅く、応用問題への適用ができないで

いる。 

 

【5年生について】 

 ・国語・算数共に県平均を上回り，到達状況も「おおむね達成」にはは十分到達していたが、十分達

成まではもう一歩というところであった。 

 ・算数は無回答率が 0であり、県の学力向上対策の取り組みの課題の１つは達成できた。内容の正答

の傾向を見ると、「技能」については、「おおむね達成」から「十分達成」に到達しているが、「知

識・理解」については内容の理解が浅く，その傾向が全領域にみられた。 

  

３ 学習状況調査の実施・結果分析から見られた課題（⑤：５年生 ⑥：６年生） 

２０１５．８．３ 全体研修会より 

国語 算数 

・問題の意図を理解できていない。⑥ 

○読むこと 

 ・段落の構成を考えるのが苦手 ⑤ 

 ・読みが浅い。⑥ 

 ・人間関係図 ⑥ 

 ・条件など大事な言葉の見極め ⑥ 

○書くこと 

 ・全般的に書く力⑥ 

・条件(要約・キーワード・字数)を 

 満たして書く⑤⑥ 

 

・問題の意図が読み取れていない。⑥ 

 さほど難しくない問題にミスがある。 

○知識・理解 

・どの領域も弱い。特に  ⑤ 

 計算のきまり全般 

 面積・体積の単位換算 

・用語は理解できているが，仕組みや決

まりごとが正確に理解できていない。

⑤ 

・割合・四捨五入 ⑥ 



○言語事項 

 ・漢字の書き取り ⑤⑥ 

 ・ローマ字の読み ⑤ 

 ・慣用句 ⑤ 

 ・言葉の意味 ⑥ 

 ・主語・述語 ⑥ 

 

 

 

 

 

  

○技能 

・ほぼ，おおむね達成～十分達成 ⑤ 

…計算はできているが，意味や仕組みの

説明ができないのかも… 

・小数のたし算・ひき算 ⑥ 

位が揃っていない 

  右端をそろえている向きがある。 

・鈍角が測れない。⑥ 

 計算で求めきれない。⑥ 

 

○数学的な考え 

・表の数値は読み取れるがそれを活用し

た問題ができていない（慣れていな

い）Ｂ問題っぽい ⑤ 

・説明問題に無回答が多い。⑥ 

 

 

※教師が解いても難しいと感じる問題

が出ている。まず，基礎・基本を確実

に身につけさせ，前半の問題が確実に

解けるようにしたい。 

 

理科 

① 正解率が県よりもかなり低い問題は、ふりこの応用問題だった。 

基礎的な知識が足りなくて、応用問題で適用できていない。 

②本校で一番正答率が低かったのは、溶解度の文章題で、グラフを読み取る問題だった。 

文章を正しく読み取ることと、グラフの読み取りの二つができないと正解にならず、10.8％の

正答率に終わった。（県正解率も一番低い問題だった） 

③問題全体で正答率が低かったのは、「月の動き」の問題だった。 

月の観察だけでなく、記録の仕方やその観察からわかることをまとめることがあまりよく理解

できていない。 

④全体的に、グラフから読み取れることが苦手なようです。 

棒グラフの問題が 2問でましたが、どちらも正答率はあまりよくなく、そのグラフからわかる

ことを用いての回答がよくできていない。 

⑤理科の授業で、観察や実験の結果から、どのようなことがわかったのか考えている 

★考えていない児童が多い 

⑥理科の授業で、自分の考えをまわりの人に説明したり発表をしたりしている 

★あてはまるという児童がいない 

 

国語算数共に，無回答率が５・

６年生ともに昨年より減ってきて

いる。 

５年生の算数については，無回

答は０であった。 

このことは，県の教育政策課が

掲げている課題の１つで，成果が

見られる。子どもたちの意欲や取

り組む姿勢を褒めてあげたいです

ね。さらに発破をかけていきまし

ょう。そのための，具体策を… 



岩松小の児童の傾向 

５年生 

（正答が少ない児童にみられる傾向） 

・週末の学習時間が少ない。 

 習い事・社会体育 

・自分で計画を立てて学習することが

苦手。 

・説明をしたり記述したりするのが苦

手。 

・ゲームやテレビ視聴に費やす時間が

長い。 

 

 

６年生 

・全体の前での発表は苦手 

・読書量が少ない 

・家庭で学校の出来事を話す子は少な

い。 

・授業の予習復習を自らしている子は少

ない。 

・周囲のことへの関心が低い。 

（社会情勢への関心や良い方向へ持っ

ていこうとする意欲が低い。） 

・つまずきをその場で尋ねる児童の正答

率は高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ ２学期からの取り組み（課題解決に向けての具体策） 

２０１５．８．２０ 全体研修会より 

※８月３日の分析・具体策の提案を受けて、全学年全職員で取り組むことについて話し合い共通理解を図った。 

◎最重要課題 

教

科

全

般 

・一言一句を正確に読む   2～3回読み直す   問題の中にヒントはかくれている 

◎課題解決学習型の授業の全教科での可能な限りの実施 (学習スタイルの徹底) 

◎自力解決の時間の工夫・意識・スキルの定着  自分の考えを確実に持たせる。 

◎学び合いへの姿勢(聞く・話す) 自分の意見を確実に伝える 相手の意見をしっかり聞く 

・授業の足跡(重要な内容や学習過程)を教室内に掲示  

・学習用語や意味を正しく覚え，使用して身につける。 

・タブレットにふれる機会を増やす。 

・数学的思考・科学的思考を意識した「まとめ」を授業で仕組んでいく。 

・成功体験を増やす。「難しいことは簡単に，簡単なことはより簡単に」 

◎問題を読み取る力の育成 （読書・要約文・読みのスキル…線引き） 

・授業のふり返りの作文（短文）・・・書くことに慣れさせる。 

 

 授 業 国語スキル・読書タイム 家 庭 

国

語 

・音読の重視 

・人間関係図・心情曲線の

活用（慣れ） 

・ローマ字入力 

 （タブレット活用） 

・新聞の活用 

 （選ぶ→読む→要約→感想→

話す）の一連の学習ができる。 

 新聞学習プリントの活用(読

売) 

・図書の時間の活性化 

 一人読書のめあての明確化 

 読書の最後の５～１０分書く

活動を入れる。 

（あらすじ・感想） 

・辞書引きの習慣化 

 (3年生以上) 

 

 

 

 

・新聞の活用（高学年 

 

読む力について 

◎声に出して読む。暗唱 

(音読集・教科書)  

音読から朗読へ 

・コラム・新聞の活用 

 読む→視写→要約→感想

→話す 

・体言止めの見出し作り 

短文を読んで見出しつけ 

(読解力もつく) 

書く力について 

◎条件つき作文 

（言葉・文字数） 

・言葉集め 

 

言語事項について 

・小テスト（漢字） 

・辞書引き (3年生以上) 

 

・新聞の活用（高学年） 

 

読む力について 

◎音読  

必ず聞き手がいること 

 

 

書く力について 

・漢字貯金（作文・日記） 

習った漢字は確実に使用

漢字活用力 

 

 

 

 

 

・マイ国語辞典・漢和辞

典  辞書引きの習慣化 

・自主学習の励行 

  内容や方法の紹介 

  個に応じた学習内容 

(得意・不得意の把握) 



 授 業 算数スキル 家 庭 

算

数 

◎各単元での知識・理解の

内容についての指導の工

夫 

（意味・仕組み・きまり） 

・身近なものでの確認・ 

具体物の操作を十分に 

行う。 

・問題文を読む際，キーワ

ードや大切な数値に線を

引かせる。 

◎既習内容の習熟度の確認 

 （縦の系統性の周知し，レデ

ィネスを十分に） 

・たしかめ算の徹底 

・基礎基本を中心に， 

 A問題は数多く解く 

 B問題はじっくり解く 

 

Ｂ問題的内容も計画的に

実施していく 

 

・四則計算・マス計算で 

計算力をつける。 

 

・既習内容について計画 

的に復習を行う 

・今，学習している内容 

の復習だけでなく，既 

習内容の復習も計画的 

に行っていく。 

 

 授 業 

理

科 

・少人数で確実に実験を行う（一人一実験が理想だが） 

 

・学び合いで考えを深め合う手立てを取る。 

 

・実験・観察の結果から 分かること  実生活での活用・現象 まで考えさせる。 

 

・グラフの読み取りや単位など算数での「量と測定」の領域の基礎的内容の習得が大 

 切（それぞれの教科での必要性を知らせ、習得への意欲を高める） 

 

家

庭

と

の

連

携 

◎全体に向けてのお便りだけでなく，連絡帳でも子どもたちの普段の様子を伝えたり育

友会と連携したりして，児童を取り巻く環境の改善について関心を高めさせ，支援・

協力体制を育てていく。 

   音読・家学週間のサインやコメントの協力・・・子どもの学習状況に関心を 

ゲームやテレビ視聴改善 「ノーメディアデー」の企画実施 

家読書の奨励・・・多読だけでなく精読の良さ 

・生活リズムの改善を目的とした「岩松っ子カード」の結果や養護・栄養教諭の指導 

内容について家庭への報告（お便り） 

          育友会と連携しての啓発 

 


