
 

Ｈ２７年度 佐賀県学習状況調査・全国学力学習状況調査の分析結果と 

今後の対応について 

小城市立三日月小学校 

 

４月に行われた全国学力・学習状況調査（６年国語・算数・理科），佐賀県学習状況調査（５年国

語・算数）の本校全体の結果をまとめました。 

また，生活習慣に関する意識調査について，数値が高かった項目と低かった項目を挙げ，分析と今

後の取り組みについてまとめました。 

 

【全体の正答率について】 

５年国語科：全体の正答率は 県の平均より やや下回っています。 

５年算数科：全体の正答率は 県の平均より やや下回っています。 

６年国語科：全体の正答率は 県の平均と  ほぼ同じです。 

６年算数科：全体の正答率は 県の平均より 下回っています。 

６年理科 ：全体の正答率は 県の平均と  ほぼ同じです。 

 

【経年比較について】 

全体の正答率は，どの教科においても，佐賀県の平均を上回ることはできませんでした。 

今年の５年生は，昨年度の５年生より，国語科において県平均との差が少なくなり，正答率がよ

くなっています。算数科においては，昨年とほぼ同じです。 

今年の６年生は，昨年度の６年生と比べると，国語科も算数科も県平均との差が大きくなってい

ます。 

しかし，同一児童での経年比較をしてみると，６年生の算数科以外のすべての教科で伸びが見ら

れます。子どもたちは徐々に力を伸ばしていることが分かりました。 

 

結果の個人票は，夏休み中の個人面談で配布しました。 

本校では，夏期休業中に，職員研修を行って今回の結果を詳しく分析しました。 

今後，授業においてどのような手立てをとるか，特設タイムにおいてどのような指導をしていくか

について考えていきます。具体的な手立てや指導方法を工夫して指導を充実させ，２学期より日々の

授業の改善につなげていくとともに，補充指導を行っていきます。 

ご家庭でも，結果をご覧になって，復習のお手伝いをしていただくと助かります。よろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 



～全国学力・学習状況調査，佐賀県学習状況調査の分析結果と今後の対応について～ 

 分析結果 今後の対応 

５ 

年 

国 

語 

●全体の正答率は 県平均よりやや下回っている。 

●「話すこと・聞くこと」は 県平均より下回っている。 

●「書くこと」は 県平均より下回っている。 

●「読むこと」は 県平均より下回っている。 

●「言語事項」は 県平均とほぼ同じである。 

 

○話合いの問題において，条件に合った質問を考えるこ

とができていない。 

○作文の条件を正しく理解し，それに合わせて書くこと

ができていない。手紙の書き方を覚えていない。 

○物語文から読み取ったことを，理由を挙げて感想をま

とめ，条件に合わせて書くことができていない。 

○慣用句の理解，ローマ字の書きができていない。 

 

 

 

①国語科の授業における話合い活動はもと

より，他教科・特別活動においても話合い

活動を積極的に取り入れ，立場を明確にし

て質問や意見を述べる場を設定する。 

②決められた条件に合わせて文章を書くス

キル問題に取り組ませる。慣用句を用いる

作文等も取り入れる。 

③総合の学習時間などを使って，手紙の書き

方を指導する。 

④読んだ文章に対する自分の感想や考えを，

根拠を挙げながら説明したり書いたりす

る活動を取り入れていく。 

５ 

年 

算 

数 

●全体の正答率は 県平均をやや下回っている。 

●評価観点別では，「知識・理解」は県平均よりやや下

回っているが，「考え方」「技能」は県平均より下回っ

ている。 

●内容領域別では，「数と計算」「図形」「数量関係」は

県平均よりやや下回っているが，「量と測定」は県平

均を下回っている。 

○数を多様に見ることが苦手である。 

○示された条件を基に考えたり説明したりすることが

できていない。 

○算数的な用語の意味理解が十分ではなく，公式などの

学んだことをうまく活用できていない。 

○計算のきまりや小数の位の意味や表し方ができてい

ない。 

○面積の量感をつかめていない。 

○単位換算ができていない。 

 

 

 

 

 

①問題文にアンダーラインを引いたり，短く

切って提示したりしながら，問題から必要

な情報を取り出し，順序よく考えて表現す

る活動を取り入れる。 

②問題の解き方を説明させるだけでなく，理

由を説明したり，友達の考えに加除修正を

加えたりする言語活動を取り入れていく。 

③「すくすくタイム」では，基礎的な計算技

能や知識理解の内容を定着させるための

問題に取り組ませ，補充指導も行う。また，

自分で答えの見直しをしたり確かめをし

たりするように指導する。 

③習った算数的な用語や計算の仕方を説明

したり書いたりする活動を取り入れ，定着

を図る。 

 



 分析結果 今後の対応 

６
年
国
語 

●全体の正答率は 県平均とほぼ同じである。 

●「話す聞く」は 県平均を下回っている。 

●「書くこと」は 県平均よりやや下回っている。 

●「読むこと」「言語事項」は県平均とほぼ同じである。 

○聞き方の工夫を捉えることができていない。 

○資料を読み取り，必要な情報を取捨選択し，示された

条件に合わせて文章を書くことができていない。 

○文章の大体の内容や問題文の意図を捉えることがで

きていない。 

○主語と述語の関係を捉えることが十分ではない。 

①教材文の学習後に，筆者の考えに対しての

自分の考えや思いを伝える場を設定する。 

②教材分の要約をしたり，筆者の考えに対す

る意見分を書いたり，小見出しをつけたり

する活動を取り入れる。 

③決められた条件に合わせて文章を書くス

キル学習を行う。 

④設問の意図を正しく読み取ったり，資料か

ら必要な情報を取り出して読み取ったりす

る問題に取り組ませる。 

 

６
年
算
数 

●全体の正答率は 県平均を下回っている。 

●評価観点別では，「考え方」「技能」が県平均を下回っ

ている。 

●内容領域別では，「数と計算」「量と測定」が県平均よ

り下回っている。 

○小数の計算が苦手である。 

○図形の性質や定義を理解し，それを用いて問題を解決

することができていない。 

○割合の問題で，基準量と比較量の関係をつかむことが

できていない。 

○問題文から必要なことを読み取り，必要な条件を満た

して説明することができていない。 

○計算の結果の見積もりや確かめの習慣がついていな

い。 

①文章問題から必要な情報を取り出し，関係

をつかめるように，図や表にまとめたり，

言葉や式で表現したりする活動を取り入

れる。 

②目的に応じて計算結果の見積もりをした

り結果をふり返ったりする場を設定する。 

③算数的な用語を使って図形の性質や定義

を説明する活動を繰り返し取り入れるこ

とで用語の意味を理解させる。 

④「すくすくタイム」などで，基礎的な計算

や計測，図の使い方の練習を行い，技能の

定着を図る。 

６
年
理
科 

●全体の正答率は 県平均とほぼ同じである。 

●評価観点別では，「思考表現」「技能」「知識理解」い

ずれも県平均とほぼ同じである。 

●内容領域別では，「物質とエネルギー」「生命と地球」 

 いずれも県平均とほぼ同じである。 

○磁石と電磁石の極の性質が理解できていない。 

○月の動きについて，時間をさかのぼって思考すること

ができていない。 

○条件に合わせて答えたり，規則性を基に理由を述べて

答えたりする問題ができていない。 

○実験器具の基本的な使い方が身に付いていない。 

○基本的な理科的用語が定着していない。 

①学習した内容を，日常生活と関連付けたり

適用したりして考える場を増やしていく。 

②学習の目的に応じて，観察や実験の器具を

適切に操作できるように，用具の準備や場

の工夫をしていく。観察・実験の時間を十

分に確保していく。 

③実験の結果を，図・表やグラフなどに整理

し，モデル化やイメージ化をすることで，

自分の考えをまとめる活動を取り入れる。

その際，理科的な用語を適切に使えるよう

に指導していく。 

 



～生活習慣に関する意識調査について～ 
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平成２７年度　三日月小　生活習慣に関する意識調査　【５年】

（24）国語の授業の内容はよく分かる

【数値が特に高かった項目】

調　査　の　項　目

（16）テストで間違えた問題について勉強している

（2）学校では落ち着いて勉強することができていると思う

（56）学校図書館や地域の図書館へどのくらい行くか（１．２・３の合計で比較）

（12）学校の宿題をしている

（42）算数の授業で問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書いている

（27）理科の授業の内容はよく分かる

【数値が特に低かった項目】

調　査　の　項　目

（5）将来の夢や目標をもっている

（18）授業では学級の友達との間で話し合う活動をよく行っていると思う

（33）国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり書いたりしている
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【分析と取組】

○校内研ＵＤ化を受けて，学習・生活指導について共

通化を図っている。学年全担任での話し合いが頻繁に

行われることにより，指導内容が一貫している。その

結果として学習規律が身についており，全体的に落ち

着いた雰囲気で学習に臨むことができる。

○授業の構造化をはじめ，５つの分かる化を効率的に

仕組む事により，学習内容をよく分かっていると答え

た児童が多かったと思われる。

【分析と取組】

○図書館へ行くこと自体に関心を持てない児童が多

い。まずは読書の楽しみや必要性を感じてもらえる

よう，社会や理科の教科で，図書館の本を資料とす

る学習を進めさせていく。国語の教材に関連させ作

者や共通の話題がある本をリストアップし，読書週

間や読書マラソンなどのイベントを行う。その後，

おすすめの本を紹介しあい読書の幅が広がっていく

よう促していく。

○学習内容を短い言葉で振り返らせ，短くまとめる

活動を行わせる。その際にはお手本となる文を紹介

し，書き方も指導していく。

○いろいろな職業に関する知識を増やし，モデルと

なるような生き様に触れさせていく。
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平成２７年度　三日月小　生活習慣に関する意識調査　【６年】
【数値が特に高かった項目】

(51)　読書は好きだ

調　査　の　項　目

(８１)理科の授業で，観察や実験の進め方や考え方が間違っていないか振り返って考えている

(19) 家の人は，授業参観や運動会などの学校の行事に来る

(71) 理科の授業の内容はよくわかる

(80) 理科の授業で観察や実験の結果から,どのようなことが分かったのか考えている

【数値が特に低かった項目】

調　査　の　項　目

(73) 理科の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考える

(６０)　算数の授業の内容はよくわかる

(３５)　人の役に立つ人間になりたいと思う

(66)　算数の授業で公式やきまりを習うときそのわけを理解するようにする

(58)　算数の勉強は好きだ
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【分析と取組】

○理科専科担当と担任がＴＴで児童にあたり，丁寧な

準備が行われ，児童自らが予想し考えまとめる学習過

程の授業が行われている。そのため，児童が自分なり

の考えを持つことの大切さや面白さを感じ，意欲的に

学習することができている。

○本校の保護者は，学校行事に参加する意識が非常に

高い。学校としても体育館で行う集会だけでなく，水

泳大会や長縄大会など屋外での行事も行っており，家

庭でも体育的行事に関する関心が高い事がうかがえ

る。

【分析と取組】
○算数の授業において自力解決の時間をしっかり取

り，友達の考えとつなげたり，深めたりし，まとめる

という学習過程を日ごろからきちんと取り組む必要が

ある。

○公式やきまりを単に教え込むのではなく，行動・映

像・記号を伴った算数的活動を通して，「どうしてそ

うなるのか」児童自らが見つけていく授業を行ってい

く必要があると思われる。

○どの教科においても，学習過程を大事にし，児童の

言葉で振り返りを書かせることで，大事な言葉を見つ

け，活用できるようにしていきたい。

○教師の読み聞かせの時間を増やしたり，作者のほか

の作品を紹介したり，良書を紹介したりしていく。

○縦割り活動を仕組み，他学年と交流したり，ブライ

ンドウォーク等の体験学習をしたりすることで他者と

関わることの大事さと素晴らしさを味わわせる。
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