
ページ

１． １

２． ２

３．

１． ３．４

２． ５．６

３． ７．８

４． ９．１０

５． １１

１． １２

２．

　●●●　調査についての説明　●●●

　●●●　分析の実際　●●●

　●●●　子どもの学力を高めるために　●●●

小学校　国語

小学校　算数

中学校　国語

中学校　数学

調査の概要

調査結果の取扱いについて

分析の方法

大阪狭山市教育委員会

生活・学習状況にかかる質問紙

調査から見えるさやまの子どもの姿

教育委員会からのメッセージ

＜　目　　次　＞

全国学力・学習状況調査における

大阪狭山市

平成２０年度

結果と分析の概要について



【国語Ｂ、算数・数学Ｂ】

学校に対する調査
指導方法に関する取組や人的・物的な教育条件の整
備の状況等に関する調査
（例）
　授業の合間や放課後における補充的指導の状況
　学校における教育の情報化の進行状況　　　　　　　　　　など

②生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査

学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に
関する調査
（例）
　国語の勉強は好きですか
　授業の内容はどの程度分かりますか
　一日にテレビを見る時間
　読書時間
　勉強時間の状況　　　　　　　など

本調査は、文部科学省が、学校の設置管理者の協力を得て実施するものです　

●学校教育の現状や課題について十分に把握する必要性
●国際学力調査の結果に見る学力や学習意欲の低下傾向
●義務教育の質を保証する仕組みの構築の要請

●国が、全国的な義務教育の機会均等と水準向上のため、児童生徒の学力・学習状況を把握・分析し、教育の
結果を検証し、改善を図る
●各教育委員会、学校等が、全国的な状況との関係において自らの教育の結果を把握し、改善を図る
●各学校が、各児童生徒の学力・学習状況を把握し、教育指導や学習の改善等に役立てる

児童生徒に対する調査

主として「活用」に関する問題

●知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力
●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

【国語Ａ、算数・数学Ａ】

主として「知識」に関する問題

●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
●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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

（３）調査対象

１．調査の概要

　はじめに

　大阪狭山市教育委員会は、平成２０年度全国学力・学習状況調査の結果を、保護者、市民の皆様、学校
に対して公表します
これは、調査の結果や考察を具体的に示すことを通して、本市の教育課題を共有し、皆様方の理解と協力
をいただきながら、「共にさやまの教育に取り組む」という考えに基づくものであります
子どもたちの学力を高めるためのものであることをご理解の上、ご活用をお願いします

●●●　調査についての説明　●●●

平成２０年度調査実施日：４月２２日（火）

①教科に関する調査（国語・算数・数学）

（２）調査の目的

●小学校第６学年　　●中学校第３学年の原則として全児童生徒

（１）背景

（４）調査の内容



生活習慣や学習環境は、学力と密接な関係があり、家庭と学校が連携して取り組むことが必要です
本市では、平成１８年度に、

「おおさかさやま　家庭教育指針　家庭教育への10（9＋1）の提言」
を発信し、家庭とともに取組を進めてまいりました
本調査の分析に当たっては、その成果と課題を把握するとともに、今後さらに取組を推進できるよう、提言と関
連のある項目について、重点的にまとめました

また、本市は学力向上の取組の中心に「授業改革」を置いている点から「授業について」の項目を、また、他の
項目と比較して目立った数値が表れた「携帯電話について」の項目を取り出して示しています

（１）教科に関する調査（国語、算数・数学）の分析について

各学校ごとに、成果や課題を分析し、教育活動の改善に活かしています

■これまでの学校における取組をふり返り、今後の指導改善に活かすよう教職員全体で取り組んでいます
■成果と課題、今後の取組方針などについて、各学校と教育委員会が話し合い、共通理解を深めました
■新しい学習指導要領の移行期を迎えることと関連させながら、教育課程の編成を工夫していきます

※各学校の分析について

子どもたちの学力を高めるために、ご理解の上、ご活用をお願いします

■本調査は、競争を目的とするものではなく、児童生徒の学力・学習状況を把握・分析することを通して、これまでの
教育活動の成果と課題を検証し、その改善を図ることをめざします
■本調査により測定できるのは、学力の一部であり、教育活動の一側面を示すものです
■本調査には、生活習慣や学校環境についての調査も含まれており、地域・家庭との一層の連携を深めることをめざ
します

２．調査結果の取扱いについて

●成果や課題の根拠を分かりやすくするために数値やグラフを用いて示しています
●校種及び教科別に分け、成果と課題を文章で説明した後、Ａ問題（主として「知識」に関する問題）とＢ問題
（主として「活用」に関する問題）に分けて、考察を示しています
●今後重点的な指導が必要なＢ問題においては、調査問題の一部を提示し、「出題の趣旨」「本市の課題」「学
習指導に当たって」を項立てして、示しています

（２）生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査について

３．分析の方法
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大阪狭山市 大阪府 全国

65.6 62.7 65.4

47.2 47.0 50.5

１．小学校国語

●図表やグラフから必要な内容を取り出して、文章にま
とめる問題は、他の問題に比べると正答率が低くなって
います

●指定された字数や言葉で答える問題の正答率が低く
なっています

●答えを選択したり、短い言葉で答える問題に比べて、
記述式で答える問題の正答率が低くなっています。自分
の考えを、言葉や文章で説明できるようにすることが大
切であると考えられます

【大阪狭山市の結果】
●Ａ問題については、全国平均とほぼ同じです
　基礎基本は定着している子どもが多いと考えられます
●Ｂ問題については、全国平均を下回り、課題です
　学習したことを活かして、自分で解決する力の育成が
必要です

成果 課題

平成２０年度

国語Ａ

国語Ｂ

●●●　分析の実際　●●●

※単位（％）

●Ａ問題では無答率が低く、意欲的に取り組ん
でいると考えられます

●漢字の読み書きなど言語についての知識・
理解は正答率が高くなっています

●文章に書かれている内容を短い言葉で答え
たり、気づいたことを答える等の正答率は高く、
平素の授業でよく行われている学習活動の成
果が顕著です

●【1】【２】の問題で、漢字を読む「保護」「承知」や漢字を書く「投げる」「予防」「帰る」の問題は、正答率が高くなっ
ていますが、「会場」「開場」を使い分ける問題は正答率が低くなっていますので、漢字の読み書きを覚えることに
加えて、意味を正確に理解できるように指導することが必要です

●【３】の問題で、「一つの文章に“～ので”が２回続いて長くなり、分かりにくい」を選んだ児童は42.9%と正答率が
低く、文章の推敲について定着を図る必要があります

●【４】の問題で、「“走行する”は、“走る”と比べると、使い方の範囲がせまく、人間が走る場合には使えない」を
選んだ児童は55.0%で、このような言語感覚を養う指導がさらに必要です

　　　　　【１】【2】　漢字を読む・書く　【３】　文章の推敲　【４】　言葉調べ　

国語Ａ（主に「知識」に関する問題）
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国語Ｂ（主に「活用」に関する問題）

50.5

47

47.2

37.2

38.7

39.9

12.3

14.3

12.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

大阪府

大阪狭山市

正答率 誤答率 無答率

正答率

Ａ問題結果と考察

成果と課題



１．出題の趣旨

２．大阪狭山市の課題

３．学習指導に当たって

　日常生活において読む資料は、新聞や雑誌、パンフレットなど多様です
　国語科だけでなく各教科の学習や日常生活の中で、必要な情報を自ら探し、活用する機会を増やすこと
が大切です
＜授業の工夫＞
●さまざまな種類の資料を関連付けて読む力を高める
　そのためには、明確な目的や課題に基づき、さまざまな資料を取り上げながら、その中から必要なもの
を選んで活用する指導を行うことが大切です
●目的や条件に応じて効果的に書く力を高める
　必要な情報を効果的に書くことができるようにするために、小学校でも文字数や様式など、条件に応じて
書く学習活動を積極的に取り入れていくことが大切です

　資料から必要な情報を取り出して、自分の考えを明確にしながら読んだり書いたりすることができるかど
うかをみる

　テーマや条件に合わせて自分の考えを書く問題の正答率が低くなっています
（１）案内状の題名に「梅山市立図書館の五月・六月の行事」のように記述できた児童は35.4%、（２）行事
の内容を二つの文で記述できた児童は27.5%で、他の問題に比べて無答率も高くなっています

　　　　　【３】　情報を読み取って書く＜図書館だより＞Ｂ問題結果と考察



大阪狭山市 大阪府 全国

75.6 71.2 72.2

53.3 49.9 51.6

【大阪狭山市の結果】
●Ａ問題・Ｂ問題ともに、全国平均を上回っています
　基礎的な知識と技能を身に付けている子どもが多いと
考えられます
　知識・技能を様々な場面で活用する力の育成がさらに
必要です

成果

●●●　分析の実際　●●●

※単位（％）

２．小学校算数

平成２０年度

算数Ａ

算数Ｂ

課題

　　　　　①数と計算　　②量と測定　　③数量関係

①四則計算の正答率が高く、「２÷３の商を分数で表す」の正答率は低くなっていますので、整数の除法の結果
は分数を用いると常に一つの数として表すことができることを理解できるようにすることが大切です

②平行四辺形の面積の求め方は正答率が高いですが、「面積が約１５０ｃ㎡であるものを選ぶ問題」は正答率が
低く、知識と実生活を結び付け、量の感覚を豊かにする指導が必要です

③円グラフをよみとる問題は正答率が高いですが、「６２０冊の本の４０％は何冊か」の正答率は低く、日常生活
の中で百分率が用いられる場面を取り上げる活動の充実を図り、百分率の意味について理解を深める必要があ
ります

●図形の応用問題の正答率が低く、面積についての感
覚を身に付けることに課題があります

●日常的に触れている内容でも、算数の問題として未経
験のものは無答率が高くなっています

●理由を記述する問題の正答率が低く、答えを求めるだ
けでなく、自分の考えを言葉や式を用いて説明する力の
育成が必要です

●国・府と比較して無答率が低く、意欲的に取
り組んでいると考えられます

●数と計算の領域は正答率が高く、整数・小数
の四則計算は相当数の児童ができています

●定義や公式を用いて解く問題や円グラフをよ
むなどの基本的な内容は正答率が高くなって
います

正答率

Ａ問題結果と考察

算数Ａ（主に「知識」に関する問題）
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成果と課題



１．出題の趣旨

２．大阪狭山市の課題

３．学習指導に当たって

　表や様々なグラフを関連付けてとらえることが、数量関係を正確にとらえる上で必要です
＜授業の工夫＞
●数学的に表現された内容を解釈できるようにする
　それぞれのグラフの特徴を基にして、グラフが表現している内容を解釈できるようにすることが大切です
　折れ線グラフや棒グラフなどから数量をよみとるだけでなく、それぞれの特徴を基に、グラフの形状から
よみとれることを発表し合ったり、その理由を説明したりする活動を取り入れていくことが必要です
●複数の事柄の相違点を説明できるようにする
　一つのグラフから分かることだけを説明するのではなく、両方のグラフから分かることをそれぞれ述べ、
それを基に相違点を説明するような活動を取り入れることが大切です
　

　示された表や折れ線グラフ、棒グラフを基に、次のことができるかどうかをみる
・表やグラフが表している内容を関連付けてよみとること
・グラフの特徴を基に、折れ線グラフと棒グラフの対応を判断し、両者の違いを数学的に表現すること

　(2)の問題で、折れ線グラフの一部分と、棒グラフの一部分を比べて、その違いを書く（正答率２１.６％、
無答率１９.５％）
　(3)の問題で、折れ線グラフが、誰の身長の変化を表したものかを考え、当てはまる人の身長の伸びを
表している棒グラフを選ぶ（正答率３０.５％、無答率１０.０％）
となっており、「折れ線グラフと棒グラフを関連付けてとらえ、二種類のグラフの特徴を基にそれらの対応
について考える」ことに課題がみられます。特に、(2)の言葉や数を使って数学的に表現することについて
正答率が低く、無答率も高くなっています

　　　　　【５】　資料の数学的な解釈と関連付け（身長）Ｂ問題結果と考察



大阪狭山市 大阪府 全国

73.9 70.5 73.6

58.1 55.2 60.8

【大阪狭山市の結果】
●Ａ問題については、全国平均とほぼ同じです
　無答率が低く、意欲的に取り組む態度や基礎的な力は
身に付いている子どもが多いと考えられます
●Ｂ問題については、全国平均を下回り、課題です
　粘り強く、自分で解決する力の育成が必要です

成果

●●●　分析の実際　●●●

※単位（％）

３．中学校国語

平成２０年度

国語Ａ

国語Ｂ

課題

●漢字の読み書き、歴史的仮名遣いを現代仮
名遣いに直すなど、言語についての知識・理解
は正答率が高くなっています

●文中の一部を抜き出したり、文章の展開の
仕方を考える問題で、選択式や短答式のもの
は正答率が高く、学習活動の成果が感じられま
す

●Ａ問題で知識の定着が全国平均に達しているにも関
わらず、Ｂ問題が達していない原因に、「書く力」の弱さが
考えられます

●図表やグラフなどから情報を取り出し、与えられた条
件に基づいて書いたり、自分の考えを説明する力の弱さ
が表れています

●文を対比する力や複数の文章を関連付けて読む力が
十分でないと考えられます

●【３】－１の「意見文を評価する問題」で、適切な評価を表した文章を選択した生徒は42.1%で、さらに整った文章に
ついての理解を深める必要があります

●【３】－２の問題で、他の人の意見文を参考に段落分けをしたものとして、適切な組み合わせを選択した生徒は
71.5%で、文章の構成についての理解は一定の定着がみられます

●【６】の問題で、漢字を書く「予測」「背景」や漢字を読む「突破」「音響」「祈る」などの問題は、正答率が高くなって
いますが、漢和辞典による「頭」の意味と「街頭」「年頭」に含まれる頭の意味を結び付ける問題の正答率が低くなっ
ていますので、漢字の読み書きを覚えることに加えて、意味の理解を深めるように指導することが大切です

　　　　　【３】　評価・批評を推敲に生かす　【６】　漢字を読む・書く

国語Ａ（主に「知識」に関する問題）
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Ａ問題結果と考察

正答率

成果と課題



１．出題の趣旨

２．大阪狭山市の課題

３．学習指導に当たって

　　　　　【３】　レポートの特徴や工夫をとらえる

　様々な場面で、国語の特質に気付くことができるように、指導方法を工夫することが必要です
＜授業の工夫＞
●普段使っている言葉の意味や用法の違いに気付く
  面白さや疑問を感じた言葉を調べる活動を通して、言葉に対する興味・関心を高めることが大切です
●複数の資料から根拠となる情報を選ぶ
　文章だけでなく、グラフ・図・表・写真などの資料にも目を向け、必要な情報を選択できるようにすること
が必要です
　これまでの取組をもとに、各教科等の指導内容を関連させ、評価方法を工夫することが大切です
●自分の考えを、理由をつけて説明する
　根拠となるものが具体的で正確かどうかを考えさせながら、説得力のある説明の仕方について、発達段
階に応じた指導を工夫することが大切です
　国語科だけでなく、すべての教科指導の中で、理由を付けて説明する場面を増やすことが必要です

複数の資料を読み、レポートをまとめる際に、「レポートの特徴や工夫をとらえること」「文章やグラフから
必要な情報を読み取ること」「読み取った情報をもとに、自分の意見を書くこと」ができるかどうかをみる

　上記の問題で、「レポートについての適切な説明を選ぶ」「グラフから分かることを正しく選ぶ」など、一つ
の資料をもとに答える問題では、一定の定着が感じられます
　しかし、「国語辞典の記述」「グラフの内容」を根拠に理由をつけて、南さんと原さんのどちらの考えに賛
成かを70字から100字で書く問題の正答率は48.9%と低く、無答率も14.7%と他の問題より高くなっています
　自分の考えに理由を付けて説明し、文章に書き表す力は、小学校でも課題がありましたが、中学校でも
同じ傾向です

Ｂ問題結果と考察



大阪狭山市 大阪府 全国

67.1 60.5 63.1

51.3 45.2 49.2

【大阪狭山市の結果】
●Ａ問題・Ｂ問題ともに、全国平均を上回っています
　基礎的な知識と技能を身に付けている子どもが多いと
考えられます
　知識・技能を様々な場面で活用する力や構想を立て実
践する力の育成がさらに必要です

成果

●●●　分析の実際　●●●

※単位（％）

４．中学校数学

平成２０年度

数学Ａ

数学Ｂ

課題

①整数、小数、分数等の四則計算の正答率は高くなっていますが、「３ａ＋４ｂで表される事象を選ぶ」問題は正
答率が低く、事象における数量の関係を見出して、文字式で表現したり、文字式をよんだりする活動を多く取り入
れる必要があります

②点対称な図形を完成することや、垂直の作図方法を図形の対称性に着目して見直すことに課題がみられ、観
察・操作や実験を通して見い出した性質を用いて、見通しを持って作図できるようにすることが大切です

③グラフ上の点の座標を求める知識・理解に関する問題の正答率は高くなっていますが、反比例や一次関数の
関係を式に表す問題の正答率は低く、グラフや表と式を関連付けて考える力を育てることが大切です

●国・府と比較して無答率が低く、意欲的に取
り組んでいると考えられます

●数と式の領域は正答率が高く、すべての問
題で全国平均を上回っています

●基本的な内容や、問われている内容がわか
りやすい問題の正答率は高くなっています

●数式を具体的な事象と結びつけたり、意味を考えて説
明する問題の正答率が低くなっています

●記述式の問題は無答率が高い傾向がみられ、自分の
考え方を記述できるよう指導することが必要です

●絵地図、文章、表、グラフが組み合わさった問題は正
答率が低く、無答率が高くなっています

　　　　　①数と式　　　②図形　　　③数量関係

数学Ａ（主に「知識」に関する問題）
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数学Ｂ（主に「活用」に関する問題）
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Ａ問題結果と考察

正答率

成果と課題



１．出題の趣旨

２．大阪狭山市の課題

３．学習指導に当たって

　問題解決の方法について考え、それを数学的に説明する場を多く設定することが大切です
＜授業の工夫＞
●日常的な事象を理想化・単純化して、その特徴を的確にとらえられるようにする
　事象の数学的な意味を考えたり、式や記号を用いて表したりできるように、実際に観察する場面を取り
入れ、表やグラフに表す活動を経験できるようにすることが大切です
●事象を数学的に解釈し、問題解決に数学を活用できるようにする
　授業で実際のデータを用い、問題を解決する活動を取り入れることが大切です
●問題解決のために数学を活用する方法を考え、説明できるようにする
　与えられた方法を用いて解決するだけでなく、生徒が数学を活用する方法を自ら見い出し、数学的な表
現を用いて具体的に説明する場面設定が必要です

　与えられた情報をよみ、次のことができるかどうかをみる
・与えられた情報を分類整理すること
・事象を理想化・単純化して、その特徴を的確にとらえること
・事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明すること

　(2）の問題で、高さと気温との関係を選ぶ（正答率２５.２％、無答率０.９％）
　(3)の問題で、富士山の６合目の気温を求める方法を説明する（正答率１３.９％、無答率６０.１％）
となっています
　(2)は、「高くなるのにともなって、気温が一定の割合で下がる」ことから、気温は標高の一次関数である
ことを求める問題で、言葉で表現された事象の数学的な意味を考えることに課題があります
　(3)の問題では、気温を推測する方法の説明が求められ、事象を理解、判断し、数学的な表現を用いて
説明することに課題がみられます
　(2)の問題形式は選択式であるため無答率は低くなっていますが、(3)の記述式では無答率が高く、粘り
強く自力で解く力や問題を読解する力に課題がみられます

　　　　　【５】　事象の理想化・単純化＜富士山の気温＞Ｂ問題結果と考察



■　おおさかさやま　家庭教育指針「家庭教育への１０（９＋１）の提言」と関連させて示しました

大阪狭山市 大阪府

■　着目したい項目　「授業について」と「携帯電話について」示しました

■

■
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86 子どもの心をほぐし、安定を図るために、一日一回は
家族のコミュニケーションの時間を作りましょう

朝食をとらない日がある子がいます
力いっぱいがんばるためには、欠かさずとらせること
が大切です

今までの取組の成果が表れています
今後も大人が手本となってあいさつを大切にしていき
ましょう

（１）朝食を毎日食べていますか

89

86
92

83
83

９．伝えよう、先人の知的財産である本の面白さを

１．他の子と比べずに、認めて、褒めて、自信を

２．「だめなことはだめ」―親としての躾と言動規範を

３．「目を離さず、手を放す」の心構えを

責任感や思いやりの心を育てるために、手伝いは大
切です
年齢に合った手伝いをさせましょう

ねばり強い子どもを育てるために、「自分の力で挑戦
させる」「結果だけでなく途中の努力をほめる」ことが
大切です

落ち着いて学校生活が送れています
今後も周りの大人がお手本を示し、社会のルールが
身につくようにしましょう

常に子どもをしっかり見つめ、中学校になってもよい
ところをほめることが大切です

４．家庭において一人ひとりに役割分担を

地域行事への参加で、学校の友だちや家族以外のさ
まざまな人と触れ合う経験をさせることが社会性を育
てるために大切です

79

73

（７）自分には、よいところがあると思いますか

80

（％）

69
60

61

全国

小学校 中学校

93

92 77

72 中学校で低くなることが課題です
学校は、どの子も｢わかる･できる･楽しい｣授業研究に
一層取り組む必要があります

71

読書習慣を子どもの頃からつけるために本の面白さ
を伝えることが大切です
必要なことを自ら学ぶ力を育てましょう

５．コミュニケーションの取り合える時間の確保を

６．明るい挨拶が交し合える家庭を

７．十分な睡眠時間とバランスの取れた食生活を

８．自然や人と触れ合える遊びや活動の場を

82
83

（１８）平日、家や図書館で、１０分以上読書をしますか

83
86

92 90

87

94 92

9293
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48 26

76

45
3449

48
（３３）今住んでいる地域の行事に参加していますか

75

60

65

25

36

小学校

34

（３０）学校で好きな授業がありますか

（１５）携帯電話で通話やメールをしていますか

90

中学校

携帯電話を使用をしている子どもが非常に多い状況
です
いじめやトラブルにつながることもあり、マナーやルー
ルの指導が必要です

57

71
69

５．生活・学習状況にかかる質問紙 ●●●　分析の実際　●●●

学校が近い子どもが多いことも考えられますが、早
寝・早起きを習慣にし、余裕のある生活リズムを作り
ましょう

＜家庭教育指針に基づく取組のポイント＞
※（　）は、質問紙調査の項目番号

（３４）学校のきまりを守っていますか

（５）ものごとを最後までやりとげて、うれしかったことがありますか

（％）

54

84

37

31

87

（２４）家でテレビを見ながら食事をしていますか

（３７）近所の人に会ったときは、あいさつをしていますか

58
（２３）家の手伝いをしていますか

（９）平日、朝７時までに起きていますか

89

95
93
95

84



２．教育委員会からのメッセージ

基本的な学習習慣や生活習慣をつけることは、学力向上を図る上でも大切です

「学校のきまりを守る」「近所の人にあいさつをする」
「家で宿題をする」「困っている人を助ける」など

特によい面 育てたい面

「早寝・早起き・朝食」「読書時間」「携帯電話」
「家庭でのお手伝い」「地域行事の参加」など

１．調査から見えるさやまの子どもの姿

　　一人ひとりの子どもたちに、確かな学力を育むための鍵は、学校・家庭・地域の「つながり」です
　ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます

●●●　子どもの学力を高めるために　●●●

学校・家庭・地域、みんなで力を合わせることが、大切です

育てたい力は、　　　説明力　　問題解決力　　人間関係力　　です

大阪狭山市教育委員会は、平成20年4月｢大阪狭山市学力向上プラン｣を策定しています

「おおさかさやま　家庭教育指針　家庭教育への10（9＋1）の提言」に示された内容は、学力
と深い関係があります

まず、「毎日朝食をとること」「読書の習慣をつけること」に取り組みましょう！

　「自立」と「共生」をめざし、
　生きる力を育みます
　
　・確かな学力を育む授業づくり
　・心を育む取組の充実
　・体力の向上

　　　　　　　強い絆の中で、温かく、時には厳しく育てましょう

　　　　　　　　　　・早寝・早起き・朝ごはんの習慣をつける
　　　　　　　　　　・読書の時間を作る
　　　　　　　　　　・携帯電話やゲームなどは、使い方を決める

　子どもたちの心に
「大人の本気」を届けましょう

・子どものよいところを見つけて、しっかりほめる
・よくない行動を見かけたら、はっきりと叱る
・笑顔であいさつを交わす
・地域の活動に参加する

地域

家庭

３つの力をつけるための
ポイント

手を出しすぎず自分の力で
解決するのを見守る

子どもが、人と
触れ合える場をつくる

子どもの話をしっ
かり聞く

学校

読書と正答率
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学校教育G
ハイライト表示
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学校教育G
ハイライト表示



〒589-8501
大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384-1
TEL072-366-0011   FAX072-367-6011
大阪狭山市教育委員会
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