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平成２１年度調査実施日：４月２１日（火）

①教科に関する調査（国語、算数・数学）

（１）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

（３）調査の内容

１．調査の概要

　はじめに

　大阪狭山市教育委員会は、平成２１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　●●●

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　

●国が、全国的な義務教育の機会均等と水準向上のため、児童生徒の学力や学習状況を把握・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、各児童生徒の学力や学習状況を把握し、教育指導や学習状況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

（２）調査対象

【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）
　学力向上や学習の定着に向けた取組
　習熟度別少人数指導
　教育の情報化
　教員研修
　家庭・地域との連携の状況　　　　　　　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
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（３）各学校の分析について

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への移行をすすめながら、教育課程の編成を工夫していきます

（１）教科に関する調査（国語、算数・数学）の分析について

●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
●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、問題にみられる成
　 果と課題を正答率や無解答率とともに示しています
●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
●結果と考察において、質問紙調査との関係から今後の指導方法の工夫について示しています

（２）生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査について

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

２．調査結果の取扱いについて

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、児童生徒の学力や学習状況を把握・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

３．分析の方法

大阪狭山市立中学校 3校 ３校（100%） ４８５人

大阪狭山市立小学校 7校 ７校（100%） ５５１人

（４）平成２１年４月２１日に調査を実施した学校・児童生徒数

対象学校数 参加学校数（参加率） 参加児童・生徒数
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大阪狭山市 大阪府 全国

71.4 68.3 69.9

53.5 49.4 50.5

(  )は正答率

●●●　分析の実際　●●●

※単位（％）

【話すこと・聞くこと】
○目的や意図が伝わるように必要な情報を取り出す
　４ 一 作戦カードをもとに、ボールを渡す順番を整
理する（88.6%）
○話し手の立場や意図をとらえて聞く
　２ 一 話し合いの中で出された意見を二つの立場
に分ける（79.3%）

１．小学校国語

【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。
●今回出題された学習内容の知識・技能について更に身に付
けさせる必要があります
●今回出題された学習内容に係る知識・技能を活用する力の
定着に課題が見られます

成果　　　　　 課題

平成２１年度

国語Ａ

国語Ｂ

【書くこと】
○文章の内容に合わせて、小見出しを書く
　４ 実験報告文の小見出しとして適切なものを選択
する（ア：83.3%、イ：94.2%、ウ：94.9%）
【読むこと】
○段落の内容を的確にとらえる
　６ 図鑑を読んで、内容を要約して書く（80.0%）
【言語事項】
○漢字を読む、書く
　１一(2) 春から夏へ季節が移る（93.8%）
　　二(1) びょういんに行く（86.4%）

【言語事項】
●ローマ字を書く、読む
　２ 2 たべもの（55.2%）
　　 3 happa（54.1%）
●文の意味のつながりを考えながら、接続語を使って内容を分
けて書く
　８ 接続語を使って一文を二文に分けて書く（16.2%）
●文字の大きさや配列に注意して見直す
　９ 毛筆の下書きについて書き直す内容を書く（30.3%）

【話すこと・聞くこと】
●話し合いの流れを踏まえ、自分の立場や意図を明確にして
話し合う
　２ 二 「そうじや整とんによく取り組んでいる」とする立場から
自分の考えを発表する（26.3%）
【書くこと】
●目的や意図に応じて、必要な事柄を整理し、事象や意見など
を関係付けて書く《右頁》
　１ 一 報告文を書く目的に基づいて調査する内容を項目立て
て整理し、メモに書く（11.3%）
　１ 二 報告文を書く目的に応じて、調べて分かった結果と調べ
た理由とを関係付けて書く（19.4%）

正答率

問題にみえる成果と課題

国語Ａ（主として「知識」に関する問題）

69.9

68.3

71.4
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8.7
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国語Ｂ（主として「活用」に関する問題）
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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

　　　　　【１】　調査報告文を書く＜小学生の体力＞

○質問紙で「解答時間が足りなかった」と感じている児童が、国語Aで48.2%、国語Bで35.7%を占め、最後の方の問
題で無解答率が高いのは時間不足の影響も考えられます。基礎的・基本的な知識・技能を身につけさせるために
反復練習を繰り返し、短時間で解決できるようにする取り組みも必要です。
○記述式の問題では、正答率が低く、無解答率が高くなっています。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、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。
○質問紙の「58．国語の授業で意見を発表するとき、うまく伝わるように話の組立てを工夫しているか」の問いにつ
いて、肯定的に捉えている児童は49.8%で、全国と比べて6.5%低くなっています。資料や数値を根拠にして自分の考
えを述べたり、互いの考えを出し合って討論したりするなどの言語活動を充実することが大切です。

○事実と意見とを区別して書く
　 自分の意見の根拠となった事実と、自分の意見そのものとを区別して書く取り組みが必要です。
○文章と資料とを関係付けて書く
　 自分の考えを伝えるためには、図解したり、表やグラフを用いたりすることが効果的です。また、自分が
考えたことを明確に表現するために、文章と資料とを関係付け、活用することが大切です。

設問一　調べる内容を見通して、必要な事柄を整理することができるかどうかをみる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（評価の観点：書く能力）
設問二　目的や意図に応じて、事象や意見などを関係付けながらて書くことができるかどうかをみる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（評価の観点：国語への関心・意欲・態度、書く能力）

●資料から必要な情報を収集したり、報告文の種類や特徴に応じて自分の考えを表現したりすることに
　 課題があります
設問一　報告文の文章のもとになったメモの内容について、箇条書きの一つめの項目を書く問題の正答
           率は11.3%と低く、無解答率は17.8%と高くなっています。
設問二　報告文を書く目的に応じて、調べてわかった結果と調べた理由とを関係付け、字数などの条件に
　　　　　 即して書く問題の正答率は19.4%と低く、無解答率は13.4%と高くなっています。

Ｂ問題にみえる課題

結果と考察
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大阪狭山市 大阪府 全国

81.8 78.4 78.7

57.7 53.8 54.8

(  )は正答率

【数と計算】
○ １ 四則計算
　(1) 153＋49（97.5%）　　  (3) 204÷4（97.8%）
　(5) 7/6－2/6（98.2%）
【量と測定】
○ 長さについての感覚
　３ 千円札を長方形とみると、長い方の辺はどれくら
いの長さか選ぶ（92.4%）
【図形】
○平行四辺形の性質の理解
　５（3) 平行四辺形の２つの辺の長さが10cm、8cm
のとき、指示された辺の長さを答える（92.7%）

【数と計算】
●偶数の意味についての理解
　２(4) 整数の中から偶数を選ぶ（70.8%）
【図形】
●四角形の四つの角の大きさの和の求め方
　５(1) 四角形を１本の対角線で二つの三角形に分けたときの、
四角形の４つの角の大きさの和を求める式を書く（71.3%）
【数量関係】
●百分率を求める
　７ 200人のうち80人が女子のとき、女子の人数の割合は全体
の何%か（54.6%）

【数と計算】
●与えられた情報を整理・選択し、示された判断が正しい理由
を記述する
　３(3) ２種類の品物を買うとき、与えられた条件では、ハンカチ
を買うともう１種類の品物が買えないわけを書く（32.5%）
【図形】
●示された解決方法を理解し、見方を変えた解決方法を数学
的に表現する
　１(3) 長方形の紙に書かれた６つの円の半径の求め方につい
て、長方形の縦の長さを使った求め方を基に、横の長さを使っ
た求め方を書く（37.9%）
【数量関係】
●グラフから割合の大小を判断し、その理由を数学的に表現
する 《右頁》
　５(3) 4月と6月の全体の重さを基にしたペットボトルの重さの
割合の大小関係をとらえ、判断のわけを書く（17.2%）

【数と計算・量と測定】
○整数と小数の加法を用いて、重さを求める
　２(1) 上皿てんびんで消しゴムと分銅がつり合って
いることを基に、消しゴムの重さを求める（91.1%）
【量と測定・図形】
○カードの敷き詰め方を２通りかき、必要なカードの
枚数を求める
　４(1) 縦4cm、横5cmの長方形の板に縦2cm、横
1cmの長方形のカードを敷き詰める図を２通りかき、
必要なカードの枚数を求める（83.3%）
【数量関係】
○グラフから必要な数量を読み取る
　５(1) 4月に集めたペットボトルの重さをグラフから
読み取る（83.8%）

【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。
●今回出題された学習内容の知識・技能については概ね理解
しています
●今回出題された学習内容に係る知識・技能を活用する力の
定着に課題が見られます

                                    成果

●●●　分析の実際　●●●

※単位（％）

２．小学校算数

平成２１年度

算数Ａ

算数Ｂ

課題

算数Ａ（主として「知識」に関する問題）

78.7

78.4

81.8

19.2

19.4

17.0
1.2

2.1

2.2

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

全国

大阪府

大阪狭山市

正答率 誤答率 無解答率

算数Ｂ（主として「活用」に関する問題）

54.8

53.8

57.7

6.2

6.9

4.7
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39.3

37.6
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全国
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算
数
Ｂ

算
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正答率

問題にみえる成果と課題
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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

　　　　　【５】　資料の数学的な解釈と判断の根拠の説明（リサイクル）

示されたグラフの特徴を理解し、次のことができるかどうかをみる
設問（３）　割合の大小を判断し、その理由を数学的に表現すること　　(評価の観点：数学的な考え方）

●基準量と比較量の両方の大小に着目して、割合の大小を判断し、その理由を言葉や式を使って表現
することに課題があります〔設問（３）〕
　 割合は（比較量)÷（基準量）で求められるので、比較量（ペットボトルの重さ）が同じ場合には、基準量
（全体の重さ）の小さいほう（４月）が割合が大きくなることや実際に割合を求めて説明する問題の正答率
は17.2%と低くなっています。一方、41.2%の児童が、２の「割合が同じ」を選択しています。

○整数、小数、分数の四則計算や平行四辺形の性質の理解など、基本的な内容については相当数の児童が理解
しています。
○数学的な考え方を記述する問題の正答率が低くなっています。また、算数Bで「解答時間が足りなかった」と感じ
ている児童が30.2%あり、「72．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か」の問いについて、肯定
的に捉えている児童は74.3%で、全国と比べて5.2%低くなっています。
○答えを求めるだけでなく、問題解決の過程を重視し、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。そのために、考えや解決法を説明する活動を積極的に取り入れ、どのような事柄を含んで説明しなければな
らないのかを目的に応じて考えられるようにすることが大切です。
○見方を変えた多様な解決方法を考えることができるように、一人の児童の考え方を他の児童が説明したり、どの
ような工夫が用いられているかを話し合ったりする活動を取り入れることが大切です。

○基準量と比較量の大小関係に着目して割合
　 の大小を判断する活動を取り入れる
　 基準量、比較量、割合を図に表すなどして、
それらの関係を捉えられるようにすることが大
切です。

Ｂ問題にみえる課題

結果と考察
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大阪狭山市 大阪府 全国

76.1 72.7 77.0

72.7 68.3 74.5

(  )は正答率

【話すこと・聞くこと】
○話の内容から必要な情報を的確に聞き取ることや
聞いた話の中に必要な情報が含まれているかを判
断する
　４ 一 先生の話から必要な情報を聞き取り、メモを
とる（94.6%）
　４ 二 足りない情報を得るための質問として適切な
ものを選択する（89.7%）
【言語事項】
○漢字を読む
　８二1 空気の抵抗がある（99.0%）
　８二3 真実に迫る（91.3%）
○語句の意味を理解し、適切な接続詞を選択する
　８三ｵ たとえそうであっても（92.6%）

【読むこと】
●短歌の形式に従って意味のまとまりをつかむ
　７一 短歌について、言葉のつながりや意味の上から切れめを
付けたものとして適切なものを選択する（32.0%）
【言語事項】
●文脈に即して漢字を正しく書く
　８一3 燃料をオギナう（53.0%）
●意味を理解し、文脈の中で語句を適切に使う
　８三ｱ 急いでいるときは、靴をはくのももどかしい（46.6%）
　８三ｴ 同音異義語：報道機関に対して説明する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（63.7%）
●辞書を活用して、語句の意味を適切に書く
　８七 国語辞典で調べたことをもとに、語句の意味を書く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（67.4%）

【読むこと】
○語句に注意し、その効果的な使い方に気付く
　３一AB 表に当てはまる一行を詩の中から抜き出
す（A：92.0%、B：90.7%）
【書くこと・読むこと】
○資料に表れている工夫を自分の表現に役立てる
　１三ｲ 子ども図書館案内図の工夫を生かして、学
校図書館の案内図の受付カウンターの役割の説明
文を書く（79.4%）

【書くこと・読むこと】
●資料に表れている工夫を自分の表現に役立てる
　１三ｱ 子ども図書館案内図の工夫を生かして、学校図書館の
案内図の郷土資料コーナーの見出しを書く（53.8%）
●文章から必要な情報を読み取り、簡潔にまとめて書く《右頁》
　２二 本文の内容を適切にとらえ、発光ダイオードの特徴を箇
条書きで三つ以上書く（62.1%）
 【書くこと】
●文章と補助資料とのかかわりを理解する《右頁》
　２三 資料の図が、文章のどの部分を補足しているかについ
て、文章の中から抜き出す（61.2%）

                                     成果

国語Ａ

国語Ｂ

課題

●●●　分析の実際　●●●

※単位（％）

３．中学校国語

平成２１年度
【大阪狭山市の結果】
●Ａ問題、Ｂ問題ともに全国平均を下回っています
●今回出題された学習内容の知識・技能とそれらを活用する
力を更に身に付けさせる必要があります

国語Ａ（主として「知識」に関する問題）

77.0

72.7

76.1

19.7

22.5

21.5

3.3

4.8

2.4

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

全国

大阪府

大阪狭山市

正答率 誤答率 無解答率

国語Ｂ（主として「活用」に関する問題）

74.5

68.3

72.7

19.9

22.7

22.3

5.6

9.0

5.0

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

全国

大阪府

大阪狭山市

正答率 誤答率 無解答率

国
語
Ｂ

国
語
Ａ

問題にみえる成果と課題

正答率

学校教育G
テキストボックス
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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

○質問紙の「解答時間は十分でしたか」の問いに対して、「時間が余った」と解答している生徒が国語Aで84.5%、国
語Bで80.7%と高い割合を示しています。
○国語の授業について生徒が肯定的に捉えている割合は、「57．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」（29.6%）、「58．うまく伝わるように話の組み立てを工夫している」（27.0%）、「59．自分の考えを
書くとき、考えの理由がわかるように書いている」（42.7%）、「60．文章を読むとき、段落や話のまとまりごとに内容を
理解しながら読んでいる」（48.4%）の項目で低くなっています。
　例えば、書いた文章を、自分で読み直すだけでなく、グループで読み合ったり、誤りを指摘し合ったり、表現の仕
方を学び合ったりして、自分の表現に役立たせる学習活動を取り入れることが大切です。

　　　　　 【２】　情報を整理する（発光ダイオード）

○段落の役割をとらえて読む
　 文章の目的を提示する段落、具体例を提示する段落、結論を示す段落など、論理の展開をとらえ書き
手の意図を考えさせる取り組みが必要です。
○文章と資料とを関係付けて書く
　 文章と図表とを関連付けて読むことによって、情報をより正確に捉えさせることが大切です。グラフや表
などから読み取ったことを、言葉で分かりやすく説明する学習を国語の授業を中心に行っていくことが必
要です。

説明的な文章とその補助資料を読んで、次のことができるかどうかをみる
設問二　文章から必要な情報を読み取り、簡潔にまとめて書くこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(評価の観点：国語への関心・意欲・態度、書く能力、読む能力）
設問三　文章と補助資料とのかかわりを理解すること　　（評価の観点：読む能力）

●文章や図などの複数の資料を基に必要な情報を得ることに課題があります
設問二　説明文で理由として挙げている４つの特徴をとらえ、箇条書きで３つ以上書く問題の正答率は
　　　　　  62.1%で、無解答率は14.2%と高くなっています。
設問三　図Bから、発光ダイオード式信号機では「消灯時」に当たる「日差し」は、「無色透明レンズ」を通っ
　　　　　 ていることと、文章Aの「発光ダイオード式信号機は色のついたレンズを使う必要がない」こととを
　　　　　 結び付けて答える問題の正答率は61.2%で、無解答率は17.3%と高くなっています。

Ｂ問題にみえる課題

結果と考察

学校教育G
テキストボックス
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大阪狭山市 大阪府 全国

64.4 59.9 62.7

57.4 52.5 56.9

(  )は正答率

【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。
●今回出題された学習内容の知識・技能について身に付けさ
せる必要があります
●今回出題された学習内容に係る知識・技能を活用する力の
定着に課題が見られます

                                       成果

●●●　分析の実際　●●●

※単位（％）

４．中学校数学

平成２１年度

数学Ａ

数学Ｂ

課題

【数と式】
○比の意味を理解している
　１(1) 15：9＝5：□ （89.7%）
○（　）を含む正の数と負の数の計算
　１(3) 2×(5－8） （91.5%）
○単項式どうしの乗法の計算
　２(1) 3x×(－4xy) （94.0%）
【図形】
○展開図で示された空間図形について、２つの面の
位置関係（面と面の平行）をとらえる
　５(1) 立方体の展開図において、与えられた面に平
行な面を選ぶ（96.9%）
○直角三角形の一辺を軸とする回転によって円錐
が構成されることを理解している
　５(2) 直角三角形の一辺を軸として回転させてでき
る立体を選ぶ（89.3%）

【数と式】
●一元一次方程式をつくって問題を解決するために、２通りに
表せる数量に着目する
　３(3) 一元一次方程式をつくるために、着目する数量を答える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（37.2%、無解答率14.3%）
【図形】
●同位角の意味を理解している
　 ６(1) 同位角の位置にあるものを選ぶ（39.7%）
●証明の意義について理解している
　８ 三角形の内角の和が180°であることの証明について正し
いものを選ぶ（28.1%）
【数量関係】
●二元一次方程式の解を座標とする点の集合は、直線として
表されることを理解している
　１２ 2x＋y＝6の解を座標とする点の集合がどのようになるか
選ぶ（34.1%）

【数と式】
●規則にしたがって求めた数について、一般的に成り立つ理由
を文字式を用いて説明する
　２(2) １段目に連続する３つの自然数が21、22、23のとき、３段
目に入る数を求める（43.2%、無解答率15.9%）
【数量関係】
●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《右頁》
　３(3) 蛍光灯と白熱電球の総費用について、２つの総費用が
等しくなるおよその時間を求める方法を説明する（21.5%）
●確率についての知識を活用し、予想を実験で確かめるため
の方法を考える
　５(3) 「箱を変更する」と決めてゲームを行う方が当たりやすい
という予想を確かめる実験方法として、最も適切なものを選ぶ
（42.8%）

【数と式】
○問題場面における考察の対象を明確にとらえてい
る
　２(1) 1段目の連続する3つの自然数が21、22、23
のとき、3段目に入る数を求める（85.5%）
【図形】
○事象を図形に着目して観察し、その特徴を的確に
とらえる
　１(1) 「紋切り遊び」で１回折りでできる模様として、
正しいものを選ぶ（84.5%）
【数量関係】
○与えられた情報を分類整理することができる
　５(1) 「箱を変更しない」と決めてゲームを行う場
合、３つの箱から１つの箱を選ぶとき、それが当たり
の箱である確立を求める（84.5%）

数学Ａ（主として「知識」に関する問題）

62.7

59.9

64.4

32.2

33.2

32.4

5.1

6.9

3.2

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

全国

大阪府

大阪狭山市

正答率 誤答率 無解答率

数学Ｂ（主として「活用」に関する問題）

56.9

52.5

57.4

33.4

34.5

35.2

9.7

13.0

7.4

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

全国

大阪府

大阪狭山市

正答率 誤答率 無解答率

数
学
Ｂ

数
学
Ａ

問題にみえる成果と課題

正答率

学校教育G
テキストボックス
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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

○質問紙の「解答時間は十分でしたか」の問いに対して、「時間が余った」と解答している生徒が数学Aで87.0%、数
学Bで80.7%と高い割合を示していますが、数学的な考え方を記述する問題では、正答率が低く、無解答率が高く
なっています。
○数学の授業について生徒が肯定的に捉えている割合は、「70．問題を解くとき、もっと簡単に解く方法がないか考
える」（56.3%）、「71．公式やきまりを習うとき、その根拠を理解するようにしている」（56.7%）、「72．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」（63.2%）の項目で低くなっています。問題解決の方法について考え、根拠を
明らかにしながら数学的な表現を用いて説明する場を多く設定することが大切です。
○正答数分布では、ほとんど頂点の見られない平板な分布状況をを示し、生徒個々の学力に差が生じている状況
が表れています。少人数・習熟度別指導など、よりきめ細かな指導方法を工夫し、個に応じた指導の充実を図る必
要があります。

　　　　　【３】事象の数学的な解釈と問題解決の方法＜電球形蛍光灯のよさ＞

○日常的な事象の考察のためにグラフを活用できるようにする
　 問題を解決する上でグラフに表したほうが解決しやすい場面を設定し、事象とグラフとを対応させて考
えるなど複合的に考え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させるだけでなく、生徒が問題解決のために数学を活用する方法を見い
だすようにすることが大切です。また、その方法について、グラフや式などの「用いるもの」とその「用い方」
について説明する場面を設定することが大切です。

　表やグラフで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
設問（３）　問題解決の方法を数学的に説明すること　　　(評価の観点：数学的な見方や考え方）

●蛍光灯と白熱電球の総費用が等しくなるおよその時間を求める方法を、一次関数の知識・技能などを
活用して説明することに課題があります〔設問（３）〕
　グラフや式、表や数値などの「用いるもの」とその「用い方」を明示して、数学的に説明する問題の正答
率は21.5%と低く、無解答率が41.9%と著しく高くなっています。

Ｂ問題にみえる課題

結果と考察

学校教育G
テキストボックス
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大阪狭山市 大阪府 全国

※（　）は、質問紙調査の項目番号

　

４．家庭において一人ひとりに役割分担を

■携帯電話を使用をしている子どもが非常に多いです
　　 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

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

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

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

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

８．自然や人と触れ合える遊びや活動の場を

５．コミュニケーションの取り合える時間の確保を

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

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

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

●●●　分析の実際　●●●

■　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

＜家庭教育指針に基づく取組のポイント＞

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

５．生活・学習状況にかかる質問紙

３．「目を離さず、手を放す」の心構えを

９．伝えよう、先人の知的財産である本の面白さを

読書習慣を子どもの頃からつけるために本の面白さを
伝えたり、ときには、子どもと同じ本を読み、話し合った
りすることが大切です
必要なことを自ら学ぶ力を育てましょう

■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

■　着目したい項目「好きな授業」と「携帯電話」について示しました

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

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

96.0
93.8
94.2

92.4
87.4
92.0

（７）自分には、よいところがあると思いますか

74.6
70.2
71.8

61.2
54.4
57.1

（９）平日、朝７時までに起きていますか

76.5
51.6

58.4

65.7
36.2

51.2

（２３）家の人と学校での出来事について話をしていますか

70.9
68.5
71.7

59.8
57.4
58.4

（２４）家の手伝いをしていますか

78.5
75.9
79.1

63.0
60.9
61.3

（３６）今住んでいる地域の行事に参加していますか

62.4
50.7
49.5

37.8
26.2
27.3

（３７）学校の規則を守っていますか

88.5
82.3
87.2

88.6
84.2
88.4

（１５）携帯電話で通話やメールをしていますか

23.7
32.2
34.5

54.6
66.7
74.1

（３３）学校で好きな授業がありますか

93.3
91.7
92.9

78.7
73.3

66.6

（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

93.8
92.7
94.6

91.9
89.9
92.3

（４０）近所の人に会ったときは、あいさつをしていますか

89.4
85.5
88.6

83.0
82.3
84.2

（１９）平日、家や図書館で、１０分以上読書をしますか

61.2
54.0
55.5

47.9
34.0
45.2

小　学　校 中　学　校

学校教育G
テキストボックス
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■　生活習慣や学習環境等と学力との相関関係が著しく見られた３項目について示しました   ＊グラフの横軸（　）：人数

　　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

２．教育委員会からのメッセージ

生活習慣や家庭学習の習慣が身についていたり、達成感を味わった子どもは、教科に
関する調査で正答率が高い傾向がみられます

１．質問紙調査と学力調査との関係から見える「さやまの子ども」の姿

　「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

学校

（小学校）

0

20

40

60

80

100

食べている(468)

どちらかといえば 食べている(52)

あまり食べていない(27)

全く食べていない(4)

平
均
正
答
率

（
％

）

国語A

国語B

算数A

算数B

（中学校）

0

20

40

60

80

100

食べている(391)

どちらかといえば 食べている(53)

あまり食べていない(26)

全く食べていない(13)

平
均
正
答
率

（
％

）

国語A

国語B

数学A

数学B

（小学校）

0

20

40

60

80

100

している(481)

どちらかといえば している(50)

あまりしていない(16)

全くしていない(4)

平
均
正
答
率

（
％

）

国語A

国語B

算数A

算数B

（中学校）

0

20

40

60

80

100

している(320)

どちらかといえば している(110)

あまりしていない(39)

全くしていない(12)

平
均
正
答
率

（
％

）

国語A

国語B

数学A

数学B

朝食を毎日食べていますか

家で学校の宿題をしていますか

（小学校）

0

20

40

60

80

100

ある(414)
どちらかといえば ある(108)

どちらかといえばない(22)

ない(7)

平
均
正
答
率

（
％

）

国語A

国語B

算数A

算数B

（中学校）

0

20

40

60

80

100

ある(328)
どちらかといえば ある(118)

どちらかといえばない(31)

ない(6)

平
均
正
答
率

（
％

）

国語A

国語B

数学A

数学B

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

学校教育G
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