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１ 調査事項等

○ 調 査 日 平成２１年４月２１日（火）

○ 調査事項

《教科に関する調査》

・小学校６年生：国語・算数「Ａ：主として知識に関する問題」と

「Ｂ：主として活用に関する問題」

・中学校３年生：国語・数学「Ａ：主として知識に関する問題」と

「Ｂ：主として活用に関する問題」

《質問紙調査》

・児童生徒に対する調査《学習意欲、学習方法、生活の諸側面等に関する調査等）

・学校に対する調査《指導方法、人的・物的な教育条件等）

○ 実施状況

２ 調査結果の概要

川西川西川西川西のののの子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは、、、、がんばっていますがんばっていますがんばっていますがんばっています!!!!

～～～～平成平成平成平成２１２１２１２１年度全国学力年度全国学力年度全国学力年度全国学力・・・・学習状況調査結果学習状況調査結果学習状況調査結果学習状況調査結果～～～～

児童生徒

質問紙

算数・数学国語

１２２２人１２２１人１２２０人１２２０人１２１９人７校中学校３年生

１５４７人１５４６人１５４５人１５４７人１５４６人１６校小学校６年生

Ｂ活用Ａ知識Ｂ活用Ａ知識
学校数

○○○○ 本市児童生徒本市児童生徒本市児童生徒本市児童生徒のののの学力学力学力学力のののの定着状況定着状況定着状況定着状況はははは、、、、全国全国全国全国のののの公立学校公立学校公立学校公立学校のののの状況状況状況状況とととと比較比較比較比較しししし、、、、小学小学小学小学

校校校校・・・・中学校中学校中学校中学校のののの国語国語国語国語、、、、算数算数算数算数・・・・数学数学数学数学いずれもいずれもいずれもいずれもＡＡＡＡ問題問題問題問題（（（（知識知識知識知識）Ｂ）Ｂ）Ｂ）Ｂ問題問題問題問題（（（（活用活用活用活用））））ともにともにともにともに

同程度同程度同程度同程度（（（（※※※※））））でありでありでありであり、、、、全国平均全国平均全国平均全国平均、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの状況状況状況状況とととと同様同様同様同様にににに、、、、活用力活用力活用力活用力にににに課題課題課題課題がありがありがありがあり

ますますますます。。。。

○○○○ 小学校小学校小学校小学校・・・・中学校中学校中学校中学校のののの国語国語国語国語、、、、算数算数算数算数・・・・数学数学数学数学いずれもいずれもいずれもいずれも、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ問題問題問題問題（（（（活用活用活用活用））））のののの正答率正答率正答率正答率のののの高高高高

いいいい児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒はははは、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ問題問題問題問題（（（（知識知識知識知識））））のののの正答率正答率正答率正答率もももも高高高高いといういといういといういという傾向傾向傾向傾向がありますがありますがありますがあります。。。。

「全国学力・学習状況調査」が実施され、本年度で、３回目の参加となります。国語と
算数・数学という一部の教科でしたが、全国的な状況との関係において、本市の教育施策
の成果と課題、学校における指導の実際について、評価・検証する機会の一つとしてとら
え、本市も参加しました。その概要は、以下のとおりです。

※分析の際の基準の考え方

○本市児童生徒と全国の状況との平均正答率の比較は、次を基準としています。

＋５．１％以上（上回る） ±５．０％（同程度） －５．１％以下（下回る）
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小学校小学校小学校小学校 国語国語国語国語

ⅠⅠⅠⅠ 学力学力学力学力のののの定着状況定着状況定着状況定着状況

国語Ｂ

国語Ａ

話すこと・聞くこと

全国（公立） 兵庫県 川西市

全国（公立）

兵庫県

川西市

国語Ａ

全国（公立）

兵庫県

川西市

国語Ｂ

国語Ｂ

国語Ａ

書くこと

全国（公立） 兵庫県 川西市

国語Ｂ

国語Ａ

読むこと

全国（公立） 兵庫県 川西市

国語Ｂ

国語Ａ

言語事項

全国（公立） 兵庫県 川西市

◇（Ａ） 文章の内容に合わせて小見出しをとら

えることには、多くの児童が理解してい

ます。

◆（Ｂ） 報告文に必要な事柄を整理したり、事

象や意見などを関係付けながら書いたり

することに課題があります。

◇（Ａ） 今回出題した漢字の読みと書きについ

ては、多くの児童が理解しています。

◆（Ａ） ローマ字を正しく読んだり書いたりす

ることに課題があります。

領域別の状況

＊＊＊＊国語国語国語国語ＡＡＡＡ・・・・国語国語国語国語ＢＢＢＢともにともにともにともに、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率はははは全国平均全国平均全国平均全国平均（（（（A：：：：69.9％、Ｂ：％、Ｂ：％、Ｂ：％、Ｂ：50.5％）％）％）％）

とととと同程度同程度同程度同程度でありでありでありであり、、、、領域別領域別領域別領域別のののの状況状況状況状況についてもについてもについてもについても全国平均全国平均全国平均全国平均とととと同様同様同様同様のののの傾向傾向傾向傾向ですですですです。。。。

◇（A） 司会の役割や働きをとらえて話し合いを

計画的に進めることは、多くの児童が理解

しています。

◆（Ｂ） 自分の立場や意図を明確にして話し合う

こと、話の組立てを工夫しながら図を使っ

て説明することに課題があります。

◇（Ａ） 文学的な文章の表現の工夫をとらえるこ

と、図鑑を読んで必要な内容をとらえるこ

とは、多くの児童が理解しています。

◆（Ｂ） 筆者の表現の工夫や考えをとらえること

に課題があります。
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課題がみられた内容

【【【【話話話話すことすことすことすこと・・・・聞聞聞聞くことくことくことくこと】】】】

○○○○ 目的目的目的目的やややや意図意図意図意図にににに応応応応じてじてじてじて、、、、事柄事柄事柄事柄がががが明確明確明確明確にににに伝伝伝伝わるようにわるようにわるようにわるように話話話話のののの構成構成構成構成をををを工工工工夫夫夫夫しながらしながらしながらしながら話話話話すすすす。。。。

【書書書書くことくことくことくこと】】】】

○○○○ 目的目的目的目的やややや意図意図意図意図にににに応応応応じてじてじてじて、、、、書書書書くくくく事柄事柄事柄事柄をををを収集収集収集収集・・・・整理整理整理整理しししし、、、、事実事実事実事実とととと感想感想感想感想、、、、意見意見意見意見などをなどをなどをなどを区別区別区別区別しなしなしなしな
がらがらがらがら書書書書くくくく。。。。

【読読読読むむむむことことことこと】】】】

○○○○ 目的目的目的目的やややや意図意図意図意図にににに応応応応じてじてじてじて、、、、表現表現表現表現のののの仕方仕方仕方仕方にににに注意注意注意注意しながらしながらしながらしながら文章文章文章文章のののの内容内容内容内容をををを的確的確的確的確にににに押押押押さえてさえてさえてさえて読読読読んんんん
だだだだりりりり、、、、自分自分自分自分のののの考考考考えをえをえをえを明確明確明確明確にしてにしてにしてにして読読読読んだんだんだんだりりりりするするするする。。。。

【言語事項言語事項言語事項言語事項】】】】

○○○○ 口口口口ーーーーママママ字字字字をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし読読読読んだりんだりんだりんだり、、、、書書書書いたいたいたいたりりりりするするするする。。。。

用紙全体用紙全体用紙全体用紙全体とのとのとのとの関係関係関係関係にににに注意注意注意注意しししし、、、、文字文字文字文字のののの大大大大きさやきさやきさやきさや配列配列配列配列などをなどをなどをなどを整整整整えてえてえてえて書書書書くくくく。。。。

《こんなことに気をつけて》

・自分の立場を明確にし、事実と感想、意見などを区別しながら

説明したり、報告したりしましょう。

・説明や報告をするときには、図表やグラフ、映像や実物などの資

料を提示しながら事柄の相互の関係を整理して話しましょう。

・コンピュータを使った学習などと関係付けて、ローマ字を繰り返し

読んだり、書いたりする機会を増やしましょう。

・用紙全体との関係から、大きさ、行間、字間などを整え、文字を

丁寧に書＜ようにしましょう。

・読んだ本や文章を説明したり紹介したりするなどの目的をもち、

登場人物の行動や性格、場面についての描写など表現の工夫に

着目して想像を豊かにしながら読みましょう。

・報告文などを記述する前段階においては、必要な事柄についてメモを

使って収集したり、構成表を用いて整理したりしましょう。

・調査報告文などを記述するときは、調べる目的や理由、調べる内容や

結果、まとめなどを明確にしましょう。
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小学校小学校小学校小学校 算数算数算数算数

ⅠⅠⅠⅠ 学力学力学力学力のののの定着状況定着状況定着状況定着状況

算数Ｂ

算数Ａ

数と計算

全国（公立） 兵庫県 川西市

全国（公立）

兵庫県

川西市

算数Ａ

全国（公立）

兵庫県

川西市

算数Ｂ

算数Ｂ

算数Ａ

量と測定

全国（公立） 兵庫県 川西市

算数Ｂ

算数Ａ

図形

全国（公立） 兵庫県 川西市

算数Ｂ

算数Ａ

数量関係

全国（公立） 兵庫県 川西市

領域別の状況

◇（Ａ） 整数、小数、分数の四則計算、数を四

捨五入して概数で表わすことは、多くの

児童が理解しています。

◆（Ｂ） 数直線から数を読み取ることに課題が

あります。

◇（Ａ） 長さについての感覚を身につけること

角の大きさを測定する場面で、分度器の

目盛りを読むことは、多くの児童が理解

しています。

◆（Ｂ） 与えられた条件に合う時刻を、筋道を

立てて考え、時刻表から選択することに

課題があります。

◇（Ａ） 平行四辺形の向かい合う辺の長さが等

しいという性質は、多くの児童が理解し

ています。

◆（ＡＢ） 百分率を求めることや、基準量と比

較量を基にして、割合の大小を判断し、

その理由を記述することに課題があり

ます。

＊＊＊＊算数算数算数算数ＡＡＡＡ・・・・算数算数算数算数ＢＢＢＢともにともにともにともに、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率はははは全国平均全国平均全国平均全国平均（（（（A：：：：78.7％、Ｂ：％、Ｂ：％、Ｂ：％、Ｂ：54.8％）％）％）％）

とととと同程度同程度同程度同程度でありでありでありであり、、、、領域別領域別領域別領域別のののの状況状況状況状況についてもについてもについてもについても全国平均全国平均全国平均全国平均とととと同様同様同様同様のののの傾向傾向傾向傾向ですですですです。。。。
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課題がみられた内容

【【【【数数数数とととと計算計算計算計算】】】】

○○○○ 一目盛一目盛一目盛一目盛りのりのりのりの大大大大きさにきさにきさにきさに着目着目着目着目してしてしてして数直線数直線数直線数直線からからからから数数数数をををを読読読読みみみみ取取取取るるるる。。。。

【量量量量とととと測定測定測定測定】】】】

○○○○ 三角形三角形三角形三角形のののの底辺底辺底辺底辺やややや高高高高さをさをさをさを理解理解理解理解しししし、、、、面積面積面積面積をををを求求求求めるためにめるためにめるためにめるために必要必要必要必要なななな長長長長さをさをさをさを測定測定測定測定するするするする。。。。

○○○○ 問題場面問題場面問題場面問題場面のののの情報情報情報情報をををを整理整理整理整理しししし、、、、必要必要必要必要なななな条件条件条件条件をををを考慮考慮考慮考慮してしてしてして、、、、筋道筋道筋道筋道をををを立立立立てててててててて考考考考えるえるえるえる。。。。

【図形図形図形図形】】】】

○○○○ 他者他者他者他者のののの解決方法解決方法解決方法解決方法をををを基基基基にににに、、、、見方見方見方見方をををを変変変変えてえてえてえて新新新新しいしいしいしい解決方法解決方法解決方法解決方法をををを考考考考ええええ説明説明説明説明するするするする。。。。

○○○○ 身身身身のののの回回回回りのりのりのりの事象事象事象事象をををを観察観察観察観察してしてしてして図形図形図形図形をををを見見見見いだしいだしいだしいだし、、、、問題解決問題解決問題解決問題解決にににに必要必要必要必要なななな情報情報情報情報をををを選択選択選択選択するするするする。。。。

【数量関係数量関係数量関係数量関係】

○○○○ 計算計算計算計算のののの順序順序順序順序についてのきまりをについてのきまりをについてのきまりをについてのきまりを基基基基にしてにしてにしてにして計算計算計算計算のののの過程過程過程過程をををを説明説明説明説明するするするする。。。。

《こんなことに気をつけて》

・一目盛りの大きさが様々な数直線から数を読み取ったり、一目盛りの大きさを自由に

決めて数を読み取ったりしましょう。

・乗法・除法を加法・減法より先に計算するという計算の順序についてのきまりを、確

実に理解できるようにしましょう。

・いろいろな考え方や解決方法を発表し合う場で、他者の発言や記述の内容を基に考え

方などを理解したり、自分の考え方を分かりやすく説明したりできるようにしましょ

う。

・学習した図形を身の回りから見いだしたり、見いだした図形のどの情報を用いれば問

題を解決できるかを考えたりしましょう。

・辺の長さを示していない図形から、面積を求めるためにどの部分の

長さが必要かを考えたり、その長さを測定したりしましょう。

・問題場面の情報を整理して図に表したり、解決に必要な条件を書き

出したりしましょう。答えを求めた後に条件と照らし合わせたり、

条件に合うものが他にないかを確認したりすることも大切です。
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中学校中学校中学校中学校 国語国語国語国語

ⅠⅠⅠⅠ 学力学力学力学力のののの定着状況定着状況定着状況定着状況

国語Ｂ

国語Ａ

話すこと・聞くこと

全国（公立） 兵庫県 川西市

全国（公立）

兵庫県

川西市

国語Ｂ

全国（公立）

兵庫県

川西市

国語Ａ

国語Ｂ

国語Ａ

書くこと

全国（公立） 兵庫県 川西市

国語Ｂ

国語Ａ

読むこと

全国（公立） 兵庫県 川西市

国語Ｂ

国語Ａ

言語事項

全国（公立） 兵庫県 川西市

設問なし

設問なし

領域別の状況

◇（Ａ） 効果的なスピーチをするために話の展

開の仕方を工夫すること、話の内容から

必要な情報を的確に聞き取ることは、多

くの生徒が理解しています。

◇（Ｂ） 詩の内容や構成、表現上の特徴などを

踏まえて写真を選び、詩と関連付けて自

分の考えを書くことは、多くの生徒が理

解しています。

◆（Ａ） 主語（主部）に対応させて述語（述

部）を適切に書くことに課題があります。

◇（Ａ） 文学的な文章の内容を展開に即してと

らえること、目次の特徴や役割を理解す

ることは、多くの生徒が理解しています。

◆（Ａ） 短歌の形式に従って意味のまとまりを

つかむことに課題があります。

＊＊＊＊国語国語国語国語ＡＡＡＡ・・・・国語国語国語国語ＢＢＢＢともにともにともにともに、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率はははは全国平均全国平均全国平均全国平均（（（（A：：：：77.0％、Ｂ：％、Ｂ：％、Ｂ：％、Ｂ：74.5％）％）％）％）

とととと同程度同程度同程度同程度でありでありでありであり、、、、領域別領域別領域別領域別のののの状況状況状況状況についてもについてもについてもについても全国平均全国平均全国平均全国平均とととと同様同様同様同様のののの傾向傾向傾向傾向ですですですです。。。。

◇（Ａ） 文脈に即して漢字を正しく読むこと、

辞書に書かれている情報を適切に読み取

ることは、多くの生徒が理解しています。

◆（Ａ） 語句の意味を理解し、文脈の中で

適切に使うことについては、一部に

課題があります。
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課題がみられた内容

【【【【話話話話すことすことすことすこと・・・・聞聞聞聞くことくことくことくこと】】】】

○○○○ 自分自分自分自分のののの考考考考えをえをえをえを的確的確的確的確にににに話話話話したりしたりしたりしたり、、、、情報情報情報情報をををを的確的確的確的確にににに聞聞聞聞きききき取取取取ったりするったりするったりするったりする。。。。

【書書書書くことくことくことくこと】】】】

○○○○ 書書書書いたいたいたいた文章文章文章文章をををを推敲推敲推敲推敲するするするする態度態度態度態度やややや方法方法方法方法をををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける。。。。

【【【【読読読読むことむことむことむこと】】】】

○○○○ 文章文章文章文章とととと補助資料補助資料補助資料補助資料とのかかわりをとらえてとのかかわりをとらえてとのかかわりをとらえてとのかかわりをとらえて内容内容内容内容をををを読読読読みみみみ取取取取るるるる。。。。

【言語事項言語事項言語事項言語事項】

○○○○ 言葉言葉言葉言葉へのへのへのへの関心関心関心関心をををを高高高高めめめめ、、、、言語感覚言語感覚言語感覚言語感覚をををを豊豊豊豊かにするかにするかにするかにする。。。。

《こんなことに気をつけて》

・自分の考えを的確に話すカを身に付けるために、聞き手の反応を考えた話し方や、

聞き手の理解を助けるような話の展開の仕方を考えましょう。また、情報を的確

に聞き取るカを身に付けるために、情報に不足がないかを判断したり、必要に応じ

て質問したりしましょう。

・言葉への関心を高め、言語感覚を豊かにするために、国語辞典や漢和辞典を使って、

なじみの薄い語句や使用頻度の低いと思われる漢字などを積極的に

調べる機会を意図的に設けましょう。その上で、調べたことを話す・

聞く・書く・読むという言語活動に生かしていくようにすると、なお

いいでしょう。

・書かれている内容をより深く理解するために、文章と図表などの補助資料との関連を

考えましょう。

・読みやすく分かりやすい文章を書くカを身に付けるために、書いた文章を読み返す機

会を多く持ち、推敲することが習慣になるようにしましょう。具体的には、書き終え

た文章のみでなく、書いている途中の文章をペアやグループで読み合い、検討するこ

とも重要です。その際、適切な助言ができるように、推敲の観点を具体的にもつこと

が大切です。

※推敲：詩や文章をよくしようと何度も考え、作り直して、苦心すること。



8

中学校中学校中学校中学校 数学数学数学数学

ⅠⅠⅠⅠ 学力学力学力学力のののの定着状況定着状況定着状況定着状況

全国（公立）

兵庫県

川西市

数学Ａ

全国（公立）

兵庫県

川西市

数学Ｂ

数学Ｂ

数学Ａ

図形

全国（公立） 兵庫県 川西市

数学Ｂ

数学Ａ

数量関係

全国（公立） 兵庫県 川西市

領域別の状況

＊＊＊＊数学数学数学数学ＡＡＡＡ・・・・数学数学数学数学ＢＢＢＢともにともにともにともに、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率はははは全国平均全国平均全国平均全国平均（（（（A：：：：62.7％、Ｂ：％、Ｂ：％、Ｂ：％、Ｂ：56.9％）％）％）％）

とととと同程度同程度同程度同程度でありでありでありであり、、、、領域別領域別領域別領域別のののの状況状況状況状況についてもについてもについてもについても全国平均全国平均全国平均全国平均とととと同様同様同様同様のののの傾向傾向傾向傾向ですですですです。。。。

◇（Ａ） ２つの三角形が合同であること判断す

る際に必要な辺や角の相等関係を指摘す

ることは、多くの生徒ができています。

◆（Ａ） 帰納的な方法による説明と演繹的な推

論による証明の違いに着目して、証明の

意義を理解することに課題があります。

数学Ｂ

数学Ａ

数と式

全国（公立） 兵庫県 川西市

◇（Ａ） 比の意味、指数の計算の仕方、

（ ）を含む正の数と負の数の計算、

単項式どうしの乗法の計算は、多くの

生徒ができています。

◆（Ｂ） 予想された事柄が一般的に成り立つ

理由を説明することに課題があります。

◇（Ａ） 座標平面上に点の位置を示すことは、

多くの生徒ができています。

◇（Ｂ） 与えられた情報を分類整理することは、

多くの生徒ができています。

◆（Ａ） ２つの数量の関係が反比例になること

の理解や反比例の関係を式に表わすこと

に課題があります。

◆（Ｂ） 事象を数学的に解釈し、問題解決の方

法を数学的な表現を用いて説明すること

に課題があります。
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課題がみられた内容

【【【【数数数数とととと式式式式】】】】

○○○○ 方程式方程式方程式方程式ををををつつつつ＜＜＜＜るためにるためにるためにるために．．．．着目着目着目着目するするするする数量数量数量数量をををを見見見見いだすいだすいだすいだす。。。。

○○○○ 理由理由理由理由をををを説明説明説明説明するためにするためにするためにするために何何何何をををを示示示示せばよいかをせばよいかをせばよいかをせばよいかを見通見通見通見通すすすす。。。。

【図形図形図形図形】】】】

○○○○ 帰納帰納帰納帰納とととと演繹演繹演繹演繹のののの違違違違いにいにいにいに着目着目着目着目してしてしてして、、、、証明証明証明証明のののの意義意義意義意義をををを理解理解理解理解するするするする。。。。

○○○○ 図形図形図形図形のののの特徴特徴特徴特徴をををを的確的確的確的確にとらえにとらえにとらえにとらえ、、、、数学的数学的数学的数学的なななな表現表現表現表現をををを用用用用いていていていて説明説明説明説明するするするする。。。。

【数量関係数量関係数量関係数量関係】】】】

○○○○ 反比例反比例反比例反比例のののの関係関係関係関係についてについてについてについて表表表表、、、、式式式式、、、、グラフグラフグラフグラフをををを関連付関連付関連付関連付けてけてけてけて理解理解理解理解するするするする。。。。

○○○○ ニニニニ元一次方程式元一次方程式元一次方程式元一次方程式のののの解解解解のののの集合集合集合集合ととととグラフグラフグラフグラフのののの関係関係関係関係についてについてについてについて理解理解理解理解するするするする。。。。

《こんなことに気をつけて》

・ある数量に着目して、等しい関係を意識して方程式をつくることを理解したり、方程

式がどのような数量に着目してつくられているのかを振り返ったりしましょう。

・事柄が成り立つ理由を説明するために、具体的な例を調べることを通して説明の見通

しをもち、結論を導くために必要な根拠が何かを明らかにして、口述したり記述した

りしましょう。

・具体的な事象における2つの数量の関係を表に表し、表から関数の特徴を見いだして

式をつくるなど、表、式、グラフを関連付けて考えましょう。

・二元一次方程式の解の集合が直線になることの理解を深めたり、方程式による表現と

そのグラフによる表現を相互に関連付けてとらえましょう。

・帰納的な方法の役割と限界を理解し、演繹的な推論による証明により命題が例外なし

に成り立つことを明らかにできることの理解を深めましょう。

・日常的な事象を数学化する過程において、事象の観察を通して把握した事柄を記述し

たり、発表したりしていきましょう。

※帰納的推論とは、個々の特殊な事例に基づいて、一般的な結論を導く推論である。すなわち、

特殊から一般への推論の方法である。また、いくつかの真の命題を根拠にして、他の命題が真

である事を論理的に導き出すことを演繹的推論という。根拠とした命題を前提または仮定とい

い、導き出した命題を終結または結論という。

※数学化とは、蓄積した経験を数学的方法により組織する活動のこと。
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１１１１ 生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣とととと学力学力学力学力

ⅡⅡⅡⅡ 学力学力学力学力とととと児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの学習学習学習学習やややや生活生活生活生活にににに対対対対するするするする意識意識意識意識

朝朝朝朝ごはんをごはんをごはんをごはんを食食食食べたりべたりべたりべたり、、、、規則正規則正規則正規則正しいしいしいしい生活生活生活生活をしたりしているをしたりしているをしたりしているをしたりしている

児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒はははは、、、、正答率正答率正答率正答率がががが高高高高いいいい傾向傾向傾向傾向がががが見見見見られますられますられますられます。。。。

37.5 37.6

34.9 36.9

34.5 36.6

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

小学校（３）毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか

している どちらかといえば、している あまりしていない 全くしていない

他にも、以下のような児童生徒の方が、正答率が高い傾向が見られます。

＊学校に持っていくものを前日か、その日の朝に確かめている。

＊毎日、同じくらいの時刻に起きている。

＊テレビゲームをしたり、テレビやビデオ・ＤＶＤを観たり聞いたりする

時間が短い。

中学校（１）朝食を毎日食べていますか

82.2

80.9

82.8

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

している どちらかといえば、している あまりしていない 全くしていない

小学校（１）朝食を毎日食べていますか

88.5

87.0

89.2

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

している どちらかといえば、している あまりしていない 全くしていない

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

国語Ａ（３３問） 国語Ｂ（１１問） 数学Ａ（３３問） 数学Ｂ（１５問）

（中学校）「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか」と学力との相関関係

している どちらかといえば，している あまりしていない 全くしていない

中学校（3）毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか

28.0

26.6

29.5

41.4

41.1

40.1

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

している どちらかといえば、している あまりしていない 全くしていない
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２２２２ 学習習慣学習習慣学習習慣学習習慣とととと学力学力学力学力

家家家家にににに帰帰帰帰ってからってからってからってから、、、、自分自分自分自分でででで計画計画計画計画をををを立立立立てててててててて勉強勉強勉強勉強したりしたりしたりしたり、、、、学校学校学校学校のののの宿題宿題宿題宿題、、、、予習予習予習予習・・・・復習復習復習復習

をしたりしているをしたりしているをしたりしているをしたりしている児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒はははは、、、、正答率正答率正答率正答率がががが高高高高いいいい傾向傾向傾向傾向がががが見見見見られますられますられますられます。。。。

他にも、以下のような児童生徒の方が、正答率が高い傾向が見られます。

＊普段（月～金曜日）及び休日（土・日曜日）、１日あたりの家庭での学

習時間が長い。

＊家でテストで間違えた問題について、間違えた

ところを後で勉強している。

小学校（26）家で自分で計画を立てて勉強していますか

23.3

23.1

22.9

31.4

30.4

25.2

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

している どちらかといえば、している あまりしていない 全くしていない

小学校（27）家で学校の宿題をしていますか

84.3

87.2

88.9

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

している どちらかといえば、している あまりしていない 全くしていない

中学校（27）家で学校の宿題していますか

55.6

54.3

48.7

27.4

28.3

32.7

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

している どちらかといえば、している あまりしていない 全くしていない

中学校（26）家で自分で計画を立てて勉強していますか

11.7

10.7

8.9

26.2

24.9

21.7

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

している どちらかといえば、している あまりしていない 全くしていない

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

国語Ａ（３３問） 国語Ｂ（１１問） 数学Ａ（３３問） 数学Ｂ（１５問）

（中学校）「家で自分で計画を立てて勉強していますか」と学力との相関関係

している どちらかといえば，している あまりしていない 全くしていない
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３３３３ 読書習慣読書習慣読書習慣読書習慣とととと学力学力学力学力

読書読書読書読書がががが好好好好きききき、、、、1日日日日あたりあたりあたりあたり10分以上読書分以上読書分以上読書分以上読書しているしているしているしている児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒、、、、テレビテレビテレビテレビややややビデオビデオビデオビデオ・・・・

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤをををを観観観観るるるる時間時間時間時間がががが短短短短いいいい児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒はははは、、、、正答率正答率正答率正答率がががが高高高高いいいい傾向傾向傾向傾向がががが見見見見られますられますられますられます。。。。

46.4 25.4

45.5 24.1

44.9 24.0

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

小学校（55）読書は好きですか

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

6.1 10.0 19.1 26.0

6.3 9.7 18.0 24.6

6.9 10.8 15.4 26.4

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

小学校（19）普段、1日あたりどれくらいの時間、読書していますか

２時間以上 １～２時間 30分～１時間

10～30分 ～10分 全くしない

4.8 7.7 14.1 21.3

4.3 6.7 12.6 20.8

4.8 7.7 13.4 16.3

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

中学校（19）普段、1日当たりどれくらいの時間、読書をしますか

２時間以上 １～２時間 30分～１時間

10～30分 ～10分 全くしない

中学校（55）読書は好きですか

42.1

40.1

36.3

25.3

24.3

24.0

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

国語Ａ（３３問） 国語Ｂ（１１問） 数学Ａ（３３問） 数学Ｂ（１５問）

（中学校）「読書は好きですか」と学力との相関関係

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない



13

４４４４ 学習学習学習学習にににに対対対対するするするする関心関心関心関心・・・・意欲意欲意欲意欲・・・・態度態度態度態度とととと学力学力学力学力

国語国語国語国語のののの授業授業授業授業でででで考考考考えのえのえのえの理由理由理由理由をわかるようにをわかるようにをわかるようにをわかるように気気気気をつけてをつけてをつけてをつけて書書書書いたりいたりいたりいたり、、、、算数算数算数算数・・・・数学数学数学数学のののの

授業授業授業授業でででで問題問題問題問題のののの解解解解きききき方方方方がわからないときがわからないときがわからないときがわからないとき、、、、あきらめずにいろいろなあきらめずにいろいろなあきらめずにいろいろなあきらめずにいろいろな方法方法方法方法をををを考考考考ええええ

たりしているたりしているたりしているたりしている児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒はははは、、、、正答率正答率正答率正答率がががが高高高高いいいい傾向傾向傾向傾向がががが見見見見られますられますられますられます。。。。

他にも、以下のような児童生徒の方が、正答率が高い傾向が見られます。

＊国語の授業の内容がよく分かると思う。国語の勉強は好き、大切だと思

う、将来、社会に出たとき役に立つと思う。

＊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。意見などを発表するとき、うまく伝わるように話の組立てを

工夫している。

＊算数・数学の授業の内容がよく分かると思う。算数・数学の勉強は好き、

大切だと思う。社会に出たとき役に立つと思う。

＊算数・数学の授業で新しい問題に出会ったとき、それを解いてみたいと

思う。

小学校（49）授業では、ノートを丁寧に書いていますか

36.1

38.3

37.3

37.5

36.2

37.1

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

中学校（49）授業では、ノートを丁寧に書いていますか

51.0

56.1

58.1

34.1

31.3

30.2

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない
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国語Ａ（３３問） 国語Ｂ（１１問） 数学Ａ（３３問） 数学Ｂ（１５問）

（中学校）「授業では、ノートを丁寧に書いていますか」と学力との
相関関係

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない
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５５５５ 学学学学びびびび方方方方とととと学力学力学力学力

算数算数算数算数のののの授業授業授業授業でででで問題問題問題問題のののの解解解解きききき方方方方やややや考考考考ええええ方方方方がががが分分分分かるようにかるようにかるようにかるようにノートノートノートノートにににに書書書書いているいているいているいている児童児童児童児童

生徒生徒生徒生徒はははは、、、、正答率正答率正答率正答率がががが高高高高いいいい傾向傾向傾向傾向がががが見見見見られますられますられますられます。。。。

小学校（72）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ますか

46.8

44.1

44.9

32.7

32.2

32.1

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

他にも、以下のような児童生徒の方が、正答率が高い傾向が見られます。

＊国語の授業で文章を読むとき、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。

＊国語の授業で自分の考えを書くとき、考えの理由が分かるように気をつ

けて書いている。

＊算数・数学の授業で問題を解くとき、もっと簡単に解く方法がないか考

える。

＊言葉や式を使って、わけや求め方を書く問題について、最後まで解答を

書こうと努力する。

中学校（72）数学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ますか
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35.2

33.3
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全国（公立）
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当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない
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国語Ａ（３３問） 国語Ｂ（１１問） 数学Ａ（３３問） 数学Ｂ（１５問）

（中学校）「数学の授業で問題の解き方や考え方が分かるように
ノートに書いていますか」と学力との相関関係

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない
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６６６６ そのそのそのその他他他他とととと学力学力学力学力

家家家家のののの人人人人とととと学校学校学校学校でのでのでのでの出来事出来事出来事出来事についてについてについてについて話話話話をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、新聞新聞新聞新聞ややややテレビテレビテレビテレビののののニュースニュースニュースニュースなどなどなどなど

にににに関心持関心持関心持関心持ったりしているったりしているったりしているったりしている児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒はははは、、、、正答率正答率正答率正答率がががが高高高高いいいい傾向傾向傾向傾向がががが見見見見られますられますられますられます。。。。

他にも、以下のような児童生徒の方が、正答率が高い傾向が見られます。

＊学校のきまりを守っている。

＊友だちとの約束を守っている。

＊近所の人とあいさつをしている。

小学校（23）家の人と学校での出来事について話をしていますか

40.5

40.5

43.4

30.4

29.7

27.6

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

している どちらかといえば、している

どちらかといえば、していない していない

小学校（34）新聞やテレビのニュースなどに関心がありますか

28.4

26.5

27.1

39.4

38.2

34.7

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

中学校（34）新聞やテレビのニュースなどに関心がありますか

24.3

22.7

24.8

41.8

40.5

38.8

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

中学校（23）家の人と学校での出来事について話をしていますか

27.7

28.9

29.3

32.1

31.9

31.2

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

全国（公立）

兵庫県

川西市

している どちらかといえば、している

どちらかといえば、していない していない
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国語Ａ（３３問） 国語Ｂ（１１問） 数学Ａ（３３問） 数学Ｂ（１５問）

（中学校）「新聞やテレビのニュースなどに関心がありますか」と
学力との相関関係

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない
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小学校国語Ｂ

１９年 ２０年 ２１年

川西市 兵庫県 全国（公立）

このグラフは、小学校国語Ｂの１９年度より２１年度

（本年度）までの３年間の経年比較を示したものです。

過去３回いずれも、平均正答率は、全国平均と同程度と

なっています。その他の教科（小学校・中学校、国語、

算数・数学のＡ問題（知識）・Ｂ問題（活用））につい

ても、概ね同様の傾向を示しています。調査問題も参加

する児童生徒も異なりますので、平均正答率による単純

な比較はできませんが、その結果から、川西の子どもたちは、身につけておかなけれ

ばならない基礎的な知識・技能については定着しており、その知識・技能を様々な場

面で活用する力などについては全国平均と同様に、一部課題があるものの、良好な結

果であると認識しています。

学力調査結果学力調査結果学力調査結果学力調査結果のののの過去過去過去過去３３３３年間年間年間年間のののの比較比較比較比較

学習状況調査学習状況調査学習状況調査学習状況調査からからからから明明明明らかになったことらかになったことらかになったことらかになったこと

「基本的な生活習慣・学習習慣の定着が、学力と相関関係がある」ということは、

過去３年間の調査結果から明らかになっています。

これまでにも、この「基本的生活習慣の定着」「家庭学習の習慣化」について、

保護者のみなさまには、ご理解ご協力をいただいているところですが、そのことが

一定のよい結果につながってきていると受け止めています。今後も引き続き、ご家

庭におかれまして、支えていただきたいと願っております。

「「「「基本的基本的基本的基本的なななな生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣」」」」ができたらができたらができたらができたら、「、「、「、「基本的基本的基本的基本的なななな学習習慣学習習慣学習習慣学習習慣」」」」ができますができますができますができます。。。。

「「「「基本的基本的基本的基本的なななな学習習慣学習習慣学習習慣学習習慣」」」」ができたらができたらができたらができたら、「、「、「、「基本的基本的基本的基本的なななな学力学力学力学力」」」」はははは身身身身につきますにつきますにつきますにつきます。。。。

これまでの調査結果の分析から明らかになった成果や課題、傾向について、よいところは伸ばし、思

わしくないところは見直しを図り、よりよい方策を模索していくことが、今私たちに問われているのだ

と受け止めています。

子どもたちを健やかに育む、有意義な時間や場とは、さまざまな「ひと・もの・こと」との出会いで

す。そのためには、学校・家庭・地域・行政がそれぞれの担う役割を果たすとともに、それぞれが機能

的に連携していくことが求められます。

明日の川西を担う子どもたちを健やかに育んでいけるよう、取り組んでまいります。ご理解・ご協力

をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

平成２１年１２月発行

川西市教育委員会 教育振興部 学校教育室 ＴＥＬ ７４０－１２５４


