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令和元年度 全国学力・学習状況調査の概要

１．市内調査対象

・小学校調査 市内小学校６年生

・中学校調査 市内中学校３年生

２．調査内容

・小学校調査 教科(国語・算数)、児童質問紙

・中学校調査 教科(国語・数学・英語)、生徒質問紙

・学校質問紙調査

３．調査結果のまとめ

（１） 全体平均正答率
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（２） 本市児童生徒の強み

①選択問題の正答率は高い。

②立式したり、計算したり、図形を操作したりする問題の正答率は高い。

③朝食を毎日食べている子が多く、家庭学習の時間も短くない。

④自分にはよいところがあり、人の役に立つ人間になりたいと考えている子が多い。

⑤地域の行事に積極的に参加する児童が多い。

（３） 本市児童生徒の課題

①文章や資料などを、何について書かれているのか理解しながら読むことに課題がある。

②話題に即して思いや考えを持ち、相手に伝わるように書き表すことに課題がある。

③記述問題等、難しいと感じたことに対して粘り強く取り組むことが弱い。

④特に中学生は読書量が少ない。

①調査結果の分析をもとに、各学校での取組を計画し実践します。

・各学校で「我が校の学ぶ力向上策」を協議し、新たな課題に対応できるものにします。

・各学校で実効性のある取組を焦点化し、教職員が共通の目標をもって推進します。

・各学校で一斉読書の時間を設定し、落ち着いて本を読む環境を整えます。

②新学習指導要領にもとづいた授業改善をすすめます。

・新学習指導要領に示された資質・能力を育成するために、主体的・対話的で深い学びにつ

ながる授業をめざします。

③滋賀県「学ぶ力向上プラン」の取組を推進します。

・「学びを実感できる授業づくり」「学ぶ意欲を引き出す学習集団づくり」「子どものために一

丸となって取り組む学校づくり」の３つの視点から取組をすすめます。

・授業の時間や朝学習、放課後の時間などにおいて、補充学習プリント「ガッテンプリント」を

活用した継続的な取組をすすめます。

（４） 調査結果をふまえての改善策



（１）よくできている問題

小学校 国語

大問３―問題４：

ことわざの意味を理解して、文の中で適切に使う問題

１．何度も乗って練習すれば、自転車にうまく乗れるようになるよ。習うより慣れよだよ。

２．どんな所でも、住み慣れればよい所だと思うようになるよ。習うより慣れよだよ。

３．新しいくつは最初のはきごこちが悪いけれど、数日はくと足になじむよ。習うより慣れよだよ。

４．一生けん命がんばったから、あれこれ考えず気長に結果を待とうよ。習うより慣れよだよ。

ことわざの使い方の例として、適切なものを選択する。

（２）課題がある問題

漢字を文の中で正しく使う問題

大問１―問題４：文脈の中で、漢字を正しく書く。

ア－・・・地いきの人３０人をたいしょうとして・・・ →「対象」

イ－・・・学級の友達にかぎらず多くの友達に・・・ →「限らず」

ウ－・・・公衆電話についてかんしんをもって・・・ →「関心」

さらに、ことわざや慣用句などにふれ、意味を理解して使いこなしていこう。

４．資料

（３）課題の改善に向けて

漢字のもつ意味を考えながら、文や文章の中で正しく使えるようにしよう。

①漢字練習も「言葉」の学習

一つの漢字や熟語を機械的に何回も書く練習ではなく、

言葉の「意味」や「つながり」を理解できる学習をしましょう。

②たとえばこんな学習を

１．滋賀県が作った学習プリント「ガッテンプリント」をくり返してする。

２．教科書の巻末にある「この本で習う漢字」にある「熟語」を書けるようにする。

３．知らない「熟語」に出合ったら、調べる、大人に聞くなどする。

４．「同音異義」「同訓異字」など、言葉についての知識を広げる。

知っている言葉が増えると、「読む力」「書く力」「聞く力」「話す力」もぐんと伸びます。

かん まつ じゅく ご

どう おん い ぎ どう くん い じ

の



（１）よくできている問題

大問１―問題２：

図形をずらしたり、回したり、裏返したりして図形を構成する問題

２つの台形を合わせてできる図形をすべて選択する。

（２）課題がある問題

文章の意味と、式にある数字の意味とをくみあわせる問題

大問３―問題４： 文章問題を読んで、示された引き算の意味に合うものを選択する。

○「リボンを０.６ｍ買ったときの代金が１８０円でした。このリボン１ｍ分の代金は、いくらですか。」

この問題を解く途中の式にある１８００÷６は、何ｍ分の代金を求めている式といえるかを選ぶ。

(あ)0.6m分の代金 (い)１m分の代金 (う)6m分の代金 (え)10m分の代金 (い) が正答

２つの台
形 １、３、４ が正答

さらに、実物を操作したりICTを活用したりして図形の特徴をとらえよう。

小学校 算数

（３）課題の改善に向けて

式が表す「意味」を説明できるようにしよう。

①「言葉」→「式」、「式」→「言葉」を大切に

パターン化された文章問題や計算のみを機械的に何回も練習するのではなく、

文章や言葉が表していることをイメージして式を立てたり、式や数字の「意味」を

具体的な場面や図とむすびつけて説明したりする学習をしましょう。

②たとえばこんな学習を

１．滋賀県が作った学習プリント「ガッテンプリント」をくり返してする。

２．文章問題に表されていることを、図や絵にあらわしてから式を立てる。

３．立てた式について、図や絵、文章問題の言葉や学習したことを使って説明する。

式が表す意味を「説明できる」ということは、本質的に「分かっている」ということです。



（１）よくできている問題

大問２―問題２：

相手に分かりやすく伝わる表現について理解しているかどうかをみる問題

１．・・・さんの発言の一部を具体的に言い換えて確認しながら、自分の考えを示している。

２．・・・さんの発言の一部を取り上げ、様々な考えを出し合うように周囲に促している。

３．・・・さんの発言の要旨をまとめながら、話し合いを通して導かれた結論を述べている。

４．・・・さんの発言と他の人の発言との相違点を示し、議論の要点を確認している。

話合いでの発言について説明したものとして、適切なものを選択する。

（２）課題がある問題

話合いの話題や方向を捉えて自分の考えを持つ問題

大問２―問題３： 次の条件を満たして自分の考えを書く。

条件１ 話合いの流れをふまえ、「どうするか決まっていないこと」とは何かを明確にして書く。

条件２ 条件１で示した「どうするか決まっていないこと」を解決する具体的な案を考えて書く。

さらに、相手に分かりやすく伝える工夫を考えながら話し合おう。

中学校 国語

（３）課題の改善に向けて

話し合いの話題や方向をとらえて自分の考えを持ち、伝えられるようにしよう。

①話題を焦点化し、それぞれが考えを持って話し合う学習を大切に

「課題を解決するための案は？」「ＡがよいかＢがよいか」といったように話題を焦

点化し、それぞれが「考えたい」「話したい」「聞きたい」と思える話し合いをしましょう。

②たとえばこんな学習を☆

次のようなことを意識して順番に司会をする。
１．グループみんなの発言を引き出す。 ２．発言した人の意見を短くまとめる。
３．話の異同などを聞き取り、話を振る。 ４．言葉遣い、言い方を気にする。
５．「理由」「例えば」「つまり」を聞き返す。 ６．話の軌道修正をする。
７．話し合いの見通しを持ち、時間を気にする。
８．自分の意見のみに左右されず、公平な立場に立つ。
９．話し合い全体を端的にまとめて、一斉の場で話す。

以上のことを意識した司会をみんなが経験することで、話合いが活性化します。



（１）よくできている問題

大問２：

簡単な連立二元一次方程式を解く問題

ｙ ＝ - ２ ｘ ＋ １

ｙ ＝ ｘ - ５ ｘ＝ ２ ｙ ＝ - ３ が正答

与えられた次の連立方程式について計算し、 ｘ と ｙ を求める。

（２）課題がある問題

表についての知識・理解を問う問題

大問８―問題１：表から「最頻値」を指摘する。

１ が正答

さらに、文章問題を読んで立式したり、式の意味を説明したりしよう。

中学校 数学

（３）課題の改善に向けて

学んだ用語などを用いて数学的に説明できるようにしよう。

①用語などの理解だけでなく、それらを使って説明する機会を

式や表、グラフ、用語や記号、図形の性質等を正しく理解しよう。また、それらが

表していることの意味を正しく読み取り、説明する学習をしましょう。

②たとえばこんな学習を

１．滋賀県が作った学習プリント「ガッテンプリント」をくり返してする。

２．「平均値」「中央値」「最頻値」「最大値」「最小値」といった言葉の意味を捉えた

後、「どの値に着目すればどんなことが分かるか」といったことを説明する。

３．身の回りの事柄についてグラフや表にまとめ、それらの資料から分かることを

簡潔に説明する。

数学的な表現は、「活用」することで定着し、「数学的に思考」する手立てとなります。

さい ひん ち



（１）よくできている問題

大問９―問題１：

文の中で適切に接続詞を用いることができるかどうかをみる問題

① Let’s play tennis tomorrow (                    )it’s sunny.
1   and          2   if          3   but          4   or 2 が正答

② I saw a friend of mine at the station, (                    ) I had no time to talk to him.
1   if             2   or         3   but          4   because 3 が正答

前後の短文を読み、適切な接続詞を選択する。

（２）課題がある問題

一般動詞の２人称単数現在時制の疑問文を正確に書く問題

大問９―問題２：会話が成り立つように、短文内の語を適切な形に変えたり、不足している語
を補ったりなどする。

〈朝の通学路で〉 A: I watched a baseball game yesterday. It was so exciting.
B: Oh! (        like        ) baseball?
A: Of course. I love playing and watching baseball.

Do you like   が正答

さらに、語や文法の知識を実際のコミュニケーション場面で活用しよう。

中学校 英語

（３）課題の改善に向けて

英文を読んだり聞いたりして内容を理解し、自分のことを表せるようにしよう。

①実際のコミュニケーション場面を大切に

「読むこと」や「書くこと」に偏りがちな英語の学習ですが、「話すこと」や「聞くこと」

も十分に学習する必要があります。そして、実際のコミュニケーション場面の中で

やり取りができる学習をしよう。

②たとえばこんな学習を

１．滋賀県が作った教材を使った以下の活動を単元計画に位置付け、継続して行う。
・「メモ取りJennifer」：情報を正確に聞き取る活動（１・２年）
・「読み取りJennifer」：読み取った内容について質問に答える活動（２・３年）
・「やり取りJennifer」：質問されたことに対して、聞き手・読み手として主体的

に考えたり、判断したりしたことを書く活動（３年）
２．学級の仲間とペアや小グループでスモールトークを楽しむ。

基本的な語や文法などの知識を、「活用」することで定着させることができます。



生活習慣や学習に関する質問紙調査

① 朝食を毎日食べていますか。

（１）よい結果となった項目

②今住んでいる地域の行事に参加していますか。
小中学校ともに、県や全国よりもかなり高い値となった。

③自分には、よいところがあると思いますか。
小中学校ともにおおむね県や全国よりも高い値となった。

④人の役に立つ人間になりたいと思いますか。
小中学校ともに、肯定的な回答が９５％を越えた。中学校においては、県や全国よりも高い値となった。

⑤学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、
勉強をしますか。（学習塾で勉強している時間や家庭教師の先生に教わってる時間も含む）

小学校では「３時間以上」が全国や県よりも低い値となり、「１～３時間」が県や全国よりも高い値となった。
中学校では「３時間以上」が全国や県よりも高い値となり、「３０分未満」が県や全国よりも低い値となった。

家庭学習の習慣がついている。さらに、その内容の質を高めていくよう学校と家庭との連携が必要。

小中学校ともに、県や全国よりも高い値となった。

①先生はあなたのよいところを認めてくれていると思いますか。

（２）課題がある項目

小中学校ともに、県や全国よりも低い値となった。
中学校になると、さらに全国との差が広がっている。

②将来の夢や目標を持っていますか。

中学校は県より高かったが、それ以外は、小中学校ともに県や全国よりも低い値となった。

○子どものよいところを見つけてほめたり声を掛けたり
することが大切です。

○様々な働く人の思いや願いにふれる機会を持つことが大切です。



③学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、１日当たりどれくらい
の時間、読書をしますか。（教科書や参考書、漫画や雑誌は除く）

小中学校ともに、「１時間以上」読書する児童生徒が県や全国よりも低い値となった。
中学校では、「１０分未満」が全国よりも１０.９ポイントも高い値となった。

④学級の友達（生徒）の間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、
広げたりすることができていると思いますか。

小中学校ともに、県や全国よりも低い値となった。小学校の方が、県や全国との差が大きい。

○読書の時間を設定するだけでなく、読みたい本を見つけたり、
ジャンルを広げたりするようなきっかけ作りが大切です。

○課題に対して自分の考えを持ち、友達と話し合う中で、
自分の考えを見直しまとめていく学習が大切です。

参考資料１：教科書の巻末にある
「この本で習う漢字」(小４国語)

参考資料２：ガッテンプリント
(小５算数)


