
 

 

 

いなべ市における 

平成 31年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査の結果・分析と今後の取組について 

 

 

 

本年４月 18 日に，小学校第６学年及び中学校第３学年を対象に実施された「全国学力・学習状況調

査」の結果概要について，いなべ市の児童生徒の学力の定着状況，学習状況，生活習慣等の分析結果や

今後の取組を以下のとおりまとめました。 

なお，「全国学力・学習状況調査」は，義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から，全国的

な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し，教育施策の成果と課題を検証し，その改善を図るととも

に，学校における児童生徒への教科指導の充実や学習状況の改善等に役立てる目的で実施されています。

さらに，そのような取組を通じて，教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立することが目的とさ

れています。しかしながら，調査により測定できるのは学力の特定の一部分であり，学校における教育

活動の一側面です。このことを十分考慮し，今後のいなべ市の教育の一層の充実を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いなべ市教育委員会事務局 

学校教育課 

令和元年 10月 



Ⅰ 市における教科に関する調査結果の分析 
 

１ 小学校 

国語 

【よくできていた問題】 

１四（１）ア～ウ 本市の漢字正答率平均：58.5％（全国の漢字正答率平均：49.0％） 

 

問題の概要 

公衆電話について調べたことを【報告する文章】の中の━━━部アからウを，漢字を使っ

て書き直す（調査のたいしょう）（友達にかぎらず）（かんしんをもってもらいたい） 

 

出題の趣旨 

学年別漢字配当表に示されている漢字を文の中で正しく使う 

 

【課題となった問題】 

１三  

本市の正答率：26.9％ 

（全国の正答率：28.8％） 

 

問題の概要 

公衆電話について調べたことを【報告する

文章】の □に，「２ 調査の内容と結果」

の（１）と（２）で分かったことをまとめて書

く 

 

出題の趣旨 

目的や意図に応じて、自分の考えの理由を

明確にし、まとめて書くことができるかどう

かをみる。 

 

 

【今後の取組】 

目的や意図に応じて、自分の考えの理由を明確にし，まとめて書くことができるようにする 

○ 自分の考えが相手に伝わるように書くためには、事実と考えを区別して書いたり、理由を明確

に書いたりすることが大切です。「生活の中で気になったことを調べて、報告する文章を書く」と

きに、「『分かったこと』と『考えたこと』を付箋などに書き出し、書く内容を整理しやすくする」

「『はじめ』『調査の内容と結果』『考えたこと』などの文章全体の構成を決めさせる」などの指導

をします。また、複数の資料を行き来しながら目的に応じて情報を集めることが苦手であること

も考えられます。国語科のみならず、他教科等の調べ学習でも、情報を集め、整理し、まとめる

活動を大切にしていきます。  



算数 

【よくできていた問題】 

２（２） 

本市の正答率：84.6％ 

（全国の正答率：78.6％） 

 

問題の概要 

２０１０年の市全体の水の使用量が１９８０年の

市全体の水の使用量の約何倍かを，棒グラフから読

み取って書く 

 

出題の趣旨 

２０１０年の市全体の水の使用量が１９８０年の

市全体の水の使用量の何倍か読み取ることができる 

 

【課題となった問題】 

３（２） 

本市の正答率：28.4％ 

（全国の正答率：31.1％） 

 

問題の概要 

減法の計算の仕方についてまとめたことを基に，

除法の計算の仕方についてまとめると，どのように

なるのかを書く 

 

出題の趣旨 

示された計算の仕方を解釈し，減法の場合を基に，

除法に関して成り立つ性質を記述できる 

 

【今後の取組】 

計算に関して成り立つ性質を見いだし、表現すること

ができるようにする 

○ 示された計算の仕方を解釈し，計算することはでき

ています。児童が考えた計算に関して成り立つ性質を

一般的に表現する活動を大切にしていきます。また、

「わられる数」「わる数」「商」といった算数の用語を

適切に用いた説明をさせたり、まとめを書いたりする

指導をします。  



２ 中学校 

国語 

【よくできていた問題】 

１三 

本市の正答率：93.7％ 

（全国の正答率：91.6％） 

 

問題の概要 

「みんなの短歌」に掲載されている短歌の中

から一首を選び，感じたことや考えたことを書

く 

 

出題の趣旨 

文章に表れているものの見方や考え方について，自分の考えを

もつ 

 

【課題となった問題】 

１四 

本市の正答率：59.8％ 

（全国の正答率：56.8％） 

 

問題の概要 

「声の広場」への投稿を封筒で郵送するため

に，投稿先の名前と住所を書く 

 

出題の趣旨 

封筒の書き方を理解して書く 

 

【今後の取組】 

手紙の基本的な形式を理解し、文字の大きさや配

列に注意して書くことができるようにする 

○ 手紙の基本的な形式に基づき、文字の大きさ

や配列に注意するなどして丁寧に読みやすく書

くように指導することは、社会生活に役立つ能

力として大切です。日常生活において手紙を書

く機会が少なくなってきていますが、「依頼する

手紙」「お礼の気持ちを伝える手紙」など書く相

手を具体的に定め、文章や表書きを実際に書く

取り組みも大切にしていきます。 

  



数学 

【よくできていた問題】 

３ 

本市の正答率：86.1％ 

（全国の正答率：83.6％） 

 

問題の概要 

△ＡＢＣを，矢印の方向に

△ＤＥＦまで平行移動したと

き，移動の距離を求める 

 

出題の趣旨 

平行移動の意味を理解している 

 

 

【課題となった問題】 

６（１） 

本市の正答率：36.5％ 

（全国の正答率：38.8％） 

 

問題の概要 

冷蔵庫Ａの使用年数と総費用の関係を表すグラ

フについて，点Ｐの y 座標と点Ｑの y 座標の差が

表すものを選ぶ 

 

出題の趣旨 

グラフ上の点Ｐの y 座標と点Ｑの y 座標の差

を，事象に即して解釈することができる 

 

【今後の取組】 

数学的に表現したことを事象に即して解釈することが

できるようにする 

○ 一次関数について、表、式、グラフを相互に関連付け

て指導することを大切にしていきます。この問題を使っ

て授業を行う際には、表で与えられた情報を基に、使用

年数と総費用の関係をグラフに表し、グラフの横軸は使

用年数、縦軸は総費用を表すことを確認して、グラフを

事象に即して解釈する活動を取り入れるようにしてい

きます。 



Ⅱ いなべ市小中一貫教育成果指標に係る児童生徒質問紙の回答状況 

 

平成 31 年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査の児童・生徒質問紙調査の中から、いなべ市小中一貫

教育成果指標に係る項目を掲載しています。 

 

小学校 

１ 勉強が好きな子 

質問項目 いなべ市 三重県との差 全国との差 

国語の勉強は好きですか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
55.4 -6.2 -8.8 

算数の勉強は好きですか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
71.6 +1.5 +3.0 

２ 主体的に学ぶ子 

質問項目 いなべ市 三重県との差 全国との差 

ものごとを最後までやり遂げて，うれしかったことがあり
ますか 
（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 

97.1 +1.8 +1.9 

授業で学んだことを，ほかの学習に生かしていますか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
82.5 +0.5 -0.3 

家で自分で計画を立てて勉強をしていますか 

（「している」「どちらかといえば、している」と回答した割合） 
74.0 +2.3 +2.5 

３ 自分のよいところを伸ばし、挑戦する子 

質問項目 いなべ市 三重県との差 全国との差 

難しいことでも，失敗を恐れないで挑戦していますか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
83.2 +4.5 +4.2 

自分には，よいところがあると思いますか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
82.0 +1.9 +0.8 

４ 健康で思いやりのある子 

質問項目 いなべ市 三重県との差 全国との差 

人が困っているときは，進んで助けていますか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
91.5 +2.7 +3.6 

いじめは，どんな理由があってもいけないことだと思い
ますか 
（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 

99.2 +1.7 +2.1 

人の役に立つ人間になりたいと思いますか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
97.4 +1.9 +2.2 

 



５ 友だち協力し、達成感を味わえる子 

質問項目 いなべ市 三重県との差 全国との差 

学級みんなで話し合って決めたことなどに協力して取り
組み，うれしかったことがありますか 
（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 

91.5 +7.2 +7.4 

６ ふるさと“いなべ”を愛する子 

質問項目 いなべ市 三重県との差 全国との差 

今住んでいる地域の行事に参加していますか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
85.7 +11.6 +17.7 

地域や社会をよくするために何をすべきかを考えること
がありますか 
（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 

57.8 +5.3 +3.3 

７ 将来の夢や目標に向かって努力する子 

質問項目 いなべ市 三重県との差 全国との差 

将来の夢や目標を持っていますか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
87.0 +4.4 +3.2 

 

 

 

 

中学校 

１ 勉強が好きな子 

質問項目 いなべ市 三重県との差 全国との差 

国語の勉強は好きですか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
58.5 -2.2 -3.2 

数学の勉強は好きですか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
69.6 +9.4 +11.7 

２ 主体的に学ぶ子 

質問項目 いなべ市 三重県との差 全国との差 

ものごとを最後までやり遂げて，うれしかったことがあり
ますか 
（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 

97.7 +3.4 +3.8 

授業で学んだことを，ほかの学習に生かしていますか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
81.9 +6.1 +7.0 

家で自分で計画を立てて勉強をしていますか 

（「している」「どちらかといえば、している」と回答した割合） 
59.6 +7.0 +9.2 

  



３ 自分のよいところを伸ばし、挑戦する子 

質問項目 いなべ市 三重県との差 全国との差 

難しいことでも，失敗を恐れないで挑戦していますか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
77.1 +6.4 +6.8 

自分には，よいところがあると思いますか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
75.8 +0.9 +1.7 

４ 健康で思いやりのある子 

質問項目 いなべ市 三重県との差 全国との差 

人が困っているときは，進んで助けていますか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
94.0 +7.1 +8.1 

いじめは，どんな理由があってもいけないことだと思い
ますか 
（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 

95.8 +0.4 +0.7 

人の役に立つ人間になりたいと思いますか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
96.0 +1.2 +1.7 

５ 友だち協力し、達成感を味わえる子 

質問項目 いなべ市 三重県との差 全国との差 

学級みんなで話し合って決めたことなどに協力して取り
組み，うれしかったことがありますか 
（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 

92.7 +8.7 +9.9 

６ ふるさと“いなべ”を愛する子 

質問項目 いなべ市 三重県との差 全国との差 

今住んでいる地域の行事に参加していますか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
69.8 +13.0 +19.2 

地域や社会をよくするために何をすべきかを考えること
がありますか 
（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 

50.6 +10.4 +11.2 

７ 将来の夢や目標に向かって努力する子 

質問項目 いなべ市 三重県との差 全国との差 

将来の夢や目標を持っていますか 

（「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答した割合） 
72.7 +3.2 +2.2 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ いなべ市の取組について 

 

１ ＮＲＴの実施 

毎年、小学２年生～中学３年生を対象に、ＮＲＴ（標準学力検査）を実施しています。学習内容

における学力の定着状況を明らかにし、児童生徒の「強み」「弱み」に基づいた効果的な学習指導の

在り方を検証していきます。 

２ 指導主事等による学校訪問 

教職員の指導力向上を図るため、指導主事や学力向上特別指導員を派遣し、授業改善のための指

導・助言を行います。 

 

 

Ⅴ 各学校における学力向上の取組について 

 

１ 学級集団づくり 

学力向上の土台となるのは、児童生徒の学習環境の充実と学習意欲の向上です。 

各学校では、授業改善とともに、学級集団づくりに取り組んでいます。年間２回実施しているＱ

Ｕ（学級満足度調査）を活用し、ルールやマナーづくりを通して、一人ひとりの規範意識を高める

とともに、友だちに寄り添い、互いに高まり合えるいじめのない学級集団でこそ、自尊感情が高め

られ、学習への意欲が生まれると考えています。 

２ 授業改善 

学校では、授業改善を主とした「授業づくり研修」を行っています。指導の在り方を検討したり、

新しい授業方法に挑戦したりしています。研修を通じて学んだことは、それぞれの教職員の指導に

活かしていきます。 

３ ＮＲＴ・全国学力・学習状況調査の分析 

ＮＲＴや、全国学力・学習状況調査、みえスタディ・チェックの結果分析により、児童生徒の学

力状況をできるだけ細かく分析し日々の授業改善に活かします。また、県教育委員会作成のワーク

シート等を活用し、学力の定着を図ります。 

今年度は、それらの分析結果をもとに各学校における取組を 10 月 4 日付で保護者の皆様にお知

らせいたしました。 

４ 生活習慣づくり 

児童生徒の健やかな成長のためには、保護者、地域のみなさまのご支援が必要です。特に、メデ

ィアとの接触や、携帯・スマートフォンの使用における家庭でのルールづくり、規則正しい生活づ

くりにおいては、学校と連携した取組が必要です。 

各校では、児童生徒の生活習慣づくりに向けて、さまざまな取組を実施しています。今後ともご

理解とご協力をお願いいたします。 


