
（１）調査期日
　　平成２9年４月１8日（火）
（２）調査対象
　　小学校第６学年，中学校第３学年の全児童生徒
（３）調査内容
　　小学校第６学年
　　　国語A（主として「知識」に関する問題）
　　　国語B（主として「活用」に関する問題）
　　　算数A（主として「知識」に関する問題）
　　　算数B（主として「活用」に関する問題）
　　　質問紙調査（学習意欲・学習環境・生活面等に関する調査）
　　中学校第３学年
　　　国語A（主として「知識」に関する問題）
　　　国語B（主として「活用」に関する問題）
　　　数学A（主として「知識」に関する問題）
　　　数学B（主として「活用」に関する問題）
　　　質問紙調査（学習意欲・学習環境・生活面等に関する調査）

平成29年度 全国学力・学習状況調査の結果について

　平成２９年４月に全国学力・学習状況調査が実施されました。市内の小
学校第６学年及び中学校第３学年の児童生徒がこの調査を実施しましたの
で、この結果を公表いたします。

白井市教育委員会

１　調査の目的

   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育指導の充実や学習
状況の改善等に役立てる。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。

２　白井市における調査の実施状況



●話す活動を行う際、事実と感想、意見を区別すること、改まった言葉や丁寧な言葉、敬体と常体との使い分
けについて指導していく。
●手紙を書く学習活動を国語科のみならず、各教科等に意図的、計画的に設定していく。
●読み手にわかりやすく伝えることができるように、内容や分量などを考えながら書くように指導していく。
●物語を読んで感想を伝え合う際、各自考えたことの共通点や相違点を明確にし、これが自分の考えを広め
たり深めたりすることにつながることを実感できるような活動を取り入れる。
●国語辞典や漢和辞典を日常的に利用して調べる学習を習慣付け、語彙を広げながら正しく適切に漢字を書
くことを指導していく。

＜小学校国語＞

読むこと

伝統的な言語
文化と国語の
特質に関する

事項

 話すこと
聞くこと

書くこと

◇目的や意図に応じた言葉遣いを選択することができる。
◆目的や意図に応じて、話の構成や内容を工夫し、場に応じた適切な言葉遣いで自分
の考えを話すことに課題がある。

◇目的や意図に応じ、内容の中心を明確にして書かれた説明文を選択することができ
る。
◆目的や意図に応じ、必要な内容を整理して書くことに課題がある。
◆手紙の構成を理解し、後付けを書くことに課題がある。

◇俳句の情景を捉えることができる。
◆自分の考えを広げたり、深めたりするための発言の意図を捉えることに課題があ
る。

◇漢字を正しく読むことができる。
◇ことわざの意味を理解して、自分の表現に用いることができる。
◆同じ発音をする漢字や字形が似ている漢字を文や文章の中で正しく使うことに課題
がある。

授業改善のポイント ◇→ほとんどの児童ができている。
◆→課題がある。

全国（公立） 白井市（公立）

活用

話すこと・聞く

こと

書くこと

読むこと伝統的な言語文化と国語の特質に

関する事項

選択式

短答式

記述式

知識

国語A

主として知識に関する問題

の正答率は、全国の正答率

を上回っている。

国語B

主として活用に関する問題

の正答率は、全国の正答率

とほぼ同じである。



＜小学校算数＞

数と計算

量と測定

◇小数の計算における乗法の性質について理解できている。
◆目的に応じて、複数の情報の中から必要な情報を選択し、その求め方と答えを記述
することに課題がある。
◆直線の数とその間の数の関係に着目して、示された方法を問題場面に適用すること
に課題がある。

◇与えられた情報の中から平均を求める式を選択することができる。
◆仮の平均を用いた考えを解釈し、示された数値を基準とした場合の平均の求め方を
記述することに課題がある。

◇立方体の面と面の位置関係を理解できている。
◆身近なものに置き換えた基準量と割合を基に、比較量を判断し、その判断理由を記
述することに課題がある。

◇資料を二つの観点から分類整理することができる。
◆割合を比較するという目的に適したグラフを選ぶことに課題がある。
◆数量関係や問題解決方法、判断の理由等を記述することに課題がある。

●日常生活の事象と関連付け、様々な情報の中から必要な情報を収集した上で、条件に合うものを選択して
数学的処理をする活動を取り入れる。
●日常生活や他教科等での学習場面で平均を求める際、グラフ、式、言葉等を関連付けて児童が説明する
場面を設定する。
●基準量、比較量、割合の関係について、日常生活の事象と関連付け正しいものと誤っているものを提示し
て比較、考察する活動を取り入れる。
●共通点や相違点について話し合う活動を設け、児童自らが見出したきまりを言葉や式で表現しようとする態
度を育てるように指導する。

数量関係

図形

授業改善のポイント
◇→ほとんどの児童ができている。

◆→課題がある。

算数A

主として知識に関する問題

の正答率は、全国の正答率

とほぼ同じである。

算数B

主として活用に関する問題

の正答率は、全国の正答率

とほぼ同じである。

全国（公立） 白井市（公立）

活用

数と計算

量と測定

図形数量関係

選択式

短答式

記述式

知識



＜中学校国語＞

 話すこと・
 聞くこと

書くこと

◇目的に応じて資料を効果的に活用して話すことができる。
◆相手にわかりやすいように、適切な語句を選択して話すことに課題がある。

◇目的や意図に応じて材料を集め、使う情報として適切なもの選択し、自分の考えを
まとめることができる。
◆表現の仕方について捉え、自分が感じたことや考えたこと等を書くことに課題があ
る。

◇文章の要旨を捉えたり、登場人物の言動の意味を考え、内容を理解することができ
る。
◆場面の展開や登場人物などの描写に注意して読み、内容を理解することに課題があ
る。

◇文脈に即して漢字を正しく読むことができる。
◆事象や行為等を表す多様な語句の運用に課題がある。
◆楷書と行書の特徴についての理解に課題がある。

●インタビュー等の活動をする際、相手の反応を踏まえて自分の話し方や尋ね方について実践と振り返りを
行う場面を設定する。
●取り上げた場面や描写がどのような内容なのかを明確にしたり、感じたことや考えたことを具体的に説明す
る活動を取り入れる。
●場面の展開に着目して文章全体を読み、目的に応じて一つ一つの語句や文の意味を捉えることができるよ
うに指導していく。
●生活の中の様々な場面や状況に応じた言葉遣いについて、考えたり調べたりする活動を取り入れる。
●様々な字体を書く際の留意点を説明したり、体験したりする場面を設定する。

伝統的な言語
文化と国語の
特質に関する

事項

読むこと

授業改善のポイント
◇→ほとんどの生徒ができている。

◆→課題がある。

全国（公立） 白井市（公立）

活用

話すこと・聞く

こと

書くこと

読むこと伝統的な言語文化と国語の特質に

関する事項

選択式

短答式

記述式

知識

話すこと・聞く

こと

国語A

主として知識に関する問題

の正答率は、全国の正答率

を下回っている。

国語B

主として活用に関する問題

の正答率は、全国の正答率

をやや下回っている。



＜中学校数学＞

数と式

図形

◇実生活の場面において、ある数量が正の数と負の数で表されることを理解してい
る。
◆偽証と式の対応を的確に捉え、事柄が成り立つ理由を説明することに課題がある。

◇平行移動した図形を正しくかくことができる。
◆二つの図形の関係を回転移動に着目して捉え、数学的な表現を用いて説明すること
に課題がある。

◇与えられた表やグラフから、必要な情報を適切に読み取ることができる。
◆関数関係にある事象について、数学的に解釈し、問題解決の方法を説明することに
課題がある。

◇確率の意味を理解し、確率を用いて考察した記述のうち適するものを選択すること
ができる。
◆資料の傾向を的確に捉え、判断の理由を数学的な表現を用いて説明することに課題
がある。

●与えられた問題場面について、具体的な数や言葉を使った式を利用したり、事柄や数量の関係を捉え文字
式に表したりする活動を取り入れる。
●日常的な事象を数学的に考察して問題を解決したり、解決した結果を日常に戻してさらに考察したり活動を
取り入れる。
●問題解決の方法や手順を説明する場面を設定し、表、式、グラフなどの「用いるもの」とその「用い方」につ
いて明らかにしていくように指導していく。
●資料を収集・整理し、傾向を捉えて、判断の理由を説明したり話し合ったりする活動を取り入れる。

資料の活用

関数

授業改善のポイント ◇→ほとんどの生徒ができている。

◆→課題がある。

全国（公立） 白井市（公立）

活用

数と式

図形

関数資料の活用

選択式

短答式

記述式

知識

数学A

主として知識に関する問題

の正答率は、全国の正答率

とほぼ同じである。

数学B

主として活用に関する問題

の正答率は、全国の正答率

を下回っている。



小学生 中学生

１　生活習慣について

毎日、同じくらいに寝ていますか

小学生 中学生

　普段（月〜金曜日）、1日当たりどれくらいの時間、携帯電話やスマートフォンで通話やメール、
インターネットをしますか。（スマートフォンでゲームをする時間を除く。）

２　家庭学習について

　学校の授業以外に、普段（月〜金曜日）、1日当たりどれくらいの時間、勉強しますか。（学習塾
や家庭教師に教わっている時間を含む）

小学生 中学生

　家で学校の授業の予習をしていますか。

小学生 中学生

0% 50% 100%

白井市

全国

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% 50% 100%

白井市

全国

している
どちらかといえば，している
あまりしていない

0% 50% 100%

白井市

全国

４時間以上 ３時間以上，４時間より少ない

２時間以上，３時間より少ない １時間以上，２時間より少ない

３０分以上，１時間より少ない ３０分より少ない

携帯電話やスマートフォンを持っていない

0% 50% 100%

白井市

全国

４時間以上
３時間以上，４時間より少ない
２時間以上，３時間より少ない
１時間以上，２時間より少ない
３０分以上，１時間より少ない
３０分より少ない
携帯電話やスマートフォンを持っていない

0% 50% 100%

白井市

全国

３時間以上 ２時間以上，３時間より少ない

１時間以上，２時間より少ない ３０分以上，１時間より少ない

３０分より少ない 全くしない

0% 50% 100%

白井市

全国

３時間以上 ２時間以上，３時間より少ない

１時間以上，２時間より少ない ３０分以上，１時間より少ない

３０分より少ない 全くしない

0% 50% 100%

白井市

全国

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% 50% 100%

白井市

全国

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



小学生 中学生

３　意欲・自己肯定感について

　自分には、よいところがあると思いますか。

小学生 中学生

　難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦していますか。

４　人間関係について

　友達との約束は守っていますか。

小学生 中学生

　人が困っているときは、進んで助けていますか。

小学生 中学生

0% 50% 100%

白井市

全国

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% 50% 100%

白井市

全国

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% 50% 100%

白井市

全国

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% 50% 100%

白井市

全国

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% 50% 100%

白井市

全国

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% 50% 100%

白井市

全国

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% 50% 100%

白井市

全国

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% 50% 100%

白井市

全国

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



５　読書について

　読書は好きですか。

小学生 中学生

0% 50% 100%

白井市

全国

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% 50% 100%

白井市

全国

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

【白井市の子どもたちの様子】

○携帯電話やスマートフォンを所持していない児童は３１．１％、生徒は１３．５％であっ

た。ここ数年で、所持率は高くなっている。使用時間については、全国平均と比べてやや

少なめである。しかし、携帯電話やスマートフォンにより事件や事故に巻き込まれたり友

人間のトラブルに発展したりする可能性がある。今後も、引き続き、情報モラル教育を

行っていく必要がある。

○小学校では、家庭学習の時間を全国平均とほぼ同じくらいとっている。しかし、中学校

では、全くしないが７．９％、３０分より少ないが９．９％と勉強離れが見られる。家庭と連

携しながら、家庭学習の大切さを子どもたちにも保護者にも伝えていく必要がある。

○７９．４％の児童が、７０．２％の生徒が自分を肯定的にとらえている。日本人は自己

肯定感が低いと言われている。学校生活において、一人一人の子どもの活躍する場を

確保し、自己肯定感・自己有用感を高めていくことが大切である。自己肯定感、挑戦する

意欲、友を大切にする心は、全国平均より高い。

○白井市では、「自ら本に手を伸ばす子どもの育成」を目指し、各学校に読書活動推進

補助教員を配置している。この効果が出ているようで、白井市の子どもは読書好きであ

る。特に中学校では読書が好きである生徒が全国平均を上回っており、朝の読書タイ


	実施概要 
	小学校国語
	小学校算数
	中学校国語
	中学校数学
	生活状況

