
（１）調査期日
　　平成３０年４月１７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）
　　　理科  （主として「知識」と「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）
　　　理科  （主として「知識」と「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30年度 全国学力・学習状況調査の結果について

  平成30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



●主語と述語の関係を捉えるためには、文章を読むときに強く意識させたり、自分で書いた文章も注意して読
み返したりする習慣をつけるよう指導していく。
●敬語を適切に使えるようにするために、地域の人や保護者などとかかわる機会で話をしたり、案内の手紙を
書いたりすることを授業に取り入れ、相手を意識しながら敬語を使うことに慣れるように指導していく。
●話し合い活動の場を多く経験することに加えて、話し合い活動を振り返る学習も充実していく。
●文章を書く際は、構成を工夫したり、他のものと比較して適切な内容を取り上げ、詳しく書いたりできるよう指
導していく。
●目的に応じて必要な情報を捉えて読むために、他教科との関連を図り、国語科で身に付けたことができるよ
うに指導していく。

＜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

◇話し合いの参加者として、質問の意図を捉えることができる。
◇相手や目的に応じ、自分が伝えたいことについて、事例などを挙げながら筋道を立て
て話すことができる。
◆話し手の意図を捉えながら聞き、自分の意見と比べるなどして考えをまとめることに
課題がある。

◇自分の想像したことを物語に表現するためのに、文章全体の効果を考えることができ
る。
◆目的や意図に応じて、文章全体の構成の効果を考えるとに課題がある。
◆目的や意図に応じ、内容の中心を明確にして、詳しく書くことに課題がある。

◇登場人物の心情について、情景描写を基にとらえることができる。
◆目的に応じて、複数の本や文章などを選んで読むことができる。
◆目的に応じて、文章の内容を的確に押さえ、自分の考えを明確にしながら読むことに
課題がある。

◇日常生活で使われている慣用句の意味を理解し、使うことができる。
◆文の中における主語と述語との関係などに注意して、文を正しく書くことに課題があ
る。
◆相手や場面に応じて適切に敬語を使うことに課題がある。

授業改善のポイント ◇→概ね身についている。

◆→課題がある。

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

率とほぼ同じである。

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。

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



＜小学校算数＞

数と計算

量と測定

◇十進位取り記数法で表された数の大小について理解している。
◇整数の除法について理解し、問題場面に適用することができる。
◆１に当たる大きさを求める問題場面で、除数が１より小さい少数である場合でも除法
を用いることを理解する必要がある。

◇角の大きさを正しく求めることができる。
◇示された情報を解釈し、条件に合う事柄について、適切に判断できる。
◆単位量当たりの大きさを求める除法の式と商の意味を理解する必要がある。
◆日常生活の問題解決のために、複数の情報を関連付けて論理的に考察し、数学的に表
現することに課題がある。

◇示された表現方法を基に、空間の中にあるものの位置を表現することができる。
◇構成要素や性質を基に条件に合う図形を見いだすことができる。
◆円周率の意味を正しく理解する必要がある。
◆事柄が成り立つことを、図形の構成要素や性質を基に論理的に考察し、数学的に表現
することに課題がある。

◇除法で表すことができる２つの数量の関係を理解している。
◇折れ線グラフから変化の特徴を読み取ることができる。
◆百分率を求めることに課題がある。
◆複数の観点で示された情報とグラフを関連付けて解釈し、表現することに課題があ
る。

●問題場面の数量の関係の理解や、計算の意味の理解を基に、演算決定することができるようにする。
●見当をつけること、測定すること、測定の結果を振り返って確かめることの各活動を関連付けて指導する。
●作業的、体験的な活動を通して図形の意味や関係について考える活動を取り入れる。
●日常生活の中で、主体的に問題を見いだして情報を収集し、表やグラフなどに整理して考察したり、考察した
結果から新たな問題を見いだし、さらに情報を収集し表やグラフなどに整理し直して考察したりする活動を取り
入れる。

数量関係

図形

授業改善のポイント ◇→概ね身についている。

◆→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



エネルギー

◆太陽の１日の位置の変化と光電池に生じる電流の変化の関係を目的に合ったものづく
りに適用することに課題がある。
◆電流の流れ方について、自分の考えと異なる予想を把握し、結果を見通して実験を構
想することに課題がある。
◆電流の向きと大記載ついて、実験結果を基にして、より打倒な考えに改善することに
課題がある。

＜小学校理科＞

物質

◇海水と水道水を区分するために、２つの異なる方法の実験結果を分析して考察するこ
とができる。
◆物を水に溶かしても全体の重さは変わらないことを理解し、食塩を溶かして体積が増
えた食塩水に適用することに課題がある。
◆実験結果から言えることだけに言及した内容に改善し、その内容を記述することに課
題がある。

生命

◇安全に留意し、生物を愛護する態度をもって、野鳥のひなを観察できる方法を構想す
ることが良好である。
◇骨と骨のつなぎ目について、科学的な言葉や概念を理解することができている。
◆人の腕が曲がる仕組みについて、模型に適用することに課題がある。

地球

◇上流側の天気と下流側の川の数位の情報を関係付けながら、分析することができてい
る。
◆流れる水の速さや量による働きの実験結果を基に分析して考察したことを説明するこ
とが課題がある。
◆土地の浸食について、実験結果の見通しをもって実験を構想することに課題がある。

●器具の操作の手順を捉え，適切な扱い方を理解できるよう指導する。
●学習内容や生活経験と関係づけて、根拠のある予想や仮説を発想し、図などで表現できるようにする。
●観察・実験の結果を基に事実と解釈の両方を示し，判断の根拠や理由を説明できるようにする。
●日頃から，身のまわりで見られる自然や日常生活の事物・現象について，既習した内容を適用して考えられ
るよう　にする。
●実験を構想する際には、どのような予想を確かめたい実験なのかを明確にし、実験方法を児童同士で検討
する場面や、その内容を発表したりする場面を設定した学習活動を行うようにする。

授業改善のポイント ◇→概ね身についている。

◆→課題がある。

理科

全国の正答率とほぼ同じ

である。

エネルギー

生命

地球

物質

ー白井市

----全 国



＜中学校国語＞

 話すこと・
 聞くこと

書くこと

◇話の論理的な構成や展開などに注意して聞いたり、必要に応じて質問することができ
る。
◆話し合いの内容を的確に話したり、全体と部分の関係に注意して、話すことに課題が
ある。

◇書こうとする事柄のまとまりや順序を考えて文章を構成することができる。
◆事実や事柄が相手にわかりやすく伝わるように書くことに課題がある。

◇場面の展開や登場人物の描写に注意して読み、内容を理解することができる。
◆情報を整理して、内容を的確に捉え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。
◆目的の応じて分の成分の順序、構成を考えて適切な文を書くことに課題がある。
◆行書の基礎的な書き方を理解して書くことに課題がある。

●話し手がある程度まとまった話をし、それを聞いて意見交換をする言語活動や、討論などの言語活動を意図
的、計画的に位置づける。
●事実や心情が相手に効果的に伝わるように書く力を身に付けるために、わかりやすい説明や具体例を加え
たり、表現するために最もふさわしい語句を選んで描写を工夫する。
●目的や意図に応じて文章の中心的な部分と付加的な部分、事実と意見などを読み分けて内容を把握するよ
うに指導する。
●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 ◇→概ね身についている。

◆→課題がある。

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

とほぼ同じである。

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

をやや上回っている。

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



＜中学校数学＞

数と式

図形

◇一次方程式を解く際に等式の性質の用い方を理解しており、形式的な手順の習得がで
きている。
◇計算過程を明確にして、帰納的に調べることで予想される事柄を見出すことができ
る。
◆等式の性質を活用して目的に応じた等式の変形、文字の式の除法表現に課題がある。
◆文字の式を用いて、事柄が成り立つ理由を順序立てて記述することに課題がある。

◇付加された条件の下で、新たな論証を見出し、簡単な説明をすることができる。
◇平面図形の意味や性質、移動、点対称について理解している。
◆証明された事柄を発展的に考え、条件を変えて証明を書き直すことに課題がある。
◆空間図形における位置関係や図形の構成を読み取ることに課題がある。

◇比例や反比例のグラフや変域の意味をきちんと理解している。
◇列車のダイヤグラムなど、グラフ化したものを事象に即して解釈することができる。
◆座標軸上の点の位置、一次関数の式とグラフ、増加量などを関連付けて理解すること
に課題がある。
◆問題解決の方法を見出し、数学的に説明する記述問題に課題がある。

◇表や樹形図等を活用した場合の数をもとにした、確率を計算することができる。
◇不確定な事象について起こりやすさの傾向をデータをもとに、確率として求めること
ができる。
◆資料の傾向をとらえる力として、最頻値や中央値等、代表値の意味を正しく理解する
必要がある。
◆情報整理の際、もとになるものを読み取り、正しく処理することに課題がある。

●文字の式を用いて、数量を表現する力を身につけさせる。そのために、２つ以上の文字を含む等式の変形の
問題を意図的に扱い、高さを求める、底辺を求めるなど具体的な場面で活用する。
●条件を付加する活動をオープンエンドで取り入れ、見出した事柄を整理し、結論とそれに対して必要な条件
を表現できるように指導する。
●関数において用語の意味を定義づけ、正確に理解させる。また、数学的に問題を解決する方法を説明する
活動を意図的に設定し、問題に合わせて式・表・グラフを活用し、相互に関連付けていく。
●それぞれの代表値の意味や求める式や手順を確認をし、それらを用いて、扱うデータの集計結果全体の傾
向を読み取る場面を設定して指導する。

資料の活用

関数

授業改善のポイント ◇→概ね身についている。

◆→課題がある。

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

をやや下回っている。

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

とほぼ同じである。

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



化学的領域

◇水溶液の濃度の概念が身についている。
◇原子の記号の表し方について知識が身についている。
◆実験の目的に応じた条件を指摘したり，活用したりすることに課題がある。
◆特定の質量パーセント濃度における水溶液の溶質の質量と水の質量を求めることに課
題がある。

＜中学校理科＞

物理的領域

◇豆電球と豆電球型のLEDの点灯の様子と消費電力の大きさとの関係を見いだすこと
ができる。
◇光と音の伝わり方についての知識を活用することができる。
◆光の反射の幾何光学的な規則性についての知識・技能を活用することに課題がある。
◆複数の実験の結果から必要な値を読み取り，オームの法則を使って抵抗の値を求める
ことに課題がある。

生物的領域

◇無脊椎動物の体のつくりの特徴に関する知識を活用できる。
◇得られたデータを分析して解釈し，科学的な根拠を踏まえ，論理的な思考に基づいて
考察を行うことができる。
◆観察や実験を計画する際，「変える条件」やそれに伴い「変わってしまう条件」を指
摘することに課題がある。
◆神経系の働きについての知識習得に課題がある。

地学的領域

◇地震の伝わり方についての知識を活用することができる。。
◆日常生活の場面において，学習した知識・技能を活用することに課題がある。
◆観察記録などに基づいて、気温、湿度、気圧、風向などの変化と天気の関係を読み取
ることに課題がある。

●知識及び技能を日常生活や社会での経験などを通して理解する学習場面を設定する。
●複数の観察や実験の結果を比較し、分析して解釈する学習場面を設定する。
●事象に含まれる要因を抽出し，妥当性を検討して，条件を制御した観察や実験を計画することができるよう
に指導する。
●個人で考えた実験計画をについて，根拠に基づいて自他の考えを多面的、総合的に思考し，検討して改善
をしていく学習場面を設定する。

授業改善のポイント ◇→概ね身についている。

◆→課題がある。

化学的領域

生物的領域

地学的領域

物理的領域

ー白井市

----全 国

理科

全国の正答率とほぼ同

じである。



小学生 中学生

１　生活習慣について

朝食を毎日食べていますか。

小学生 中学生

毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか。

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 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

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

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



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

将来の夢や目標を持っていますか。

４　人間関係について

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。

小学生 中学生

人の役に立つ人間になりたいと思いますか。

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

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

小学生 中学生

0% 50% 100%

白井市

全国

2時間以上

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

10分以上,30分より少ない

0% 50% 100%

白井市

全国

2時間以上
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
10分以上,30分より少ない
10分より少ない

【白井市の子どもたちの様子】

○朝食は、児童で８５％、生徒は７９％が毎日とっている。一方、就寝時刻については、

決まった時刻に寝ている児童は、４５，３％、生徒が３６，４％であった。朝食をしっかりと

とらないことや就寝時刻が不安定であることは、児童生徒の健康に影響を及ぼす可能

性がである。今後も、自身の健康に意識するための健康教育や食育を推進することが

必要である。

○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５．７％、３０分より少ないが８．２％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。

○８４．３％の児童が、７６．７％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。読書が好きである児童生徒が全国平均を上回っており、朝の読書タイム、授業での

図書の活用等の成果が現れていると考えられる。今後も読書活動をさらに推進していく

ことが必要である。
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