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人は なぜ勉強するのでしょうか？
将来自分がやりたいことが、いっぱい出てきたときに いっぱい仕事が選べられるようにするためです。
勉強は将来の選択肢を広げるために必要なものだと考えます。中
学生や高校生で、自分の将来像が描けている人は少ないと思いま
す。やりたいことが決定していない段階で、知識を吸収すること
をやめてしまうと、結局人生の選択の幅が少なくなってしまうと
思います。何に興味があるか、何が自分に向いているか、そうい
うことは、いろいろなことを経験したり、体験したりしないこと
にはわかりません。そこで、せめて義務教育のうちはたくさんの
ことを吸収するべきであると思います。その後の選択は自分です
ればいいことであって、今の時期は、選択できるだけの知識や技
能を身に付けておくことが重要ではないかと考えます。

今年度の結果から

正答率の高い傾向が見られる子どもの生活や学習習慣は？

読書が好きな子ども。
家庭で学校の出来事を話している子ども。
家庭で学校の宿題を毎日忘れずに行っている子ども。
朝食を毎日食べている子ども。
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子ども。

宝小のよい子５人衆

勉強の仕方を覚えるために勉強するのです！

サツマイモの収穫2年生

全国学力学習状況調査とは、平成１９年度より日本全国の小中学校の最高学年（小学校は６年・中学校は
３年）を対象に行われている調査です。一般的には「全国学力テスト」と呼ばれており、その目的を文部科
学省は次のように説明しています。
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。
○こ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。
○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を図る。
つまり、国は行った教育が十分な効果を上げることができたか、効果が上げられなかったとしたら、何が
問題で、どのように改善していけばよいのか・・・等を考えなければなりません。そこで、絶えず成果を検
証し、次に生かす手立てを考え実践していく材料として、この調査があります。

人生はずっと勉強の連続だと思います。学校が終わっても学ぶことが変わっ
ても、人生において「知識を吸収して活用する」という原理に違いはないはず
です。いろんなことを知って知識が増えることは、とても楽しいことですし、
いろいろなことを学んで、その中から自分の興味のわくことを見つけることが
できれば、それはその子どもの人生にとって非常にプラスになることであると
思います。テスト勉強などをしていると「こんな勉強しなくても将来、困らな
いよ。」と思うこともしばしばあるとは思いますが、時には頑張って勉強して、
よい点を取ると、自分の自信につながるものです。このように「自分の力で頑
張ることを覚え、身につける」ということが、人が生きていく上でとても重要
で、必要なことなのです。

人間として大切な「生きる力」を身につけることも大切な勉強する理由でしょう
苦しい経験の積み重ねが人の人格を向上させ、ひいては、社会が求める人間を育てていくことにつながっ
ていくのです。何ごとにも逃げずに努力をしてきた人間というのは、自然と分かるものです。勉強という辛
い作業は、確実にそうした人間を育てていきます。一言で言うと、勉強の目的は「生きる力」を身につける
ことです。小学生の時期に身につけて欲しい力とは、学力であり、集中力であり、忍耐力だとも思います。

将来の職業選択にも関わる、興味のあることを見つけるために勉強するのです。
これを読んでいる小学生のみなさんは、将来へ向けて大きな可能性を持ってい
ます。ただ実際に自分が何に向いているのか、どういうことに興味を持っている
のかということは、自分自身でも分からないかもしれません。日々の勉強を通し
て様々な物と接することによって、自分の興味のあることを見つけやすくなりま
す。最初は興味ないなと思っていたようなことでも、やってみたら意外と面白か
ったという場合が沢山あるものです。大きくなってからも興味を持てることを見
つけることができたら、それはきっとあなたの人生を楽しくしてくれるはずです。

全国学力学習状況調査の結果について
文部科学省は、今年度の「全国学力学習状況調査」結果
を９月３０日に公表いたしました。それを受けて、都留市
では「学力定着向上検討委員会」を設置して、結果及び課
題の分析、今後の対応等について検討・研究を行ってきま
した。ここで、その結果がまとまりましたので、本校の分
析結果と合わせて、本校の学力向上に向けた取り組みにつ
いてお知らせします。
なお、６年生には個別懇談会の折に、担任より保護者に
個別の結果を配布しました。各家庭におきましては、お子様
算数のテスト中 ６年
の学力と学習状況について十分に話し合い、今後の取り組みの参考にしていただきたいと思います。

見える学力と見えない学力
学力には「見える学力」と「見えない学力」があると言われています。氷山は大部分が海面下に沈んでい
て、８分の１だけが海面上に姿を見せています。子どもの学力もそれに似ていて、テストやあゆみで示され
る成績は、いわば「見える学力」です。その見える学力の土台には、
「見えない学力」というものがあります。
見える学力を伸ばすには、それを支えている見えない学力を太らせなければなりません。貧弱な土壌では野
菜や果実もちっぽけなものしかできません。
現在、学校では「生きる力」の育成に向け、自ら課題を見つけ、進んで解決方法を探し、友だちと話し合
い、協力して問題解決にあたるという、子どもたちが主体的に学習に取り組む学習方法を取り入れ、一人一
人の思考力、判断力、表現力を育んでいこうという「言語活動」を中核に据えた取り組みを進めています。
また、その過程に於いて、習得・活用・探究という学習の中で、問題発見・解決を含めた深い学びの過程、
いわゆる「アクティブ・ラーニング」を取り入れています。そして、それは教える場面と子どもたちに思考
・判断・表現させる場面を効果的に関連づけながら指導していくというものです。その理由は、教師と子ど
も、子ども同士が対話し、それによって思考を広げ深めていくことが有効であるからです。

これからの社会において、子どもたちがたくましく生きていくために習得すべき資質や能力は？
①何を知っているか、そして、何ができるか？（個別の知識・技能）
②知っていること・できることをどう使うか？ （思考力・判断力・表現力等）
③どのように社会や世界と関わり、よりよい人生を送るか？（学びに向かう力、人間性等）
見えない学力の核心は言語能力です。つまり、言語能力は学力の母体で
す。子どもの言語能力の発達は、幼児期の飛躍的な伸びに比べて、小学校
の入学頃からは外見上は、そんなに目立った変化はありません。ところが
言語能力は一日も休むことなく、とどまることなく発達しています。そん
な、小学生になった子どもたちの見えない学力は、「読書」を通じてめざま
しく伸びていくと言われています。
本には、親や教師から深く聞けなかったことや、日常教えてもらえない
知識がたくさん詰まっています。親の考えとは、その発想も論理もまった
く異質の知見も書かれています。教師の語ってくれない、さまざまな歴史
や世界のあることも知ることができます。自然の秘密や、すぐれた人物の生い立ちもわかります。そして、
より知的な探究に向けて意欲をかりたてられます。読むほどにいろんな文章に接し、新しい言葉もどんどん
覚えていきます。また、本好きな子どもは、頭の中にイメージをえがく能力が、ぐんぐんついていきます。
日々学校で与えられる系統的な教科学習によって、子どもたちの学力はしだいについていくのですが、その
場合、イメージ構成能力がとぼしければ、学力はあまり伸びていきません。文字を意味のあるように配列し
たものが文章ですが、その文章の中味を、具体的に場面や情景としてイメージして再構成できる能力、すな
わち想像力が貧しければ、思考することができません。文章をリアルにイメージ化できるかどうかは、学力
の獲得と定着度を左右します。読書好きの子どもは、いろいろな場面をイメージ化することができ、イメー
ジ化できる楽しさを知ると、さらに読書を好きになっていくという相乗効果が働いていくのだと思います。

平成28年度

全国学力・学習集状況調査 本校の６年生の結果の分析について

宝小６年児童の国語Ａ（知識）の平均正答率は，全国・県と同程度であり，国語 B（活用）では，全国・県平均を若干上回りました。算数
では，Ａ（知識）と B（活用）と全国・県をやや上回りました。本校の６年生は，全国・県と同等の学力が定着していると捉えることができ
ます。生活面では，地域のつながりが深く，家庭教育がしっかりとなされていることや，高い自己肯定感を持っていることが分かりました。
今回の結果を今後の指導法の改善に生かすとともに，家庭・地域のみなさんと連携して，子どもたちの更なる学力の定着と，学習意欲の向
上，学習環境の改善等をめざして取り組みます。ご理解とご支援をお願いします。
【国語の結果】
良好なもの
課題があるもの
Ａ ○漢字の読み書きができる。
■書き手の表現の仕方をよりよくする
○目的や意図に応じて，収集した情報を関連付けながら話し合う。
ために助言する。
知
◎目的や意図に応じて，書く事柄を整理する。
■登場人物の人物像について，複数の
識
◎目的や意図に応じて，図と表とを関係付けて読む。
叙述をもとにして捉える。
◎用紙全体との関係に注意し，文字の大きさや配列などを決める。
■平仮名で表記されたものをローマ字
で書く。ローマ字で表記されたもの
を正しく読む。
Ｂ ○目的に応じて，質問したいことを整理する。
■話し手の意図を捉えながら聞き，話
○質問の意図を捉える。
の展開に沿って質問する。
活
◎グラフをもとに，分かったことを的確に書く。
■目的に応じて，複数の本や文章など
用
○目的や意図に応じて，グラフをもとに自分の考えを書く。
を選んで読む。
◎目的や意図に応じて，表をもとに自分の考えを書く。
■目的に応じて，本や文章を読み比べ
◎活動報告文において，課題を取り上げた効果を捉える。
るなど，効果的な読み方を工夫する。
◎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。
※基礎的・基本的な知識・技能が身についており，それらを場面に応じて活用することもできます。表の意味を読み取って自分の考えにつな
げて書くなど，表現する力も十分身についています。領域別に見ると「話すこと・聞くこと」「書くこと」が全国・県の平均正答率を上回って
います。基礎基本が定着し，それらを活用する力（思考力や表現力）につながっています。知識・活用とも，良好なものが多く，これまでの
学習の成果が表れています。課題については，今後，授業や家庭学習を通して補充改善に取り組みます。
【算数の結果】
良好なもの
課題があるもの
Ａ ◎除数と被除数に同じ数をかけても商は変わらない。
■乗数が整数である場合の分数の乗法
○繰り下がりのある減法の計算をすることができる。
の計算をし，約分をすることができ
知
◎末尾の位のそろっていない小数の加法の計算をすることができる。
る。
識
◎小数の除法の計算をすることができる。
■三角形の底辺と高さの関係について
◎数の大小関係を理解している。
理解している。
◎単位量当たりの大きさの求め方を理解している。
■示された場面を適切に読み取り，全
◎図形の構成要素に着目して，図形を構成することができる。
体の人数を求める式に表すことがで
◎直方体における面と面との位置関係を理解している。
きる。
◎全体の大きさに対する部分の大きさを表す割合の意味について理解している。
○１を超える割合を百分率で表す場面において，基準量と比較量の関係を理解している。
Ｂ ◎示された条件をもとにほかの正方形について検討し，同じ決まりが成り立つかを調べる ■示された説明を解釈し，用いられて
ことができる。
いる考えを別の場面に適応して，そ
活
◎ハードルの数とインターバルの数の関係を式に表し，４台目のハードルの位置を求める
の説明を記述できる。
用
ことができる
■乗法や除法の式の意味を解釈するこ
○示された式の中の数値の意味を解釈し，それを記述できる。
とができる。
◎縦に書くことができる正方形の数を求め，２４個の正方形をかくことができる理由を記 ■正方形に内接する円の半径について
述できる。
理解している。
◎図形を構成する角の大きさをもとに，四角形を並べてできる形を判断することができる。 ■単位量当たりの大きさを求めるため
に，ほかに必要な情報を判断し，求
めることができる。
※基礎的・基本的な知識については，多くの領域・観点で良好な点がありました。活用力については，「数と計算」「量と測定」の領域で，全
国・県の平均正答率をやや上回り，「図形」の領域では全国・県を有意（５％以上）（注１）に上回りました。学習したことが定着し，活用でき
ています。一方で「数量関係」の領域については，課題が残りました。場面を的確に読み取るために，簡単な場合で考えたり，必要に応じで
図に表して捉え直したりするなどの工夫をすることや日常生活の事象を数理的に捉え，場面を式に表したり，式の意味を具体的な事象と関連
付けたりすることを通して学習を充実させていきます。 （注１）文科省は，±５％の範囲内を「有意差なし」と考えています。
【生活調査の結果】
良好なもの （課題はない）※良好なものがたくさんあり，全て記述できないのでまとめて記述します。
知 ○生活習慣がよい。◎難しいことでも失敗を恐れないで挑戦し，最後までやり遂げる。◎自分にはよいところがあると思う。◎友
識 達と話し合うとき，友達の話や意見を最後まで聞くことができる。◎将来の夢や目標を持っている。○全国・県に比べるとテレビ
や DVD を長時間視聴する児童が少ない。○読書時間が長く，学校図書館の利用度が高い。○家の人と学校での出来事について話
をする。○自分で計画を立てて家庭学習をしている。◎学校に行くのが楽しい。◎学校で友達に会うのが楽しい。◎先生は，よい
ところを認め，分かるまで教えてくれる。◎地域の行事に参加している。◎ボランティア活動に参加している。◎ニュースを見る。
○学校のきまりを守っている。◎人に役立つ人間になりたいと思う。◎話し合い活動で自分の考えを伝え合う。など
※食習慣，生活習慣，家庭学習がしっかりできており，地域の行事にも参加することから，家庭及び地域の教育力が高いことが分かります。
本校の特色の一つである読書活動の充実が，読書好きな児童の育成につながっています。校内研究で取り組んでいる対話力向上に向けた取組
は，友達と考えを伝え合い，学びを深めることにつながっています。夢や目標を持ってチャレンジしていく姿勢があり，人の役に立つ人間に
なりたいという意識を持っています。自己肯定感が高く，意欲的・主体的に取り組んでいます。
文責 上野敦司

来年度に向けて動き出した児童会
良きリーダーは「いろいろなことに夢中になれる人！」
１１月２５日（金）に平成２９年度児童会役員選挙の立会演説会と投票・開票を行いました。３年生以上
の児童が参加する立会演説会では、各立候補者は、来年度の児童会活動に対する自分の考えや意見をしっか
りと伝えることができたと思います。その中身は、各候補者たちは来年度のリーダーとして頑張ろうと決意
した児童だけあって、本校の現状と課題を的確に分析していました。立会演説の中で、立候補者が分析した
本校の現状と課題はつぎのような内容でした。

誇れるところ
・挨拶がしっかりとできる。
・全校が仲良しで協力できる。

現在の課題

副会長 真菜斗君と応援の悠稀君

書記の日陽里さん

・そうじが決められた時間内に終われない。
・自分から進んで、気持ちのよい挨拶ができない人がまだ見られる。
小俣太一 会長
・相手のいやがる「ムカムカ言葉」が多く聞かれる。
・廊下を走ったり、掃除を一生懸命にしなかったり等、生活のルールがしっかり守れない。
候補者が立会演説会で「こんな学校にしていきたい！」と約束してくれたことは、全校の児
童が楽しく充実した学校生活を送っていくためには、とても大切なことであり、今年度の児童
会が作ってくれたものをベースに継続発展させたり、早急に改善していかなければならないこ
とです。良い学校とは、価値観を共有する全
校児童が、意識を合わせて目標に向かい、切
磋琢磨しながらよりよい学校づくりを通し
て、自らの成長を促す場でなければならない
と思います。人は人との関わりで磨かれ成長
します。来年度の宝小には、仲間を成長させ
由香副会長 てくれる「本気のリーダー」が必要です。本
気のリーダーこそが全校を元気にしてくれるはずです。
まず、新執行部の最初の仕事は、「６年生を送る会」で
す。人と人とのつながりを大事にして、気持ちで全校を動かして欲しいと思います。新執行部を中心にした
先頭に立つ５年生はたった１５名ですが、されど１５人です。６送会を通して、卒業する６年生に「宝小学
校は大丈夫だ！ 宝小学校で卒業できて良かった。」という安心感と感動を与えようではありませんか！

見ていて下さい。これからのがんばりを！
平成２９年度

役 職
会 長
副会長
副会長
副会長
書 記
書 記

学年
５
５
５
４
５
４

個別懇談

宝小児童会役員名

書記の心結さん

氏
名
小俣 太一 （ｵﾏﾀ ﾀｲﾁ）
山本 真菜斗（ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾄ）
藤本 由香（ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲｶ）
岡山
稜 （ｵｶﾔﾏ ﾘｮｳ）
鈴木日陽里 （ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ）
小林 心結 （ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ）

挨拶上手の岡山副会長

ありがとうございました。

１１月２８日（月）～１２月５日（月）までの５日間にわたって実施しました個別懇談では、大変お忙し
いところ、ご理解をいただきありがとうございました。４月の家庭訪問で伺った家庭での子どもたちの様子
に成長が感じられ、担任は学校での行動や取り組みと重ねて、指導の方向性を新たにすることができました。
遊びや学習に関わって、地域や家庭での様子から、全校で再確認しなければならないこともあり、大変有
意義な懇談となりました。
ぜひ、ご家庭でお子様とじっくりと話をする時間を確保していただき、個別懇談で出た内容も含めて有意
義な冬休みになるよう、時間の使い方、学習への取り組み方などご指導をお願いします。

