
平成30年度全国学力・学習状況調査結果を受けて

小清水町立小清水小学校長 可児隆洋

今年度の全国学力・学習状況調査結果が発表されました。調査対象は６年生だけなのですが、

調査結果は、学校全体の教育活動の積み重ねの成果と考えます。

昨年同様、この結果から本校の教育活動を検証し改善を進めて参ります。

本調査の目的は以下の３点です。

◇教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る

◇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に役立てる

◇教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する

調査の内容と結果（本校の状況）について大きく３つに分けてお知らせします。

）① 主として「知識」に関する問題（A

【調査内容】

・身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容。

・実生活において不可欠であり常に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能等を

検証する問題。

【本校の状況】

国語の文章の情報や情景を読みとる力が弱い傾向がありましたが、それを除けば身につけて

おかなければならない知識技能は、国語・算数・理科において身について来ているという結果

が出ています。

② 主として「活用」に関する問題（B）

【調査内容】

・知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力。

・様々な課題解決のための構想を立て実践し評価・改善する力等を検証する問題。

【本校の状況】

活用する場面で、目的に応じて読んだり、書いたり

する力が不足しているという結果がでています。算数

や理科においても、考えの根拠を示したり、結果を考

察したりしたものを記述できないという結果がでまし

た。この傾向については、小中一貫教育の国語・算数

・数学・理科部会でも課題として共有しており、授業

改善の具体的な手立てについて取り組んでいるところ

です。
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③ 児童生徒に対する調査

【調査内容】

・学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する調査。

例えば、国語への興味・関心、授業内容の理解度、読書時間、勉強時間の状況など。

【本校の状況】

学校のきまりを守る等の規範意識が高い傾向にありました。また、家庭学習の取り組みや読

書の時間も十分にとれているという結果がでています。教科、国語・算数・理科等の興味や関

心も非常に高く、まだまだ伸びしろがある子ども達だということがわかりました。

以上の結果を踏まえ、本校の教育活動についての成果や課題を検証し、小学校と中学校が一貫

した取り組みにおいて授業改善を進めて参ります。また、検査結果を数値で表した結果について

は以下の通りです。

国語A 国語B 算数A 算数B 理科 計

小清水小学校 ６７ ５２ ６７ ４２ ５６ ２８４

全道平均 ７０ ５３ ６２ ４９ ５９ ２９３

全国平均 ７０．７ ５４．７ ６３．５ ５１．５ ６０．３ ３００．７

※数値は各教科の平均正答率です。

課題に対する改善の手立て（小学校）
◇１語彙力を高める

①朝学習･読み聞かせ等の読書体験の充実
②効果的な音読指導の工夫

③効果的な漢字指導の工夫

◇２文章構造を理解させるための話し方・書き方指導

①話し方指導の重点化(短学活、発表、交流の場を活用・接続詞の使い方を意識）
②書き方指導の重点化(自分の考えや授業のまとめ･順序や時間の意識･接続詞の使い方を意識)

③文章の構成や構造を意識(大事な文やキーワードに線を引く,文の並び替えをさせる→
絵や写真を用いて簡単な並び替えを経験させてから)

④要約やあらすじを書かせる(中高学年)
⑤効果的な国語辞典・漢字事典の活用(中高学年)
⑥校外学習やお世話になった方へのお礼の手紙指導

自分の考えを伝える、考えながら聞く 効果的な音読指導を工夫する



今年も、多くの夏休みの作品が多目的ホールに並びました。すべてが子ども達の夏休みのがんばりの成果

だと思うと壮観です。
昨年度から、並べてある作品には「さわってはいけません」というルールになっています。なぜなら、せ

っかく作った作品が壊されたり、無くなったりすることが続いたためです。前回までは、展示の周りにスズ

ランテープが張ってあり、さわろうと思ってもさわれない状況でした。今回は、床にテープが張ってあるだ
けです。さわろうと思えばさわれますが、作品が壊れたり、なくなったりすることは無くなりました。

作った本人としては、ページをめくって見て欲しいと思ったり、
試しに遊んでみてほしいと思ったりするものがあります。しかし、

「さわってはいけません」というルールの下に並べられているので
作った本人としては残念なのだそうです。
子ども達が、どのように扱えば壊れるのかを考えられたり、作っ

た人への思いやりをもって作品をさわることができるようになった
時に、床のテープが無くなっていくことでしょう。スズランテープ

から、床テープそして・・・。
作品展は子ども達の心の成長を表す場にもなっています。

日時：平成３０年８月２１日（火）

１１：４０～集合・説明（音楽室）

（ ）１１：４５～栄養教諭によるお話 音楽室

１２：２０～給食準備の後試食

１年生保護者は教室

２・３年生保護者は音楽室

１２：５５～片づけ・アンケート記入

※アンケート記入後、随時解散

【本日の献立】

・チキンと夏野菜のペンネ ・枝豆とひじきのサラダ

・コッペパン ・牛乳 ・切り干し大根のスープ

当日は 37名の参加がありました 実施後のアンケートには 子ども達と教室で食べたかった 箸、 。 、「 」「

の持ち方を家で見直してみます 「給食ができるまでを見ることができて良かった 「子ども達のために」 」

食感にまで工夫をしているのが驚きました 「給食時間が短くて驚きました 」等々、多くのご意見や感。」 。

想が寄せられました。
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随時更新中です。

昭和の頃の修学旅行は、遠方へ家族旅行に行く機会も少なく、修学旅行によって見聞を広めるとい
う意味合いが大きいものでした。それに比べて平成も最後の年になるこの頃は、今回の行き先につい

て聞いても、ほとんどの子は、行ったことがあると手をあげます。
イマドキの修学旅行は楽しさの中にも、いろいろと学ぶ目的があるのです。

１ 修学旅行の実施のねらいや指導内容は、できるだけ普段の各教科等の学習内容や指導に関連づけ
るようにします。

２ 自然保護や文化財尊重の態度を育てます。 ３ 集団の秩序を乱したり、他の人の迷惑になる
行動をすることのないようにします。

４ 集団行動や共同生活の体験をとおして
望ましい態度や習慣を身につけます。

釧路博物館見学

火事の避難体験、震度７体験遊学館で様々な科学体験。

各施設見学やホテル内のルール･マナー

普段通りのあいさつやお礼はできたかな

小清水小学校 金管バンド

北海道吹奏楽コンクール銀賞受賞！！

目標にしていた金賞にはあと一歩及ばず、頑張って

きた子ども達にとっては悔しい結果となりました。し

かし、札幌コンサートホールキタラという大舞台で堂

々と演奏する子ども達は、とても輝いていました。

また、お祭りでは雨が降ってしまい、町民の皆さん

。 、の前で演奏することができなくなりました ご支援

応援していただいた町民の皆様にも、感謝の気持ちを

込めた演奏を聴いていただく機会を必ずつくらせてい

ただきます。

今後も変わらぬご支援をよろしくお願いします。
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9月６日（木）未明に北海道に震度７の大きな地震がありました。小清水も震度３の揺れと同時に停電となり、

学校の停電が復旧したのは７日の22:00すぎでした。その間、学校は、通学の安全確保が出来ないこと、電気・

電話が使えないことで緊急対応も出来ないことから臨時休校としました。

学校の電話もPCも使えなくなり、情報伝達が難しくなる中で”学校連絡網サービス フェアキャスト”が唯一

の連絡手段として使うことができました 一斉送信 電話・メールLINE等 できること 正確に伝わること 学。「 （ ） 」「 」「

校の電話対応が不要なこと」等の利点が生かせたわけです。その際、避難所情報、保育所等、役場からのフェアキ

ャスト使用要請も受け、対応をさせていただきました。本来学校ＰＴＡの連絡に使うものでしたが、想定を上回る

事態の緊急対応だったということで了承いただきたいと思います。

臨休あけの１２日水曜日に全校朝会がありました。まだまだ、地震・停電の

経験の記憶が新しい時だったので、関連した話をしました。

６年生は、修学旅行の時に「釧路市民

防災センター」での震度７体験をしてきたばかりでした。そこでの体験を発

表してもらいました。この施設は横揺れだけを起こす機械で、実際の震度７

はもっと激しいといった説明でしたが、机の下に隠れても机で頭を打ってし

まうくらいの揺れ方でした。体験した６年生は実際に起こった地震の激しさ

を想像しやすかったと思います。

、 、 、 、また 停電で 電気のない生活が続いたこと 町の中は真っ暗だったこと

。お店屋さんから品物がなくなったことをイラストを見ながら振り返りました

そして、全道的に物流の混乱が続く中、給食センターの鼻田先生や職員・

調理員の皆さんが頑張ってくれて、月曜日から温かい給食を食べることができ

たことに感謝しました。月曜日も火曜日も給食をのこさず食べていたと、鼻田

先生や調理員さんはとても喜んでいました。

学校再開日から節電を始めました。少しずつでもみんなで取り組むことが大

事で、自分だけなら節電をしなくてもいいだろうという気持ちを持たないで欲

しいという話をしました。学校生活で例えると 「小さい声ならおしゃべりし、

てもいいだろう 「だれもいないなら廊下を走ってもいいだろう 「少しくらい」 」

なら時間に遅れてもいいだろう」と思う気持ちを持ってはいけないということ

です。

少しずつのがんばりをみんなでできる学校にしましょうという話でまとめま

した。

地震体験発表

下校バス

16:00日 曜日 14:45

（ ）16:10 金

振替休業1 月

委員会活動 ○ ○2 火

小清水小学校・中学校合同研究大会 フッ化物洗口 ○3 水 特14:10

視力検査（１・３年） ○ ○4 木

16:105 金 視力検査（２・５年） ○

土6

小清水町１００周年記念式典 「未来への誓い」7 日

体育の日8 月

視力検査（４・６年）クラブ ○ ○9 火

フッ化物洗口 就学児健康診断 ○ ○10 水

ヤッホータイム ○ ○11 木

16:1012 金 ６年中学校登校日 教育委員学校訪問 ○

特13： 30 ×13 土 土曜授業【給食あり】 ３学年レク午後～

日14

委員会活動 ○ ○15 月

二計測（１～３年） くらしの安全住民大会 ○ ○16 火

二計測（４～６年） フッ化物洗口 ○ ○17 水

後期児童総会 スクールバス乗車指導 ○ ○18 木

16:1019 金 ○

土20

日21

合同研修 職員会議 ○22 月 特13： 30

○ ○23 火

フッ化物洗口 ○ ○24 水

○ ○25 木

16:1026 金 ○

オホーツク東部地区PTA連合会研究大会 森崎博之氏講演 愛ホール27 土

日28

学芸会特別日課開始 ○ ○29 月

○ ○30 火

フッ化物洗口 ○ ○31 水
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随時更新中です。



後期の児童会選挙が行われました。

立候補した皆さんの公約は、誰が児童会の役員になっても安心して任せることが

。「 」「 」「 」できる立派な公約ばかりでした 一人一人のため 学校のため 小清水町のため

「 」 、 。困っているだれかのため 等 様々な視点から一生懸命考えたものだと思います

投票が終わった後、全員に向けて話をしました。

「 、 、 、当選した人は 自分の公約だけでは無く みんなの考えの良いところを集めて

よりよい児童会活動にして欲しい。惜しくも落選した人は、今回の選挙に向けた思

いを委員会活動や、学級活動で実現させてて欲しい。そして、投票した皆さんは、

児童会に協力する責任があり、立候補した人たちの思いを実現するために、協力は

惜しまないで欲しい 」と話しました。。

選挙は、一時のイベントで終わらせてはいけません。これからが大事だというこ

とをわかって欲しいと思います。

「全校集会活動は何のためにするの？ 。」

こんな疑問を子ども達が持つことはあり
ません。子ども達にとっては楽しく遊ぶ集会だから

です。しかし、企画する側の児童会・委員会には、
「 」、「 」みんなで仲良くなるため いじめを無くすため
という目的があります。

それでは、先生方は集会をどんな見方をしている
のでしょう。もちろん、仲良く楽しく遊ぶ子ども達

をみています。もう一つの見方として、それぞれの
教室で出来ていることが、全校でできているだろう

かという見方をしています。
、全校集会には教室で学ぶ様々な要素が含まれています。さらに、企画する側の話を聞くこと、指示を聞くこと等々

児童会・委員会には、 という事を求めているのです。意図を伝える、わかりやすく指示をする

10月から、新たな児童会・委員会活動が始まります。様々な集会活動で、どのような姿をみせてくれるのか楽しみにして
います。

全校で放課後クラブ室事業に参加しました。和心ブラザーズ（和太鼓奏者 SHINTA氏 三味線奏者 新田昌弘 氏）

オープニング曲として 「こきりこ節 。リズム打ち（いろいろなリズムを手拍子で、小さく大きく等）で楽しんだり、、 」
様々な三味線の音階（５００年前沖縄・奄美三線の音階 ２５０年前歌舞伎の音階 最新の津軽の音階１５０年前）に
触れたり、様々な奏法を紹介してもらったりして、たっぷりと太鼓と三味線の魅力に触れることができました。ミッキ

ーマウスマーチ、アニメソング、クラシック音楽まで三味線と太鼓の表現力の幅に驚きました。

今年は上田睦美先生に５年生の書

道の指導をお願いしました。みんな素

晴らしい出来映えでした。

第5回小清水児童・生徒作品展で全

員の作品を展示します。
目の前で書き上げられたお手本に
思わず拍手が起こりました。

いつも以上に真剣に！

来年の１年生が小学校見学に来まし

た。図書室で絵本を開いたり、全部の

教室を回って、お兄さん、お姉さんの

。勉強している姿を参観したりしました

来年の入学に向けて、楽しみな気持

ちになってくれたでしょうか。みんな本が大好きです 学校探検に出発

理科と社会も課題をもって授業に取り組んでいます。

理科は楽しい実験も

しながら 「なぜだろう 、、 」

「 」きっとこうなるに違いない

を、自分で考え、みんなで討

論も出来るような授業をめざ

します。

「社会科は暗記教科ではない」と

。いう前提からスタートしています

考えること、読み取ること、意見

交換や討論もできるような場も設

定しながら学習を進めています。


