
令和３年度 全国学力・学習状況調査の結果の概要 

 

                                                                印南町教育委員会 

１ 実施状況 

（１）調査日  令和３年５月２７日（木） 

 

（２）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。 

 

（３）調査の対象 

 ・印南町立小学校 第６学年 ６０名 

 ・印南町立中学校 第３学年 ７７名 

 

（４）調査の内容 

 ・教科に関する調査 

   小学校調査…国語及び算数 

   中学校調査…国語及び数学 

 ・生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査 

    児童生徒に対する調査（学習に対する興味・関心、規範意識・自己有用感、 

生活習慣・学習習慣に関する調査） 

   学校に対する調査（教科指導、授業改善・生徒指導、学校経営に関する調査） 

 

２ 調査結果の概要 

印南町の調査結果の概要を学力調査と質問紙調査別に見ると、次のようになっている。 

〔学力調査〕 

 ・中学３年生は、平成３０年度（小６）の全国学力調査から３年間で国語は約４ポイント、 

数学は約８ポイント学力が向上している。 

 ・小学校では国語、算数とも全国平均をわずかに下回っている。 

 ・中学校では国語で全国平均を下回り、数学では全国平均を大きく上回っている。 

 ・無解答率は、小学校では全国をやや下回り、中学校では全国と比べて大きく下回っている。 

〔質問紙調査〕 

 ・【教科指導】の項目を見ると、小学校では国語・算数ともに全国平均とほぼ同じポイン 

であることがわかる。また、中学校では数学のポイントが全国平均よりも大きく上回 

っている。 

 ・【授業改善・生徒指導】の項目では、全国よりも高い数値が見受けられるが、授業改善の「各

教科等の授業等などで調べたことや考えたことを８００字程度でまとめたことがある」の



項目について課題がある。 

 ・【学習に対する興味・関心】の項目は、国語、算数・数学ともに全国よりを上回るポイント 

である。 

 ・【規範意識・自己有用感】の項目では、「自分にはよいところがある」については小・中学 

校ともに高いポイントであるが、「将来の夢や目標を持っている」については中学校にお 

いて全国平均よりも低いポイントとなっている。 

 ・小･中学校ともに普段の家庭学習の時間が２時間以上の割合が全国平均に比べて低く、 

30 分～1 時間未満の割合が全国平均に比べて高い。 

 ・国語、算数・数学の授業内容が、「わかる」と回答した割合は全国平均より高い。 

 ・１日３０分以上読書すると回答した割合は小学校、中学校とも全国平均より高い。 

 ・今住んでいる地域の行事に参加していると回答した割合は全国平均に比べて高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 学力調査の結果 

（１）平均正答率（％） 

 小学６年生 中学３年生 

国語 算数 国語 数学 

印南町 ６４．０ ６８．０ ６３．０ ６１．０ 

和歌山県 ６５．０ ７０．０ ６１．０ ５５．０ 

全国 ６４．７ ７０．２ ６４．６ ５７．２ 

全国との差 

＋５以上〇 

－５以下▼ 

－ － － － 

（２）領域別正答率               《      印南町  ◆ 全国 》 

【学習指導要領の領域】 

（小学校国語） 

 話すこと・聞くこと 

 書くこと 

 読むこと 

 言葉の特徴や使い方 

に関する事項 

（小学校算数） 

 数と計算 

 図形 

 測定 

 変化と関係 

 データの活用 

 

【学習指導要領の領域】 

（中学校国語） 

 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徴 

に関する事項 

（中学校数学） 

 数と式 

 図形 

 関数 

 資料の活用 

 

 



（３）無解答率（％）〔平均〕 

 
小学６年生 中学３年生 

国語 算数 国語 数学 

印南町 ３．３ ２．５ １．２ ３．２ 

全国 ４．３ ２．６ ４．４ １１．２ 

 

 

（４） 中学３年生の小学６年時との比較（全国平均との差） 

 国語 算数・数学 平均 

Ｈ３０（小６） －３．２ －４．０ －３．６ 

Ｒ３ （中３） －１．６ ＋３．８ ＋１．１ 

３年間の変動 ＋１．６ ＋７．８ ＋４．７ 

  ※平成３０年度の国語は国語Ａ・Ｂの平均、算数は算数Ａ・Ｂの平均 

 

 

（５）改善方策 

 [国語科] 

 （小学校） 

 ・資料及び文章を読み解く指導の工夫。 

 ・目的や意図に応じて資料を使って話す指導の工夫。 

 （中学校） 

・書いた文章を読み返し、語句や文の使い方、段落相互の関係に注意して書く指導の工夫。 

 ・場面の展開、登場人物の心情や行動に注意して読み、内容を理解する指導の工夫。 

  

[算数・数学科] 

 （小学校） 

 ・速さを求める除法の式と商の意味を理解する指導の工夫。 

 ・グラフで表された複数のデータを比較し、その特徴を記述する指導の工夫。 

（中学校） 

 ・数学的な結果を事象に即して解釈し、事柄の特徴を数学的に説明する指導の工夫。 

 ・図形の性質を見いだし、それを数学的に表現する指導の工夫。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 質問紙調査の結果        《 単位％     印南町   ■ 全国》 

（１）【学習に対する関心・意欲】 

①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

回答した割合は、中学校

の国語は全国平均より高

いが、それ以外は低い結

果となった。 

 

＜小学校国語＞          ＜中学校国語＞ 

  

＜小学校算数＞          ＜中学校数学＞ 

  

②授業の内容はよくわか

りますか 

 

「当てはまる」「どちらか

といえば当てはまる」と

回答した割合は、すべて

の教科において全国を上

回っている。 

また、中学校国語におい

てはＨ２９から増加傾向

にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学校国語＞          ＜中学校国語＞ 

  

＜小学校算数＞          ＜中学校数学＞ 

  



③国語の授業では目的に

応じて文章を読み、感想

や考えをもったり（内容

を解釈して）、自分の考え

を広げたり（深めたり）

している。 

※（ ）内は中学校 

 

「当てはまる」「どちらか

といえば当てはまる」と

回答した割合は、小学校

において全国を上回って

いる。また、小中を比較

すると印南町では小学校

が高くなっている。 

 

 

 

＜小学校国語＞        ＜中学校国語＞ 

  

④国語の授業では、目的

に応じて、自分の考えと

それを支える理由との関

係がわかるように書いた

り表現を工夫して書いた

りしていますか。 

 

「当てはまる」「どちらか

といえば当てはまる」と

回答した割合は、小中学

校において全国を上回っ

ている。 

 

 

＜小学校国語＞         ＜中学校国語＞ 

  

 

（２）【学習指導】 

①５年生までに受けた授

業では、課題の解決に向

けて、自分で考え、自分

から取り組んでいました

か。 

 

「当てはまる」「どちらか

といえば当てはまる」と

回答した割合は、小中学

校において全国を上回っ

ている。 

 

＜小学校＞           ＜中学校＞ 

  



②５年生までに受けた授

業で、自分の考えを発表

する機会では、自分の考

えがうまく伝わるよう、

資料や文章、話の組み立

てなどを工夫して発表し

ていましたか。 

 

「当てはまる」「どちらか

といえば当てはまる」と

回答した割合は、小中学

校において全国を上回っ

ている。 

また、Ｈ２９からの推移

では増加傾向にある。 

 

 

 

 

＜小学校＞           ＜中学校＞ 

  

③学級の友達との間で話

し合う活動を通じて、自

分の考えを深めたり、広

げたりすることができて

いますか。 

 

「当てはまる」「どちらか

といえば当てはまる」と

回答した割合は、小中学

校において全国を上回っ

ている。 

 

 

＜小学校＞           ＜中学校＞ 

  

 

（３）【学習習慣・読書習慣】 

①家で自分で計画を立て

て勉強をしていますか

（学校の授業の予習や復

習を含む） 

 

「当てはまる」「どちらか

といえば当てはまる」と回

答した割合は、中学校にお

いて全国を上回っている。 

 

 

 

＜小学校＞           ＜中学校＞ 
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②学校の授業時間外に、

普段（月曜日から金曜

日）、１日あたりどれくら

いの時間、読書をします

か。 

 

「全くしない」と回答した

割合は、中学校では全国よ

り低い。また、令和３年度

は小中ともに増加してい

る。 

 

＜小学校＞           ＜中学校＞ 

  

③あなたの家にはどれく

らいの本がありますか

（雑誌、新聞、教科書は

除く） 

 

「0～10 冊」と回答した割

合は、中学校では全国より

低い。 

 

＜小学校＞           ＜中学校＞ 

  

（４）【生活習慣・自己有用感】 

①毎日、同じくらいの時

刻に起きていますか。 

 

「している」「どちらか

といえばしている」と回

答した割合は、小・中学

校ともに高いポイントと

なっている。 

＜小学校＞           ＜中学校＞ 

  

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」

と回答した割合は小・中

学校ともに全国よりも高

い。 

＜小学校＞           ＜中学校＞ 
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③自分で決めたことは、

やり遂げるようにしてい

ますか。 

 

「当てはまる」「どちら

かといえば当てはまる」

と回答した割合は小・中

学校ともに全国よりも高

い。 

＜小学校＞           ＜中学校＞ 

  

④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」

と回答した割合は小・中

学校ともに全国よりも高

い。Ｈ２９からの推移で

は小学校が増加傾向にあ

る。 

＜小学校＞           ＜中学校＞ 

  

⑤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」

と回答した割合は、小学

校は全国よりも高いが中

学校においては全国より

も低くなっている。 

＜小学校＞           ＜中学校＞ 

  

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」

と回答した割合は小・中

学校ともに 100％となっ

ている。 

＜小学校＞           ＜中学校＞ 

  

 

 



（５）【地域とのつながり】 

①地域や社会をよくする

ために何をすべきか考え

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」

と回答した割合は小・中

学校ともに全国よりも高

い。 

＜小学校＞           ＜中学校＞ 

  

 


