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報告事項ア

全国学力・学習状況調査の結果について

全国学力・学習状況調査の結果について、別紙のとおり報告します。

平成１９年１１月８日

鳥取県教育委員会教育長 中 永 廣 樹



平成１９年１１月８日

小 中 学 校 課

平成１９年度全国学力・学習状況調査結果 鳥取県の概要について

※４月２４日に実施した調査の結果を集計＜実施状況＞

【小学校６年生】参加校148校（小学校146校…含む分校１、特別支援学校２校）

国語Ａ… 人 国語Ｂ… 人 算数Ａ… 人 算数Ｂ… 人5,294 5,293 5,294 5,293
質問紙… 人5,292

【中学校３年生】参加校５６校（中学校５２校…含む分校、特別支援学校４校）

国語Ａ… 人 国語Ｂ… 人 数学Ａ… 人 数学Ｂ… 人4,395 4,393 4,390 4,392
質問紙… 人（質問紙のみ２５日実施した学校１校分も集計に含まれている）4,489

※４月２５日以降に実施した児童生徒数 （※集計には入っていない）

小学校３校 人 中学校９校 人74 1,150

＜教科の概要＞

［小学校資料P1～4、P54］【小学校６年生】

○国語、算数の調査結果（平均正答率）は、ともに全国平均をやや上回っていた。

％ ％ ％ ％鳥取県 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ84.4 64.0 84.2 65.0
％ ％ ％ ％全 国 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ81.7 62.0 82.1 63.6

（主として知識）…１８問［小学校資料 ］○国語Ａ P5
・平均正答率は、全国に比べて ポイント高い （鳥取県… 、全国… ）2.7 84.4% 81.7%。

・どの領域についても平均正答率は全国平均を上回っているが、特に「話すこと・聞

くこと」は、 ポイント高い （領域は「話すこと・聞くこと 「書くこと 「読5.3 。 」 」

むこと 「言語事項 ）」 」

・ 漢和辞典の使い方」に関する問題が、唯一全国平均を下回った。「

（主として活用）…１０問［小学校資料 ］○国語Ｂ P6
・平均正答率は、全国に比べて２ポイント高い （鳥取県… ％、全国… ％）。 64.0 62.0
・どの領域についても平均正答率は全国平均を上回っている。

・ 理由を書く」問題では全国平均正答率よりも ポイント低い。「 1.6
［小学校資料P38］○国語関係の質問紙

国語の授業で、絵や写真、図や表、グラフなどを使って、文章を読んだり、書い・「

たりする」では、肯定的回答の割合が3.7ポイント低い。

（主として知識）…１９問［小学校資料 ］○算数Ａ P7
、 。（ 、 ）・平均正答率は 全国に比べて ポイント高い 鳥取県… ％ 全国… ％2.1 84.2 82.1

・どの領域についても平均正答率は全国平均を上回っている。特に数量関係は ポ5.2
イント高い （領域は「数と計算 「量と測定 「図形 「数量関係」の４領域）。 」 」 」

・問題別に見ると、平均正答率が全国平均より低い問題は２問。

（主として活用）…１４問［小学校資料 ］○算数Ｂ P8
、 。（ 、 ）・平均正答率は 全国に比べて ポイント高い 鳥取県… ％ 全国… ％1.4 65.0 63.6

・どの領域についても平均正答率は全国平均を上回っている。

・問題別に見ると、平均正答率が全国平均より低い問題は３問。

○算数関係の質問紙［ ］小学校資料 ・P40 41
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・全国に比べて特に際だった特徴は見られないが 「算数の授業で学習したことを普、

段の生活の中で活用できないか考える」という児童の肯定的回答の割合が、３ポイ

ント低い。

［中学校資料P1～P4、P59］【中学校３年生】

○国語の調査結果（平均正答率）は、ほぼ全国平均と同じで、数学はやや上回ってい

た。

％ ％ ％ ％鳥取県 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ81.9 72.0 73.3 61.2
％ ％ ％ ％全 国 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ81.6 72.0 71.9 60.6

（主として知識）…３７問［中学校資料 ・ ］○国語Ａ P5 6
、 。（ 、 ）・平均正答率は 全国に比べて ポイント高い 鳥取県… ％ 全国… ％0.3 81.9 81.6

・領域別では 「書くこと」が全国平均よりも ポイント低い。、 0.2
・問題別では、全国平均よりも低い問題が１３問。

（主として活用）…１０問［中学校資料 ］○国語Ｂ P7
・平均正答率は全国と同じであった （鳥取県… ％、全国… ％）。 72.0 72.0
・領域別では 「書くこと」が ポイント 「言語事項」が ポイント全国平均よ、 、0.1 2.5

りも低い。

・問題別では、全国平均よりも低い問題が５問。

［中学校資料P41～P43］○国語関係の質問紙

・ 話しあったりして意見を交換する場面が多い」は ポイント高いが、逆に「自「 5.6
分の思いや考えを書くことが多い」は ポイント低い。2.8

・ 読書が好きだ」と感じている生徒が全国平均よりも４ポイント高い。「

・問題に登場した「 蜘蛛の糸』を今までに読んだり聞いたりしたことがあるか」『

では、全国平均を ポイント下回った。10.3

（主として知識）…３６問［中学校資料 ・ ］○数学Ａ P8 9
、 。（ 、 ）・平均正答率は 全国に比べて ポイント高い 鳥取県… ％ 全国… ％1.4 73.3 71.9

・どの領域についても平均正答率は全国平均を上回っている。

・問題別に見ると、平均正答率が全国平均より低い問題は計７問（数と式２問、図

形２問、数量関係３問 。）

（活用）…１７問［中学校資料 ］○数学Ｂ P10
、 。（ 、 ）・平均正答率は 全国に比べて ポイント高い 鳥取県… ％ 全国… ％0.6 61.2 60.6

・どの領域についても平均正答率は全国平均を上回っている。特に図形は ポイ3.7
ント高い。

・問題別に見ると、平均正答率が全国平均より低い問題は計３問。

○数学関係の質問紙［ ］中学校資料 ・P43 44
・ 数学の勉強は大切だと思う」は ポイント高く 「数学ができるようになりた「 、2.3

い」と思っている生徒の割合も ポイント高いが 「数学が好き」は ポイン0.6 5.3、

ト 「数学の授業がよく分かる」は ポイントそれぞれ全国平均より低い。、 4.7
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（数字は質問番号）＜質問紙調査の概要＞

15○「地域の行事や清掃活動への参加」の肯定的な回答は、小学校では全国に比べて

ポイント程度、中学校で５～６ポイント程度高かった （小 ・ 、中 ・ ）。 43 57 45 59
○中学校では「家の人と普段朝食を食べますか」が ポイント 「家の人と普段夕食7.4 、

を食べますか」 ポイント高かった。(中 ・ )5.3 26 27
○「家で食事をするときは、テレビを見ないようにしている」の肯定的な回答は、小学

校で９ポイント、中学校で ポイント高かった （小 、中 ）7.3 30 31。

○「読書時間について」は 「１０分以上」は全国に比べて５～６ポイント高く、朝の、

読書活動の効果が感じられるが、それ以上になるとほぼ全国平均 （小 、中 ）。 23 23
7.6○「平日、学校以外でどれくらい勉強しているか」で 「２時間以上」が小学校が-、

ポイント、中学校が ポイントと全国平均に比べて低い。また、中学校では「家で-9.3
学校の授業の予習・復習をしているか」も- ポイント程度と低い。8

（小 、中 ・ ・ ）21 21 35 36
-3.2 -11.1○「総合的な学習の時間の勉強は好きか」では、小学校が ポイント、中学校が

ポイントと低く、中学校では「総合的な学習の授業では新しいことを発見できるか」

という問いに関しても ポイントと低かった （小 、中 ・ ）-6.6 67 66 67。

-10.5○「携帯電話で通話やメールをしているか」では 「時々、ほぼ毎日」が小学校で、

ポイント、中学校で ポイントと大きく全国の平均を下回った （小 、中 ）-23.2 19 19。

＜今後の予定＞

○市町村・学校に係わる調査結果を公表することはないが、たとえば東部・中部・西部

の地区ごとや市部・郡部などに加工した上で、積極的に公表するよう現在作業中。

○１１月１日（木）に第 回検証改善委員会を開催し、資料の確認や取組方針等を確認1
した。同委員会では今後 回の委員会をもち、提供されたデータを分析し、学校改善4
支援プラン等を取りまとめ、市町村や学校に提供する予定。

（ ） 。○１１月２０日 火 に開催する第３回学力向上委員会の検討資料として活用する予定
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平成１９年度全国学力・学習状況調査

【小学校】質問紙調査結果から
　

県 全国

13 83.1 74.5 8.6

18 40.5 46.1 -5.6

19 11.8 22.3 -10.5

20 44.1 36 8.1

21 17.9 25.5 -7.6

22 5.2 11.2 -6

23 69.1 63.9 5.2

24 34.3 44.7 -10.4

30 31 22 9

43 77.7 62 15.7

57 68.3 54.1 14.2

平成１９年度全国学力・学習状況調査

【中学校】質問紙調査結果から

県 全国

13 19.7 31.7 -12

15 75 69.8 5.2

16 29.2 23.4 5.8

17 33.6 38.8 -5.2

※全国との差が±５％以上の項目を抜粋

今住んでいる地域の行事に参加していますか

清掃活動（草取り、ごみ拾いなど）へ参加したことがありますか

質問事項

家で食事をするときは、テレビを見ないようにしていますか

※全国との差が±５％以上の項目を抜粋

土曜日や日曜日など学校が休みの日に、１日当たりどれくらいの
時間、勉強をしますか（３時間以上勉強している）

家や図書館で、普段（月～金曜日）、１日にどれくらいの時間、読
書をしますか（１０分以上読書している）

学習塾（家庭教師を含む）で勉強していますか

差(%)

携帯電話で通話やメールをしていますか

体育の授業以外に、普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの
時間、運動・スポーツをしますか（２時間以上運動をしている）

学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）、１日当たりどれくら
いの時間、勉強をしますか（２時間以上勉強している）

肯定的な回答（％）
質問
番号

　　　　　　　　　　　　　質　問　事　項

普段、１日当たりどれくらいの時間、テレビやビデオ・ＤＶＤを見た
り、聞いたりしますか（２時間より少ない）

差(%)

普段何時ごろに起きますか（６時３０分まで）

普段何時ごろに寝ますか（午前０時より前）

普段、１日にどれくらいの時間、睡眠をとることが最も多いですか
（８時間以上）

質問
番号 肯定的な回答（%）

普段（月～金曜日）、何時ごろに起きますか（朝７時までに起きる）

普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、テレビゲーム
やインターネットをしますか（１時間以上している）
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19 31.8 55 -23.2

21 26.1 35.4 -9.3

23 57 50.7 6.3

25 77.1 66.8 10.3

26 48 40.6 7.4

27 85.6 80.3 5.3

31 25.5 18.2 7.3

35 22 29.5 -7.5

36 30.8 39.2 -8.4

45 44.3 37.5 6.8

59 54.9 49.8 5.1

66 48.8 59.9 -11.1

67 42.5 49.1 -6.6

78 45.1 39.5 5.6

80 57.9 68.2 -10.3

81 45.7 51 -5.3

93 67.7 52.3 15.4
証明の学習は、普段の生活で自ら納得したり、人に説明したりす
ることに役に立つと思いますか

国語の授業では、友達と話し合ったりして意見を交換する場面が
多いですか

「蜘蛛の糸」を今までに読んだり聞いたりしたことがありますか

数学の勉強は好きですか

清掃活動（草取り、ゴミ拾いなど）へ参加したことがありますか

「総合的な学習の時間」の勉強は好きですか

「総合的な学習の時間」の授業では、新しいことを発見できると思いますか

今住んでいる地域の行事に参加していますか

家で学校の授業の予習をしていますか

家で学校の授業の復習をしていますか

家の人と普段、朝食を一緒に食べていますか

家の人と普段、夕食を一緒に食べていますか

家で食事をするときは、テレビを見ないようにしていますか

家や図書館で、普段、１日にどれくらいの時間、読書をしますか。（１０分以上）

学校の部活動に参加していますか（運動部だけに参加している）

携帯電話で通話やメールをしていますか（時々、ほぼ毎日）

学校の授業時間以外に、普段、１日どれくらいの時間、勉強しま
すか（２時間以上）
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