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和歌山県（公立）と全国（公立）の平均正答率 
 小国Ａ 小国Ｂ 小算Ａ 小算Ｂ 合計 中国Ａ 中国Ｂ 中数Ａ 中数Ｂ 合計 

県 75 57 79 46 257 77 70 65 48 260 

全国 75 58 79 46 258 77 72 65 48 262 

差  0 -1  0  0  -1  0 -2  0  0  -2 

※平成 28 年度からは、学力面において、細かい桁における微小な差異は、実質的な違いを示すものではないため、平均正答率については整数値で示している。  

和歌山県（公立）平均正答率と全国（公立）平均正答率との差の推移 

 小国Ａ 小国Ｂ 小算Ａ 小算Ｂ 中国Ａ 中国Ｂ 中数Ａ 中数Ｂ 

H26 -4 -3 -1 -2 -2 -3 -1 -3 

H27  0  0  1  0 -3 -3  0 -2 

H28 -3 -2 -1 -1 -2 -4  0 -1 

H29  0 -1  0  0  0 -2  0  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度 全国学力・学習状況調査 本県の結果の特徴 

単位：％ 

8月 28日に平成 29年度全国学力・

学習状況調査の結果が発表されまし

た。本県の結果の特徴についてお伝え

します。 

平均正答率については、全ての教科

で全国平均との差が大きく改善しま

した。各学校の先生方の日頃の取組の

成果が現れてきたものと捉えていま

す。しかし、この結果に甘んじること

なく、今後も学校、市町村教育委員会、

県教育委員会が一体となって、授業改

善、学力向上に取り組んでいきたいと

考えています。 

全国平均を下回った小学校国語Ｂ

については、「目的や意図に応じ、必

要な内容を整理して書くこと（２

三）」「自分の考えを広げたり深めた

持って意欲的に取り組める授業」を実

践していただきたいと考えています。 

一方で、新学習指導要領でも重視さ

れている「主体的・対話的で深い学び」

に関連する質問項目については課題が

みられました。「自分たちで課題を立

て、自ら考える授業」や「話し合う活動

を取り入れた授業」など、一層の授業改

善が必要であると考えています。 

また、家庭学習の定着を図っていく

ことも重要です。各学校での「家庭学習

の手引き」の作成率は 90%を超えてい

ます。この手引きを有効活用すること

で、家庭との連携を深め、家庭学習の取

組を推進するとともに、家庭で予習、復

習ができるよう、指導を行ってくださ

い。 

りするための発言の意図を捉えるこ

と（３二）」を問う設問について課題

が見られました。また、中学校国語Ｂ

では、「表現の仕方について捉え、自

分の考えを書くこと（１三）」を問う

設問について課題が見られました。Ｂ

問題は、目的や意図に応じて必要な情

報を自ら取り出し、課題を解決する力

を問う設問となっており、自分の持っ

ている知識・技能を活用して解くこと

が求められます。こうした活用の力が

未だ十分身についていないことがわ

かります。 

児童生徒質問紙では、「和歌山の

授業づくり基礎・基本３か条」に関連

する質問項目について大きく改善し

ました。引き続き、「子供が見通しを
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03「わかったつもり」 

『徒然草』の第 52 段に「仁和寺に

ある法師」という話があります。高校

の教科書によく載っている話ですが、

口語訳してみます。 

 

【本文・裏面に続く】 

【口語訳】 

仁和寺にいた法師が、年をとるまで石清水八幡宮に参拝したことがなかったので、

情けなく思い、ある時思い立って、たった一人、徒歩で参拝した。極楽寺、高良神社

などを拝んで、石清水八幡宮がこれだけだと思って帰ってしまった。そして同僚のものに

向かって言った。 

「長年思っていたことを成し遂げました。聞いていたよりもとても尊くていらっしゃいまし

た。それにしてもお参りに来た人々が皆、山へ登っていったのは、何事があったんでしょう

か。 行ってみたかったけれど、神様に参拝することが本来の目的であるのだと思って、

山までは見物しませんでした。」と言ったそうだ。 

ちょっとした事にも、案内者はいたほうがいい。 

教科に関する調査の結果 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【表面から続き】 

この話の面白さは、石清水八幡宮が

山の上にあることを知らず、それを自

分の信仰の深さとして吹聴して回る

という滑稽さにあります。 

しかしながら、私たち現代人も同じ

ような失敗をしていないでしょうか。 

西林克彦先生の本に『わかったつも

り』という本があります。先生はこの

本の中で、読者に小学校 2 年生の教材

を、最初に一度読ませます。そこで読

み終えた状態を覚えさせます。小学校

2 年生の教材ですから難しくはあり

ません。次に、ある方法（といっても

簡単な方法ですが）を用いて、もう一

度読ませます。実際の授業ではグルー

プ討議を行うそうです。そうすると、

一度読んだときに気づかなかったこ

とが見えてきます。2 回読んだこと

で、より深く教材をとらえることがで

きるのです。 

では、なぜ、1 回目に深く読もうと

子供たちはこう考えるだろうという目

途が立ちます。これも大事なことです

が、これでいいやと思ってしまうとそ

れ以上の進展は望めません。「わかった

つもり」になってしまうのです。 

こういう状態に陥らないようにする

ためには、やはり、日々学び続けるしか

ありません。 

何事に対しても、本当にそうなのか、

本当にそれでいいのかと自分自身に問

い続けることが必要なのではないでし

ょうか。 

といっても、何も難しく考える必要

はありません。前々回の「味の素」のエ

ピソードのように、こういう気持ちを

持っていれば、日常生活の何気ない出

来事の中から気づくこともたくさんあ

ります。気持ちの持ち方次第だと思い

ますので、頑張りましょう。（自戒を込

めて） 

思わなかったのでしょう。このことを

西林先生は「わかったつもり」と説明

しています。 

つまり、人間は知らないことや分か

らないことについては貪欲に知りた

い、わかりたいと考えますが、一度「わ

かった」と思ってしまうと、それ以上

は考えなくなるのです。仁和寺にある

法師は、石清水八幡宮に参詣したいと

いう一途な思いで出かけます。しかも

当時の交通事情の悪さや道中の危険

をかえりみず、一人で参詣します。し

かし、石清水八幡宮を参詣したつもり

（わかったつもり）になってしまい、

失敗してしまうのです。 

文書をよりよく読もうとする際に、

読み手にとって最大の障害になるの

が、この自分自身の「わかった」とい

う状態です。これは文章を読むことだ

けに限ったことではありません。 

学校で、長年教えていると、この教

材のポイントはここで、こう教えたら

９月から県内各地方で、初任者研修

授業研修が始まりました。来年１月ま

でに小学校 63 校、中学校 36 校、高

等学校６校、特別支援学校４校の計

109 校で行われます。 

 授業研修は、児童生徒理解に基づい

た授業の在り方、教材研究及び指導技

術等について理解を深め、授業におけ

る実践的指導力の向上を図ることを

目的としています。 

 初任者研修では、授業力向上を図る

ため、学習指導案の検討や模擬授業演

習などを継続的に行っているところ

です。特に 授業づくりについては

校種の枠を超えた共通の視点として、

「和歌山の授業づくり 基礎・基本３

か条」「和歌山の教育 基礎・基本」

をもとに、以下の目標に留意して取り

組んできました。 

授業研修における授業参観や研究

協議を通して、初任者自身が自らの授

業を振り返り、これからの授業改善に

生かしていくことを目指しています。 

 

また、和歌山県教育委員会が現在策

定を進めている「校長及び教員として

の資質の向上に関する指標」には、採

用１年目から３年目までの教員の基

礎キャリアを「基礎形成期」と位置付

け、その時期に身に付けておきたい授

業実践力として、右の３項目を挙げて

います。 

 若手教員のみなさんは、未来の和歌

山県の教育を支える柱となる存在で

す。よりよい授業づくりのため、日々

学び続け、実践的指導力の向上を期待

しています。 

初任者研修授業研修が県内 109 校で実施されます！ 

 

□本時の目標（ねらい）が明確になっているか。                      

□目標（ねらい）を達成するための展開になっているか。                        

□目標（ねらい）が達成できたかを見取る場面はあるか。                

□目標（ねらい）を達成させるための具体的な手立てはあるか。 

管理職の先生方、指導教員等の先生方へ                   

 初任教員へのご指導･ご助言と励ましの

言葉をよろしくお願いします。 

模擬授業演習の様子 

指標（一部抜粋） 

①授業構想能力 

 本時のねらいを意識しためあての設

定やまとめを考え、本時の学習計画

を立てようとするとともに、先輩教

員の助言を得ながら単元計画や評価

計画を立てることができる。 

②指導技術                                                    

子供の発言や机間指導により、子供

の反応や理解を確かめながら授業を

行うとともに、子供の理解度を、設

定した場面・評価規準により評価す

ることができる。 

③省察                                               

日々の保育・授業実践を振り返り、

自身の課題を把握・分析し、改善す

ることができる。 

（平成 28年度モデル事業策定） 

学び続けるということ 


