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園田北小だより 
～温かい心 強いからだ すぐれた知恵～ 

 

全国学力･学習状況調査結果より 
校長   平野 真紀  

体育大会前日の今日，子どもたちも職員もリハーサルと準備に余念がありません。２学期のス

タートとともに取り組んできた練習の成果が全部出せること，そして全ての子どもたちにとって

楽しい思い出となることを祈るばかりです。 

先日，今年度の全国学力･学習状況調査の結果報告書が文科省から届きました。質問紙（アン

ケート）と学力とのクロス

分析で特に興味深い項目，

中でもご家庭にも是非知っ

ていただきたいものをいく

つか紹介します。 

まずは朝食につ

いてです。国語も

算数も平均正答率

にこれ程の差が出

ています。朝脳みそに栄養を与えていないと午前中の学習効率が上がらないとい

うことでしょうか。 

もうひとつは家で学校のことを話すかどうかです。国語だけでなく算数でもこ

んなに差があるということは，「話す」という言語活動だけの問題ではなさそう

です。私の考えですが，子どもの話に興味を持って耳を傾けてくれる人がいるか否か，そしてそ

の話に共感してもらったり褒めてもらったりアドバイスをもらったりしているか否か，という経

験の差が自己肯定感（自分は価値のある人間だと感じること）の差につながるのではないでしょ

うか。そのことを裏付ける項目があります。 

自己肯定感を引き出し伸

ばしていく指導は近年の学

校教育では重要な柱のひと

つです。やればできること

を実感させ，自らを価値の

ある人間だと感じさせることがひとりひとりの能力を最大限引き伸ばす最良の方法です。 

もうひとつ，私が最も関心を持ったのが下の項目です。これは自己有用感（自分は人の役に立

っていると感じること）獲

得への欲求の差が学力の差

として表れていることを示

しています。そして驚くべ

きことに，その差は自己肯

定感の項目での差よりも大きいのです。以前何かの調査で，大人が人から言われて嬉しい言葉の

第１位は男女とも「ありがとう」だと読みました。「よくやったね」（男性４位･女性２位）や
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朝食を毎日食べていますか 
平均正答率(％) 

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 
食べている 76.1 59.0 80.1 47.5 
どちらかといえば食べている 69.5 50.9 72.2 39.2 
あまり食べていない 64.8 45.4 66.5 34.3 
全く食べていない 61.0 41.0 61.7 30.4 
     

家の人(兄弟姉妹除く)と学校で
の出来事について話しますか 

平均正答率(％) 
国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 

話す 77.8 61.2 81.1 48.6 
どちらかといえば話す 74.9 57.6 79.1 46.4 
あまり話さない 70.6 52.1 75.2 42.3 
全く話さない 62.7 41.9 66.6 33.7 

自分にはよいところがあると思
いますか 

平均正答率(％) 
国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 

思う 76.5 59.4 80.7 48.2 
どちらかといえば思う 75.6 58.6 79.4 46.7 
あまり思わない 72.3 54.4 75.7 42.9 
全く思わない 68.9 50.0 71.8 39.1 

 

人の役に立つ人間になりたいと
思いますか 

平均正答率(％) 
国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 

思う 76.6 59.6 80.3 47.8 
どちらかといえば思う 73.1 55.5 77.3 44.4 
あまり思わない 68.1 49.3 71.9 39.1 
全く思わない 63.5 43.1 66.6 34.2 

 

ありがとねー 
「あなたにしかできない」（男女とも３位）という自己肯定感をくすぐる言葉より

も，「ありがとう」と感謝され自己有用感をかみしめるほうがより嬉しいというわ

けです。子どもの場合でも同じなんですね。人の役に立ちたいという思いが自分を

伸ばすエネルギーになり，それが学力アップにつながっているということでしょ

う。私たち大人は子どもの思いを理解し，「ありがとう」の言葉掛けで自己有用感

と自己肯定感をしっかり伸ばしてあげたいものです。 

 

１０月行事予定表】 

日 曜 行   事 

１ 日  

２ 月 9/30 の振替休業日 

３ 火 給食なし（弁当持参）          定時退勤日 

４ 水 （体育大会予備日） 

５ 木 カンタベリー大学留学生との交流会  Ｎｏ会議デー 

６ 金 
視力検査（１年） 
３年社会見学（コープ） 

７ 土  

８ 日  

９ 月 体育の日 

10 火 
朝会 
視力検査（２年） 
委員会活動                   定時退勤日 

11 水 
防災訓練 
就学時健康診断（新１年） 

12 木 視力検査（３年）            Ｎｏ会議デー 

13 金 
視力検査（４年） 
給食展（～10/14 ベイコム総合体育館） 

14 土  

15 日  
 
★１１月の行事予定★ 

   １日（水）個人懇談会                   ２２日（水）図工展（児童鑑賞日）                           
読書週間（～１０日）           ２３日（木）図工展（保護者鑑賞日）                      

    ２日（木）個人懇談会                     ２４日（金）代休日      
   ７日（火）創立記念日（授業日）           ３０日（木）こころの教育講演会 

９日（木）尼崎市音楽会（４年生出演）        （２校時…低学年、３校時…高学年）                                                                                       
※内容は情報モラルについてです。          

      保護者様も聴講して頂けます。 

【個人懇談会のお知らせ】  

 個人懇談を次の日程で行いますのでご予定ください。前もって担任に聞きたいこと、相談した

いこと等をまとめていただいて有意義な時間になるようご協力ください。懇談時間については、

後日担任からお知らせします。 
 

日 曜 行   事 

16 月 
視力検査（５年） 
クラブ活動                   定時退勤日 

17 火 
朝会体育 
視力検査（６年･いずみ） 

18 水 
市連合体育大会（６年） 
２年ＰＴＡ学年行事 

19 木                             Ｎｏ会議デー 

20 金  
21 土  
22 日  

23 月                              定時退勤日 

24 火 
児童集会 
なかよし運動会（いずみ） 

25 水 ４年社会見学（防災センター） 

26 木                             Ｎｏ会議デー 

27 金 個人懇談（～11/2  ただし11/31は除く） 
28 土  
29 日  

30 月 
読書週間（～11/10） 
個人懇談                     定時退勤日 

31 火 朝会 

 

日時：１０月２７日（金）・３０日（月） 

１１月  １日（水）・  ２日（木） 
 

 いずれの日も午後 2 時 45 分から午後 4 時 30 分までです。 
お一人 10 分程度を考えています。 


