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平成２５年度全国学⼒・学習状況調査結果の概要と今後の学⼒向上に向けた取り組み
本年４月に行われた全国学力・学習状況調査の結果が８月に公表されました。今回の調査は、４年ぶりの全
国悉皆調査として、国語、算数・数学の教科の学力と、生活習慣や学習状況などに関する調査が行われました。
県では、平成 24 年 3 月に「高知県教育振興基本計画重点プラン」を策定し、
「知」
「徳」
「体」それぞれの分
野で子どもたちの力を伸ばす取り組みを全力で進めています。特に、自ら学び考える力を育てる「知」
（学力向
上）の分野では、
「小学校は全国上位に」
「中学校は全国平均に」引き上げることを目標に取り組んだ結果、小・
中学生の学力の状況は着実に改善しています。
今回は、８月２７日に公表された全国学力・学習状況調査結果の概要と、今後のさらなる学力向上に向けた
取り組みについて紹介します。

《調査結果の概要》
1) 県内⼩・中学⽣の学⼒の状況
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すべての教科で、昨年度より向上しています。基
礎的な知識を問うＡ問題では、国語・算数とも全国
平均を上回り、活用する力を問うＢ問題では、国語
で全国平均を上回っています。
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前回の悉皆調査（H21）と比較すると、改善して
いますが、すべての教科で全国平均に達しておら
ず、伸び悩んでいる状況にあります。国語Ａ問題は
全国との差が縮まっています。

2) 県内小・中学生の一日あたりの学習時間の状況
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昨年度と比較すると、１時間以上家庭学習をする
子どもの割合が、小学生で 5.8 ポイント、中学生で
4.7 ポイント増加しています。一方で、全くしない
子どもの割合は小・中学校ともに減少し、家庭学習
の習慣が確実に身に付いてきています。
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3) 学校の放課後を利⽤した補充学習の実施状況（H25）
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放課後を利用した補充学習を週に１回以上実施
した学校の割合は、小学校で 82.8％、中学校で
69.9％であり、全国に比べて多くなっています。
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《今後の取り組み》
学校・家庭・行政、そして何より子どもたち自身の頑張りにより、子どもたちの学力は着実に改善していま
す。併せて「将来の夢や目標を持っている」
「学校のきまりを守っている」という回答の割合が年々増加するな
ど、将来を見通す力や規範意識といった心の土壌も着実に培われてきています。
県では、今後、さらに学力向上の取り組みの質を高めていくために、各学校が中期的な学校経営の視点に立
って「学校経営計画」を作成し、組織的に授業改善を進めることにより、子どもたちの思考力・判断力・表現
力等の育成を強化していきたいと考えています。

取り組み１ 【中学生の
中学生の数学思考力の
数学思考力の育成】
育成】
単元テストや学習シートをより効果的に活用し、基礎的・基本的な内容の一層の定着を図っていきま
す。また、課題の大きい数学における思考力・判断力・表現力を伸ばすために「数学思考力問題集」を作
成し、授業での活用を進めていきます。

取り組み２ 【ことばの力
ことばの力の育成】
育成】
学校図書館活動や授業で新聞を活用することなどを通して、学力向上の基幹となる「ことばの力」を
育成します。

取り組み３ 【課題に
課題に応じた指
じた指導の充実】
充実】
全国学力・学習状況調査と併せて、高知県学力定着状況調査（県独自の学力調査）等を活用し、子ど
もたちの学力状況をしっかりと把握し、課題に応じた指導を充実します。

取り組み４ 【キャリア教育
キャリア教育の
教育の推進】
推進】
子どもたちの目的意識や学ぶ意欲を育むキャリア教育をさらに推進します。

子どもたちの学力向上を目指して、組織全体で課題や目標を共有し、やるべきことを継続してやり続ける「凡
事徹底」の姿勢で日々の教育活動に取り組んでいきましょう。
小中学校課 学校教育第二担当 088-821-4908

「安全に使おう！ケータイ・スマホ」
（保護者用啓発リーフレット）の活用について
県教育委員会では、小・中・高校生の保護者を対象とした「安全に使おう！
ケータイ・スマホ」
（保護者用啓発リーフレット）を今年 7 月に作成しまし
た。
携帯電話やスマートフォンは、大人はもとより子どもたちにとっても、イ
ンターネットを通じた情報検索や、どこからでも簡単に連絡が取れる機能を
持つ大変便利なツールです。一方、使い方を間違えると、知らない間に有害
情報に触れたり、犯罪に巻き込まれたりする危険性も併せ持っています。
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現在、コミュニティサイト（友だちをつくる交流サイト）やインターネット上のトラブルは、性犯罪、交友関
係でのケンカ・中傷・いじめ、ワンクリック詐欺や架空・不正請求、チェーンメール、個人情報の流出など、多
岐にわたって発生しています。また、携帯電話（スマートフォンを含む）依存も深刻な問題であり、平成 25 年
8 月に厚生労働省が公表した調査結果によると、
「病的な使用」と判定され、睡眠障害や精神面への悪影響が懸
念される中高生が全国で約５１万人いると推計されています。

《高知県の子どもたちのケータイ、スマホの利⽤実態》
平成２４年度に県教育委員会
が実施した「子どもたちの携帯電
話・スマートフォン等の利用実態
調査」の結果によると、子どもた
ちの携帯電話やスマートフォン
の所持率は、学年が上がるにつれ
て高くなっています。
また、有害サイトへのアクセス
を制限するフィルタリングにつ
いては、小・中学生で約３割、高
校生で６割弱が設定していない
状況です。

《今後の取り組み》
子どもたちをインターネット上のトラブルから守るためには、子どもたちはもちろん保護者に対しても携帯
電話やスマートフォンの安全な使い方を周知するとともに、フィルタリングを設定することや、家庭でのルー
ルづくりについて啓発していくことが重要です。
今回紹介したリーフレットは、ホームページからダウンロードができますので、保護者、児童生徒への啓発
に活用していただきますようよろしくお願いします。今後、県教育委員会では、保護者用啓発リーフレットに
引き続き、児童生徒用リーフレット（小学生用・中学生用・高校生用の３種類）を作成し、平成 26 年２月に
各学校へ配付する予定です。また、各学校が開催する携帯電話、インターネット等の学習会や研修会に対して
も、資料提供や講師派遣等の支援をさせていただきたいと考えていますので、ぜひ人権教育課（088―
821-4932）までご連絡ください。

人権教育課 人権教育担当 088-821-4932
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11 月 1 日は高知県教育の日「志・とさ学びの日」です
一人ひとりが学ぶ目的や喜びを自覚し、生涯にわたって学び続ける風土をつくりあげていくため、平成 23
年以降、毎年 11 月 1 日を高知県教育の日「志・とさ学びの日」とする教育宣言が行われました。県や市町村、
学校などにおいては、県民の皆様それぞれの立場であらためて本県の教育を考えていただけるよう、この日を
中心として、関連行事の開催や教育データの公表などを行っています。
その中の１つとして、今年は、アテネオリンピックシンクロ銀メダリストの武田美保さんによる講演会を開
催します。家族や周りの人との絆、コミュニケーションの大切さ、子どものやる気の引き出し方などの内容で
ご講演をいただく予定ですので、ぜひお誘い合わせのうえご来場ください！

演題：
「夢を追いかけて～家族の支え・家族の大切さ～」
日時：平成２５年１１月２４日（日）13：30～15：30
会場：県立高知追手前高等学校 芸術ホール
※入場無料、事前申し込みは不要です。
お問い合せ：教育政策課（TEL088-823-4568）
【武田 美保さん】

詳しくは、HP をご覧ください。⇒ 高知県教育の日「志・とさ学びの日」ホームページ
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310101/manabinohi
教育政策課 市町村・学校組織支援担当 088-821-4568

（10 月、11 月の主なもの）

5 日 2013 村勢フォーラム（高知県教育の日「志・とさ学びの日」連携行事）
（大川村 山村開発センター 13:00～）

03 日 第３回科学の甲子園 高知県大会
（いの町 青少年体育館 9:00～）

12 日 科学の甲子園ジュニア
（高知市 教育センター本館 9:20～）

05 日 平成 26 年度高知県公立高等学校入学者選抜に関する説明会
（安芸市 東部森林組合安芸支所 15:00～）

18 日 市町村教育委員会委員長・教育長合同研修会
（高知市 高知会館 13:30～）

06 日 平成 26 年度高知県公立高等学校入学者選抜に関する説明会
（四万十市 西部教育事務所 10:00～）

19 日 第 2 回高知県高等学校 PTA 連合会研修会
（高知市 高知会館 13:30～）

07 日 平成 26 年度高知県公立高等学校入学者選抜に関する説明会
（高知市 高知市役所たかじょう庁舎 15:00～）

22 日 定例教育委員会
（高知市 県庁西庁舎教育委員室 13:30～）

09 日 わくドキショートコメントコンテスト、算数・数学思考オリンピック表彰式
（高知市 高新文化ホール 午後）

28 日 平成２６年度高知県公立高等学校入学者選抜に関する周知説明会
（高知市 教育センター本館 14:00～）

17 日 第 42 回四国ブロック PTA 研究大会高知大会
（高知市 ぢばさんセンター 10:30～）

31 日 平成２５年度高知県ユニセフ・キャラバン・キャンペーン ユニセフ研修会
（高知市 教育センター分館 13:30～）

21 日 平成 25 年度教職員等表彰 表彰式
（高知市 高知会館 15:30～）

10 日 第 4 回高知県社会教育委員会
（高知市 県庁西庁舎教育委員室 13:00～）

24 日 高知県教育の日「志・とさ学びの日」講演会
（高知市 県立追手前高校芸術ホール 13:30～）

16 日 平成２５年度四国４県教育委員意見交換会及び教育長会
並びに教育委員総会教育長会合同総会
（高知市 高知会館 13:30～）

26 日 定例教育委員会
（高知市 県庁西庁舎教育委員室 13:30～）
＜注＞現時点での予定です。日程の都合により変更される場合があります。

編集後記

＜発⾏者＞

「夢のかけ橋」第３０号をお届けします。

高知県教育委員会事務局

厳しい暑さが和らぎ、秋の到来を感じます。秋といえば、読書、スポーツ、行
楽など、楽しみの多い季節でもありますね。皆さまいかがお過ごしでしょうか？

(TEL)088-821-4731

本広報紙への感想やご要望がございましたら、発行者までお寄せください。

(FAX)088-821-4558

教育委員会ホームページ：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/
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教育政策課

(E-mail)310101@ken.pref.kochi.lg.jp

