
令和４年度全国学力・学習状況調査の結果が発表されました
児童生徒の学力や学習状況を把握し学習状況の改善等に役立てるため、文部科学省が令和４年４月に

小・中学校で行った「全国学力・学習状況調査」の結果が発表されました。教育委員会と学校では、今後、
結果を検証して児童生徒一人一人に応じた指導や授業改善を図っていきます。

対　　象 全国の小学校６年生と中学校３年生、学校長
調査内容 児童生徒…教科（国語、算数・数学、理科）、
 　　　　　学習意欲や学習方法・生活面
 学 校 長…学校の取り組み

●教科の正答率
小学校は全ての教科で全国平均を上回り、中学校は数学、理科で全国平均を上回りました。
各教科の平均正答率

教 　科 令和４年度 参考
令和３年度

本市 全国 比較 全国比較

小学校
６年生

国語 67 65.6 ＋1.4 ＋0.3
算数 64 63.2 ＋0.8 ＋0.8
理科 65 63.3 ＋1.7 ※－2.3

中学校
３年生

国語 68 69.0 －1.0 ＋0.4
数学 54 51.4 ＋2.6 ＋1.8
理科 50 49.3 ＋0.7 ※＋1.9

※理科は３年に一度実施（令和２年度は実施なし）のため、平成30年度の数値

●学習意欲や学習方法・生活面
「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
る。」の設問で「当てはまる」「どちらかといえば当
てはまる」と回答した割合が前年度よりも増加し
ています。

●学校の取り組み
「昨年度に、教員が大型提示装置等（プロジェク

ター、電子黒板等）の ICT 機器を活用した授業を
１クラス当たりどの程度行いましたか。」の設問に

「ほぼ毎日」と回答した割合が、前年度よりも増加
しています。

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響で実施していません

調査結果
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調査結果の
速報はこちら
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英語サマースクールでALTと交流しました
ALT の増員を活かした取り組みを進めています。８月には、子

供たちが ALT との交流を通じ、英語でのコミュニケーションの
楽しさや多様な文化を体験する「英語サマースクール」を３年ぶり
に開催。市立中学校の生徒約300名と ALT135名 (12カ国 ) が参
加しました。

小学校の全ての外国語授業をALTと一緒に行います
令和２年度から小学校で英語が教科化され、ALT（外国語指導助手）を増員し、配置を進めてきました。

令和4年度２学期から、市の小・中学校、高等学校等に12カ国208名の ALT を配置し、小学校の全ての外
国語授業をALTと担任等との協同授業とします。全授業を協同授業とする取り組みは政令指定都市初です。
ALT は、学校の教職員の一員として共に活動していきます。

ALT との協同授業の頻度
対象 令和４年度２学期～

小学校３・４年生 全授業（週１回程度）

小学校５・６年生 全授業（週２回程度）

中学校 週１回程度
※４年度１学期以前から変更なし

・授業等で、ネイティブスピーカーであるALTと、自分の考えや意見を英語で伝えるなどのコミュ
ニケーションを図ることで実践的な英語力を育成する。

・授業以外でも、ALT と日常的にコミュニケーションをとり子供たちが英語を身近に感じられるよ
うな取り組みを推進する。

ALT 配置のねらい

・各国の文化や食べ物、音楽等に関するクイズや、英語を
使ったゲーム

・生徒と ALT が趣味や好きなものをお互いに英語で紹介
・市外国語大学のロシア・中国・イスパニアの各学科の学

生が、それぞれの言語での挨拶や、文化、習慣の違いを
紹介

こんな交流を楽しみました

「イギリス人が紅茶を飲む量はどのくらい？」など、クイズで様々な国の
食文化などを楽しく学べました。学校で習った単語を使って話せたことが
自信にもつながりました。

ALT の皆さんがとてもフレンドリーでした。うまく聞き取れなくても
身振りや表情から会話がすすみ、話すうちにどんどん楽しくなりました。
もっと英語を話せるようになりたいと感じました。



新型コロナウイルス感染症へ対応しながら、子供たちの学びを保障していきます

学校図書館は、本を読むだけの場所ではなく、調べ物をしたり授業をしたりする「学習の場」としての活
用も進んでいます。ますます充実していく学校図書館を紹介します。

●学校司書を全小中学校へ配置
学校図書館を利用しやすく整備するほか、子供におすすめの本を紹介したり、先生が授業で使う資料
を準備したりする学校司書。令和４年度には９割を超える学校に配置しており、学校図書館を利用す
る子供が増えています。令和５年度には、全小中学校に配置される予定です。

●無線 LAN の整備
令和４年度の夏休みに全小学校への整備を終えました。令和５年度には全中学校にも整備する予定で
す。学校図書館内で学習用パソコンが利用できるようになり、本と併用してより詳細に調べ学習をす
ることができます。

●学校図書館だからこそできる授業
本をすぐに手に取れる環境を活かして、様々な授業で学校図書館の活用が進んでいます。

学校園では、２学期も感染防止対策を徹底したうえで、授業のほか、運動会、体育会、音楽会、修学旅
行や校外学習などの行事を実施し、子供たちの学びを保障していきます。

（１）こまめな手洗いや換気を徹底します。
（２）児童生徒等も教職員も、毎日の登校園・出勤前の健康観察を徹底します。
（３）給食及び昼食時は、以下の対応を徹底します。

①食事の前後の手洗いをしっかり行います。
②飛沫を飛ばさないよう、机を向かい合わせにせず、会話を控え

て、食事をします。
（４）マスクの着用については、熱中症対策を優先するとともに、身体

的距離や会話の有無等、場面に応じて対応を行います。

「学習の場」としても注目！学校図書館

小学校・・・お気に入りの１冊のあらすじやおすすめポイント等を紹介し
合う「ビブリオトーク」を行いました。「友達が紹介した本を
読みたい」と大人気になる本もありました。

中学校・・・地理の授業で、学校図書館の資料を使って地形・気候・産業
などをグループで調べ、各都道府県の紹介文を作成。クイズ
形式で発表を行い、楽しみながら学ぶことができました。

授業の例を紹介

令和５年度採用の学校司書を募集します。
詳細は10月頃に教育委員会ホームページで公開予定です。

（応募には資格要件があります）

学校司書の
募集については

こちら



子供たちの相談窓口
心配ごとや悩みごとなどは、下記相談窓口にお気軽にお問い合わせください。

●こうべっ子悩み相談 「いじめ・体罰・こども安全ホットライン」
電話相談  24時間（土日祝含む）　☎0120-155-783（通話料無料）／☎（078）361-7710（通話料有料）

●全国共通「24時間子供 SOS ダイヤル」
電話相談  24時間（土日祝含む）　☎0120-0-78310（通話料無料）

●総合教育センター教育相談指導室【不登校、学校生活、いじめ（ネットいじめ）、体罰など】
電話相談  9：00 ～ 17：00（平日）　☎0120-790-783（通話料無料）／☎（078）360-3152・3153
面接相談  10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00（火～金曜。予約制）　☎（078）360-3150・3151

●兵庫県教育委員会「ひょうごっ子 SNS 悩み相談」
SNS相談  17：00 ～ 21：00（土日祝含む、相談受付は20：30まで）
学校連絡機能  「学校へ伝えてほしい」書込み窓口は24時間受付（土日祝含む）

　学校で配布しているカードに載っている QR コードから登録してください。
●こども・若者ケアラー相談・支援窓口（ヤングケアラーの相談）

開所時間  ９：00 ～ １７：00（土日祝、年末年始を除く）
　☎（078）361-7600 ／メールアドレス： carer_shien@offi  ce.city.kobe.lg.jp
　窓口の説明については、右の QR コードからご確認ください。
●スクールカウンセラー

臨床心理士等の資格をもつスクールカウンセラーを学校に配置し、電話や面談による相談を行ってい
ます。ご希望の場合は、学校にお問い合わせください。

発展的統合となる県立高等学校が公表されました
兵庫県教育委員会にて、令和４年３月に「県立高等学校教育改革第三次実施計画」が策定され、この計画に

基づき魅力と活力ある高校づくりを進めるため、令和７年度に発展的統合となる学校等が公表されました。
詳細については、右記の QR コードをご参照ください。

＜神戸市内の対象校＞
県立神戸北高等学校と県立神戸甲北高等学校
県立伊川谷高等学校と県立伊川谷北高等学校 

神戸市ではお子様が神戸市立小・中学校に就学しているご家庭で、教材や給食などの費用にお困りの場
合、「神戸市就学援助」による支援を行っています。

申請は、年度途中からでも可能です。失業や収入減少など経済的な事情による申請も受け付けています。
希望される方はホームページまたは４月に学校から配布された「新規申請受
付のお知らせ」（ピンク色）をご覧いただき、申請書をご提出ください。お知
らせが手元にない場合は学校にお申し出ください。

神戸市就学援助は年度の途中でも申請を受け付けています

詳細はこちら

中学生・保護者向け
リーフレット
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