
Ｈ２６全国学力・学習状況調査結果

小学校 中学校

国語Ａ国語Ｂ算数Ａ算数Ｂ国語Ａ国語Ｂ数学Ａ数学Ｂ

国東市 74.8 58.9 81.3 57.9 80.0 50.4 67.0 57.4

全国 72.9 55.5 78.1 58.2 79.4 51.0 67.4 59.8

全国
との差

＋1.9 ＋3.4 ＋3.2 ▲0.3 ＋0.6 ▲0.6 ▲0.4 ▲2.4

大分県 73.6 57.2 79.8 58.4 79.8 50.2 66.6 57.4

大分県
との差

＋1.2 ＋1.7 ＋1.5 ▲0.5 ＋0.2 ＋0.2 ＋0.4 0

正答率（％）

1▲は、－（マイナス）を表しています
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Ｈ２５全国学力・学習状況調査結果

小学校 中学校

国語Ａ国語Ｂ算数Ａ算数Ｂ国語Ａ国語Ｂ数学Ａ数学Ｂ

国東市 60.7 47.0 76.2 55.2 74.9 65.3 60.9 39.0

全国 62.7 49.4 77.2 58.4 76.4 67.4 63.7 41.5

全国
との差

▲2.0 ▲2.4 ▲1.0 ▲3.2 ▲1.5 ▲2.1 ▲2.8 ▲2.5

大分県 62.3 48.7 78.7 57.8 76.0 66.7 62.0 39.2

大分県
との差

▲1.6 ▲1.7 ▲2.5 ▲2.6 ▲1.1 ▲1.4 ▲1.1 ▲0.2

正答率（％）

2▲は、－（マイナス）を表しています
-  2  -



全国学力・学習状況調査：国東市と全国との正答率の差の推移（小学校）

3

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

国語Ａ -3.1 -3.0 -2.9 -2.0 1.9

国語Ｂ -1.6 -2.0 -5.2 -2.4 3.4

算数Ａ -1.1 -0.3 0.2 -1.0 3.2

算数Ｂ -2.5 -1.8 -2.3 -3.2 -0.3

（ポイント）
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全国学力・学習状況調査：国東市と全国との正答率の差の推移（中学校）

4

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

国語Ａ -0.6 1.9 0.9 -1.5 0.6

国語Ｂ -1.5 0.2 1.2 -2.1 -0.6

数学Ａ -0.2 0.4 -0.5 -2.8 -0.4

数学Ｂ -2.3 0.4 -4.0 -2.5 -2.5

（ポイント）
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全国学力学習状況調査（国東市同一児童生徒の全国との差の伸び）

Ｈ２３の小６ ３年後の伸び Ｈ２６の中３

国語Ａ －３．０ ＋３．６ ＋０．６

国語Ｂ －２．０ ＋１．４ －０．６

算数・数学Ａ －０．３ －０．１ －０．４

算数・数学Ｂ －１．８ －０．７ －２．５

Ｈ２２の小６ ３年後の伸び Ｈ２５の中３

国語Ａ －３．１ ＋１．６ －１．５

国語Ｂ －１．６ －０．５ －２．１

算数・数学Ａ －１．１ －１．７ －２．８

算数・数学Ｂ －２．５ ０ －２．５

5
-  5  -



全国学力・学習状況調査（国東市小学校国語Ａ度数分布）

全国平均正答数
１０．９問

正答数が３割以下
の児童の割合
３．９％

6
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全国学力・学習状況調査（国東市小学校国語Ｂ度数分布）

全国平均正答数
５．５問

正答数が３割以下
の児童の割合
３５．４％

7
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全国学力・学習状況調査（国東市小学校算数Ａ度数分布）

全国平均正答数
１３．３問

正答数が３割以
下の児童の
割合
０．５％

8
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全国学力・学習状況調査（国東市小学校算数Ｂ度数分布）

全国平均正答数
７．６問

正答数が３割以
下の児童の割合
１７．５％
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全国学力・学習状況調査（国東市中学校国語Ａ度数分布）

全国平均正答数
２５．４問

正答数が３割以
下の生徒の割合

２．５％
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全国学力・学習状況調査（国東市中学校国語Ｂ度数分布）

全国平均正答数
４．６問

正答数が３割以
下の生徒の割合
３３．８％
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全国学力・学習状況調査（国東市中学校数学Ａ度数分布）

全国平均正答数
２４．３問正答数が３割以

下の生徒の
割合
７．５％
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全国学力・学習状況調査（国東市中学校数学Ｂ度数分布）

全国平均正答数
９．０問正答数が３割以

下の生徒の
割合
２０．８％
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Ｈ２６全国学力・学習状況調査（小学校国語：領域別正答率）

国語Ｂの「話すこと・聞くこと」以外は、全国平均を上回っています。

（％）

区分
対象
設問数
（問）

国東市
大分県
（公立）

全国
（公立）

国語Ａ

話すこと・聞くこと 1 74.3 73.9 72.4 

書くこと 3 72.7 73.3 72.2 

読むこと 2 70.1 68.8 68.5 

伝統的な言語文化と国語の特質に関
する事項

12 75.6 74.3 73.7 

国語Ｂ

話すこと・聞くこと 3 50.3 52.5 51.2 

書くこと 3 36.6 37.1 34.4 

読むこと 7 62.6 59.2 57.3 

伝統的な言語文化と国語の特質に関
する事項

2 72.3 71.1 69.8 

は、全国平均正答率を上回った項目
14
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Ｈ２６全国学力・学習状況調査（小学校算数：領域別正答率）

算数Ａはすべての領域で全国平均を上回っていますが、算数Ｂは「数と計算」のみ上
回っています。

（％）

分類 区分
対象
設問数
（問）

国東市
大分県
（公立）

全国
（公立）

算数Ａ

数と計算 8 84.6 83.5 81.8 

量と測定 3 77.5 76.9 74.8 

図形 4 73.8 73.4 71.8 

数量関係 3 87.1 82.7 81.3 

算数Ｂ

数と計算 8 62.0 61.9 61.3 

量と測定 5 56.2 56.4 56.5 

図形 1 63.1 65.0 65.7 

数量関係 5 55.8 55.9 56.2 

は、全国平均正答率を上回った項目
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Ｈ２６全国学力・学習状況調査（中学校国語：領域別正答率）

国語Ａ、国語Ｂともに「書くこと」、「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」が、全
国平均を上回っています。

（％）

分類 区分
対象設
問数
（問）

国東市
大分県
（公立）

全国
（公立）

国語Ａ

話すこと・聞くこと 4 71.6 73.3 72.3 

書くこと 6 83.9 82.6 83.4 

読むこと 5 82.6 83.3 82.9 

伝統的な言語文化と国語の特質
に関する事項

17 79.9 79.2 78.7 

国語Ｂ

話すこと・聞くこと 0 

書くこと 3 43.8 39.7 41.0 

読むこと 8 48.6 48.4 49.2 

伝統的な言語文化と国語の特質
に関する事項

4 58.4 56.3 56.8 

は、全国平均正答率を上回った項目
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Ｈ２６全国学力・学習状況調査（中学校数学：領域別正答率）

数学Ａの「図形」と「資料の活用」のみ、全国平均を上回っています。

（％）

分類 区分
対象
設問数
（問）

国東市
大分県
（公立）

全国
（公立）

数学Ａ

数と式 12 77.1 77.8 77.4 

図形 12 65.6 64.9 66.4 

関数 8 57.6 56.6 58.0 

資料の活用 4 59.3 58.2 59.1 

数学Ｂ

数と式 3 54.9 54.7 56.9 

図形 5 53.2 55.2 58.6 

関数 5 64.3 62.6 64.4 

資料の活用 2 54.4 54.0 55.9 

は、全国平均正答率を上回った項目
17
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１ 結果のポイント

・全国平均との比較では、国語Ａは＋１．９ポイント（昨年度：－２．０ポイント）、国語

Ｂは＋３．４ポイント（昨年度：－２．４ポイント）となり、いずれも全国平均を上回っ

た。

・県平均との比較では、国語Ａは＋１．２ポイント（昨年度：－１．６ポイント）、国語Ｂ

は＋１．７ポイント（昨年度：－１．７ポイント）となり、いずれも県平均を上回った。

・領域別では、国語Ｂの「話すこと・聞くこと」以外は全ての領域で全国平均を上回った。

２ 課題が見られた問題と指導の改善事項

（１）伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項（漢字）

①出題の内容とねらい

学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく読んだり書いたりすることができるかどうかをみ

る問題である。《Ａ問題１》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全 国

漢字を読む（道路の標識を見る）

・「ひょうしき」と正答しているもの ８８．８ ９１．７

・「ひょう」と解答しているが、「しき」と解答していないもの ７．３ ４．３

・「ひょう」と解答していないが、「しき」と解答している ０．５ １．０

・上記以外の解答 １．９ １．４

・無解答 １．５ １．７

漢字を読む（街灯がつく）

・「がいとう」と正答しているもの ８６．４ ８７．０

・「がい」と解答しているが、「とう」と解答していないもの ０．０ ０．２

・「がい」と解答していないが、「とう」と解答しているもの ６．８ ８．４

・上記以外の解答 ２．４ １．８

・無解答 ４．４ ２．５

漢字を書く（料理をのせたさらを運ぶ）

・「皿」と解答しているもの ９６．６ ９７．８

・上記以外の解答 ２．９ １．６

・無解答 ０．５ ０．６

漢字を書く（勝利をいわう）

・「祝（う）」と解答しているもの ５１．０ ５９．３

・上記以外の解答 ４６．１ ３３．９

・無解答 ２．９ ６．８

③指導の改善事項

平成２６年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果分析（小学校：国語）
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漢字を文脈に合わせて正しく読んだり書いたりする

○ 漢字を読むことの指導においては、正しい発音を理解し、その読み仮名や送り仮名を表記する

ことができるように指導することが重要である。また、漢字を書くことの指導においては、点画

の数やとめ、はね、はらいなど、間違えやすいところを特に注意し、正しく書くことができるよ

うにするとともに、文脈に合わせて適切に使えるように指導することが大切である。

実生活において、習得した漢字を適切に使う

○ 習得した漢字の音訓、部首、点画などについて、同音異義語や類似した字形などと比較しなが

ら、正しい書き方を日常的に確認するような習慣をつけることが大切である。その上で、文や文

章の中で正しく使用しているかどうかを自分で評価し、漢字を含む語彙の拡充を図るように指導

することが重要である。

（２）書くこと

①出題の内容とねらい

「良太は、さみしい気持ちでいっぱいになりました。」を「いつの間にか灰色の雲が広がり、公

園はだんだんと暗くなってきました。」に変える内容について選択し、情景描写の効果を捉えるこ

とができるかどうかをみる問題である。《Ａ問題３》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全 国

・１「良太の顔の表情」と解答しているもの １６．５ １６．７

・２「良太の心の中の声」と解答しているもの １８．９ １４．０

・３「良太の周りの風景」と解答しているもの ５５．８ ５８．７

・４「良太の行動」と解答しているもの ８．７ １０．４

正答率は５５．８％で、全国平均正答率５８．７％に届いていない。１８．９％の児童が「良太

の心の中の声」、１６．５％の児童が「良太の顔の表情」と解答している。

「小さな声でつぶやきました」という言葉から、暗い表情を想像し、それを「顔の表情」と誤っ

て答えた人や、二人の会話の の直前にある「気持ち」という言葉と「心の中の声」

とが結びついて誤って答えた人がいるのではないかと考えられる。

③指導の改善事項

読むこととの関連を図り、物語を創作する

○ 物語を創作する上で、物語の表現の特徴とその効果について捉えることは、重要である。その

ためには、物語などの文学的な文章を読むことの授業において、描写の工夫（行動や表情、会話

（内言）、風景など）の効果を理解することができるように指導することが大切である。その際、

登場人物の心情などについて、直接的に描写されているものだけでなく、暗示的に表現されてい

るものも捉えることができるように指導することが重要である。

（３）読むこと

①出題の内容とねらい

物語の登場人物「よし子」、「ジョール」、「オデット」の相互関係を捉えることができるかどう

かをみる問題である。《Ａ問題５》

②解答状況 児童数の割合（%）
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解 答 類 型 国東市 全 国

・ア「オデット」 イ「よし子」 ウ「ジョール」【正答】 ６３．１ ６５．３

・ウが違う ０．５ ０．８

・イが違う ０．５ ０．６

・アが違う １．５ １．８

・イとウが違う ５．８ ７．１

・アとウが違う ６．８ ５．２

・アとイが違う ７．８ ８．６

・上記以外の解答 １３．６ １０．０

・無解答 ０．５ ０．５

物語の登場人物の相互関係を捉えることに課題がある。フランス人の兄ジョールと妹オデットの

状況やよし子を含む三者の関係について的確に捉えることができていない。

③指導の改善事項

登場人物の人物像や相互関係を捉える

○ 物語などの文学的な文章は、登場人物の人物像を捉え、相互関係を明確にしながら読むことが

重要である。そのためには、中心人物を押さえ、その人物と周囲の主な登場人物について、行動

や会話文、情景描写などに着目しながら、それぞれの人物像がわかる言葉をメモに書き出し、整

理するなどの指導が考えられる。その際、その中心人物を取り巻く登場人物がその中心人物をど

のように見ているのか、物語の進行に伴ってどのように変化していくのかに着目できるようにす

ることが大切である。

具体的な指導としては、「家族」や「同級生」のように、物語を設定する上での実体的な関係

や、「仲間」や「好敵手」のような構造的な関係について、カードを並べ換えたり、関係図に表

したりすることが考えられる。

（４）伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

①出題の内容とねらい

国語辞典を使って、言葉の意味と使い方を理解することができるかどうかをみる問題である。

《Ａ問題８》

②解答状況

解 答 類 型 国東市 全 国

「計る」と解答しているもの １１．７ １０．３

「測る」と解答しているもの ８．３ ７．７

「量る」と解答しているもの １０．２ ５．０

「図る」と解答しているもの【正答】 ６９．９ ７４．３

上記以外の解答 ０．０ ０．１

無解答 ０．０ ２．７

「計る」と答えた人は、文章の一部にある「運動する機会」を運動する時間と誤って捉えたも

のと考えられる。また、「測る」は、体育の授業という言葉から体力測定などの言葉を連想して

誤ったものと考えられる。

③指導の改善事項
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国語辞典を使って調べる習慣をつける

○ 国語科の学習のみならず、各教科等の学習や日常生活においても、国語辞典を使って言葉の意

味や使い方などを調べる習慣をつけ、言葉についての関心を高めることが重要である。そのため

には、辞書の仕組みや使い方など国語辞典の特徴を理解することが大切である。

具体的な指導としては、実際に調べた言葉に付箋を貼ったり、他の辞書の用例を付け加えたり

して、自分なりに使いやすい辞書へと手を加えていくことが大切である。とりわけ、いつでも国

語辞典を手に取ることができるような言語環境を整えておく必要がある。

言葉の意味を理解し、適切に使い分ける

○ 文脈に応じて適切な言葉の使い分けができるように多くの用例を知り、語感や言葉の使い方を

意識させるようにすることが大切である。

（５）話すこと・聞くこと

①出題の内容とねらい

討論会での大野さんの発言に対する質問または意見を、大野さんの発言を引用し、１００字以内

にまとめて書くことで、立場を明確にして、質問や意見を述べることができるかどうかをみる問題

である。《Ｂ問題１（３）》

②解答状況

【正答の条件】

①手書きの立場に立って質問、意見のどちらかを選択した上で、その内容を書いている。

②大野さん【２】の発言の中の言葉を「 」を使い、２５字以内で引用して書いている。

③書き出しの文に続けて、８０字以上、１００字以内で書いている。

【正答例】

・（大野さんの発言に対して）質問（があります。）「去年の卒業文集には読みにくいところが

ありま した」と言いましたが、どの部分が読みにくかったのですか。また、文字以外に読み

にくところは ありましたか。（９４字）

・（大野さんの発言に対して）意見（があります。）パソコンであれば、「文字の形や大きさがそ

ろ う」と言いましたが、手書きでも原こう用紙のますに合わせてていねいに書けば、読みや

すい文 集になると思います。（９４字）

解 答 類 型 国東市 全国

条件①②③を満たしているもの 【正答】 ２１．８ ２８．３

条件①②は満たしているが、条件③は満たしていないもの １．０ ２．４

条件①は満たしているが、条件②は満たしていないもの ６８．０ ５５．７

＊条件③を満たしているかどうかは不問とする

条件②は満たしているが、条件①は満たしていないもの １．０ ０．７

＊条件③を満たしているかどうかは不問とする

上記以外の解答 ５．３ ８．０

無解答 ２．９ ５．０
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相手の発言を引用して質問や意見を述べることに課題があり、指導の充実が求められる。条件①

は満たしているが、条件②を満たしていないものが６８．０%と多い。

誤答例として、「 」を使って書いているものの、その内容が大野さんの発言の言葉を引用して書

くことができていない場合や、大野さんの発言した言葉を書き抜いているものの、「 」を使って引

用して書いていない場合がある。

③指導の改善事項

互いの立場や意見を踏まえた上で、質問や意見を述べる

○ 討論においては、課題解決のために互いの立場や意見を踏まえた上で、質問や意見を述べるこ

とが重要である。そのためには、話し手の意図を捉えながら聞き、自分の考えとの共通点や相違

点を明確にして聞くことが大切である。

具体的な指導としては、話し手の発言内容の中から、中心となる考え、理由や根拠などを、短

い言葉で要約してメモなどに書き留めるような指導が有効である。

○ 引用することは、自分の考えの根拠を明確にしたり、具体的な例を示したりする際に、本や文

章、話の内容などから必要な語句や文を抜き出さして、自分の表現に取り入れることである。

具体的な指導としては、原文や話の内容を正確に引用することや、引用する部分と自分の考え

との関係などを明確にすることなどが大切である。また、書く際には、引用する部分を「 」か

ぎで括ることや、引用した文章等の出典について明記すること、引用する部分が適切な量になる

ことなどについて、具体的に指導することが大切である。

（６）書くこと・読むこと

①出題の内容とねらい

付箋の内容を関係づけて、野口さんのまとめを書くことで、分かったことや疑問に思ったことを

整理し、それらを関係づけながらまとめて書くことができるかどうかをみる問題である。

《Ｂ問題２（二）》

②解答状況

【正答の条件】

①ふせん【３】の内容について 部分の二文を一文にし、以下の内容を取り上げている。

◆水場や食べ物を探すことができる。（いずれか一方のみを取り上げているものも含む）

◆仲間を見つけることができる。

②ふせん【４】の内容について「例えば」という言葉を使って書いている。

③書き出しの言葉に続けて、１００字以上、１２０字以内で書いている。

解 答 類 型 国東市 全国

条件①②③を満たしているもの 【正答】 ２４．８ ２６．９

条件①②は満たしているが、条件③は満たしていないもの ２．４ １．５

条件①は満たしているが、条件②は満たしていないもの １０．２ １１．６

＊条件③を満たしているかどうかは不問とする

条件②は満たしているが、条件①は満たしていないもの １７．５ １２．０

＊条件③を満たしているかどうかは不問とする

上記以外の解答 ４１．３ ４０．６

無解答 ３．９ ７．４
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わかったことや疑問に思ったことを整理し、それらを関係づけながらまとめて書くことに課題があ

り、指導の充実が求められる。

解答に必要な条件となる「二文を一文にすること」及び「【例えば】という言葉を使って書く」を

満たしていないものが多い。

③指導の改善事項

わかったことや疑問に思ったことを、条件に応じてまとまった文章にして書く

○ 必要な情報を取り出し、分類したり関係づけたりした上で全体を通してわかったことや考えた

ことを一定のまとまった文章にして書くことが重要である。その際、構成や記述などについて、

条件を示すことは有効である。具体的な指導の仕方について示す。

３ 指導の改善のポイント

（１）単元を貫く言語活動を設定した授業づくり

○国語科は付けたい力を教えるのではなく、言語活動を通して、指導事項を指導し、付けたい力を

つけていく教科である。よって、活用する力を高めるためには、単元を貫く言語活動を設定した

授業実践の一層の充実が必要である。

○「付けたい力（指導事項）」を明確にし、それを単元の指導過程のどこで付けるのか、本時では、

具体的にどのような状況であれば「おおむね満足できる」と判断するのかといったことを明らか

にしておく。

（２）多様な図書資料等を活用する授業の推進

○必要な情報を素早く見つける読み方や、必要な部分のみを詳細に分析する読み方等を経験させる

ような指導が大事である。

○目的に応じた読み方を身につけさせるために、リーフレット、広告、ちらし、パンフレット、説

明書など多様な資料を扱うような活動の充実を図る。

○漢字の読みや語彙量に課題が見られる児童、まとまった量の文章を素早く読むことが苦手な児童

の学力を育成する基盤として、本に慣れ親しませることが求められる。（不読者への取り組みが必

要）

（３）「話すこと・聞くこと」について

○話し合い、スピーチや発表等の場面で、話を聞きながら話の中心や相手と自分の意見の相違点と

共通点などをメモしてまとめる学習活動を行う。（聞く際のメモの意義を考えさせる）

（４）「読むこと」について

○文学的な文章では、「時・場所」「登場人物」「中心人物の変化」「語り手」「出来事」「大きく変わ

ったこと」「三部構成」（はじめ・中・おわり）等に着目し、作品の大筋をイメージさせる指導の

充実を図る。

○説明的な文章では、「三部構成」「問いと答えの関係」「要点」「要旨（主張）」などの論理的な読み

方の習得や活用を図る。
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（５）「書くこと」について

○情報を活用し、条件に応じて自分の意見や考えを書く活動の充実を図る。

○記述する力を高めるためには、「書くこと」の指導だけでなく、「話す聞く」「読むこと」等での活

動と関連させるようにすることが重要である。また、考えを深めるたり広げたりする「交流」の

場面を単元の中に効果的に位置づける。

(例)・文章を下学年の人にわかるように説明する。

・書かれていることを図や表にまとめて、それを用いて人に説明する。

・一つの文章を様々に目的を変えたり、字数を変えたりして要約する。

（６）その他、学校全体で取り組むことについて

○漢字や語句、文法、表現技法等の確実な習得には、繰り返し練習が不可欠である。国語科だけで

なく、各教科のノートや学級日誌等、様々な場面での指導が大事である。

○定着を図るため家庭学習の充実を図る。

○「国語科データーベース」や県「フォローアップワークシート」、くにさき地区研作成「フォロー

アップシート」等を効果的に活用する。

【参考・引用】

平成２６年度全国学力・学習状況調査報告書（文部科学省・国立教育政策研究所）
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１．結果のポイント

・全国平均との比較では、算数Ａは＋３．２ポイント（昨年度：－１．０ポイント）で全国平均を上

回ったが、算数Ｂは－０．３ポイント（昨年度：－３．２ポイント）となり全国平均を下回った。

・県平均との比較では、算数Ａは＋１．５ポイント（昨年度：－２．５ポイント）で県平均

を上回ったが、算数Ｂは－０．５ポイント（昨年度：－２．６ポイント）となり県平均を

下回った。

・算数Ａは、２問を除いて全て全国平均を上回り、全ての領域において全国平均を上回った。

・算数Ｂは、短答式の問題は全国平均を上回っているが、選択式と記述式の問題は下回っている。

２．課題が見られた問題と指導の改善事項

（１）図形

①出題の内容とねらい

作図に用いられている図形の約束や性質を理解しているかどうかをみるため、コンパスを使った

平行四辺形のかき方について、用いられている平行四辺形の特徴を選ぶ問題である。《Ａ問題６》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

・「向かい合っている辺が平行である。」を選択 ２９．１ ２４．２

・「向かい合っている辺の長さが等しい。」を選択【正答】 ５１．０ ５２．０

・「向かい合っている角の大きさが等しい。」を選択 ８．３ １２．５

・「２本の対角線がそれぞれの真ん中の点で交わる。」を選択 １１．７ １０．７

正答は「向かい合っている辺の長さが等しい」であるが、誤答１の「向かい合っている辺が平行

である」を選択しているものが２９．１％いた。コンパスを使った作図の意味を理解せずに、平行

四辺形の約束や性質を選んだものと考えられる。

③指導の改善事項

作図の操作とその意味を考えることで、作図は図形の約束や性質に基づいていることを理解する

ことが大切である。例えば、本設問では、コンパスを用いた作図が提示されている。この作図にお

いては、コンパスを用いて等しい長さを写し取っていることを、平行四辺形の性質である「向かい

合う辺の長さが等しいこと」とつなげて理解することが大切である。

（２）図形

①出題の内容とねらい

立体図形とその見取り図の辺や面のつながりや位置関係について理解しているかどうかをみるた

め、縦５㎝、横１１㎝、高さ４㎝の直方体の面アになる四角形を選ぶ問題である。《Ａ問題７》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

・「縦５㎝、横１１㎝の長方形」を選択【正答】 ６６．５ ６９．４

・「縦４㎝、横１１㎝の長方形」を選択 ２．４ ４．４

平成２６年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果分析（小学校：算数）
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・「斜辺５㎝、底辺１１㎝の平行四辺形」を選択 ２８．６ ２３．４

・「斜辺４㎝、底辺１１㎝の平行四辺形」を選択 ２．４ ２．１

正答は「縦５㎝、横１１㎝の長方形」であるが、「斜辺５㎝、底辺１１㎝の平行四辺形」を選択

しているものが２８．６％いた。見取り図で表された直方体が理解できず、見たままの平行四辺形

を選択したものと考えられる。

③指導の改善事項

見取り図、展開図は、立体図形を平面に表現するための方法である。立体図形、見取り図、展開

図を別々のものとして扱うのではなく、立体図形を見取り図や展開図で表したり、見取り図や展開

図から立体図形を考えたりすることが大切である。このことにより、辺や面の位置関係や立体図形

の構成要素について理解が深まると考えられる。低学年でも、身の回りにある箱を用いた算数的活

動を通して、図形の構成要素に着目してきている。立体図形と平面図形を関連付けて、系統的に学

習できるようにすることが大切である。

（３）数と計算

①出題の内容とねらい

二人のリズムが重なる部分を、公倍数に着目して記述できるかどうかをみるため、二人のイのリ

ズムが重なる１２小節目の１２はどのような数であるかを書く問題である。《Ｂ問題４（２）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

・１２が４と６の最小公倍数であることを書いているもの【正答】 ３５．４ ３８．３

・１２が４と６の公倍数であることを書いているもの【正答】 ５．３ １０．４

・倍数という用語を用いて、１２が２つの数に共通の倍数である １．５ ３．６

ことを書いているもの【正答】

・倍数という用語を用いずに、１２が２つの数に共通の倍数であ ９．２ ８．１

ることを書いているもの【正答】

・１２が４または６の倍数であることは書いているが、２つの数 １４．６ １．０

に共通の倍数であることは書いていないもの

・用語を誤って用いているもの １．９ ２．１

・上記以外の解答 ２４．８ １８．２

・無解答 ７．３ １２．１

・１２が４または６の倍数であることは書いているが、２つの数に共通の倍数であることを書いて

いないものが１４．６％、用語を誤って用いているものが１．９％いた。また、全く違う解答を

しているものが２４．８％（県 17.8、全国 18.3）、無解答は７．７％いた。

・公倍数の意味が理解できていなかったり、生活の中での公倍数の活用が理解できていなかったり

することが考えられる。また、算数の用語を使って的確に表現することにも課題がある。

③指導の改善事項

日常の事象を算数の内容と関連付け、学習した用語を用いて的確に表現できるようにすることが

大切である。また、例えば１２を「10 と２を合わせたもの」「４の３倍（倍数）」「半分にすると６

（約数）」とみるなど、一つの数をほかの数と関連付けることを通して、普段から数についての感

覚を養うことも大切である。
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（４）数と計算

①出題の内容とねらい

示された情報を整理し、筋道を立てて考え、小数倍の長さの求め方を言葉や式を用いて記述でき

るかどうかをみるため、妹の身長を基に妹の使いやすい箸の長さの求め方と答えを書く問題である。

（数量関係）《Ｂ問題５（３）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

〈正答の条件〉

次の①、②の全てを書き、答えを（約）２１（㎝）と書いている。

①妹の身長から妹の一あたの長さを求める式（140× 0．1など）や言葉

②妹の一あたの長さから妹の箸の長さを求める式（14× 1．5など）や言葉

・①、②の全てを書いていて、２１と解答しているもの【正答】 ３０．１ ３２．５

・②を書いていて、２１と解答しているもの【正答】 ０．０ ０．５

・③を書いていて、２１と解答しているもの ０．５ ０．６

・上記以外の解答で、２１と解答しているもの ３．９ ２．３

・①、②の全て、または②を書いていて、２１以外を解答してい ３．９ ３．１

るもの

・②を次のように求めていて、２１以外を解答しているもの １．０ １．７

14＋ 1．5、14－ 1．5、14÷ 1．5、

14＋ 0．5、14－ 0．5、14÷ 0．5

・①のみを書いていて、２１以外を解答しているもの ３３．０ ２３．９

・①を次のように求めていて、２１以外を解答しているもの ８．３ ５．３

140÷ 0．1、140＋ 0．1、140－ 0．1

140× 10、140＋ 10、140－ 10

・上記以外の解答 １０．７ １１．９

・無解答 ８．７ １３．１

・正答の２１㎝と解答できているが表現不足のものが４．４％いた。また、立式はできているが計

算ミスのものが３．９％、１４０×０．１のみを書いているものが３３．０％、無解答が８．７

％いた。

・答えを求めるまでに複数の段階がある問題において、示された情報を整理し、筋道を立てて考え、

小数倍の長さの求め方を言葉や式を用いて記述することに課題がある。

③指導の改善事項

問題を解決する際には、示された情報を整理して解決の見通しを立て、それに基づいて筋道を立

てて考えることが大切である。例えば、本設問においては「妹の身長から一あたの長さを求めるこ

と」と「一あたの長さから一あた半の長さを求めること」を解決の見通しとして立てることが必要

となる。

（５）量と測定

①出題の内容とねらい
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全体と部分の関係を示すために用いるグラフを選択することができるかどうかをみるため、６．

７月の水の使用量が、１年間の水の使用量の１／４より多いことを説明するときに用いる適当なグ

ラフを選ぶ問題である。（数量関係）《Ｂ問題２（３）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

・「絵グラフ」を選択 ５．３ ４．８

・「棒グラフ」を選択 ３２．５ ２３．１

・「折れ線グラフ」を選択 １２．６ ９．３

・「円グラフ」を選択【正答】 ４９．５ ６１．５

・上記以外の解答 ０．０ ０．１

・無解答 ０．０ １．２

・正答は円グラフであるが、棒グラフを選択しているものが３２．５％いた。これは１年間の水の

使用量の中で、最も多く使用している月をわかりやすく説明できる棒グラフを選択しているもの

である。「１年間の水の使用量の１／４より多いことを説明する」という目的を考慮していない

と考えられる。

③指導の改善事項

目的に応じて、適切な表やグラフを選択し、表したり、読み取ったり、判断をしたりする活動を

通して、表やグラフを算数の学習のみならず、他教科等の学習や生活に活用できるようにすること

が大切である。第５学年の〔算数的活動〕（１）オ「目的に応じて表やグラフを選び、活用する活

動」において示しているように、表やグラフの表し方について工夫したり、また、それらを関連付

けて読み取ったり、判断したりするなどの活動を十分に行うことが大切である。

（６）量と測定

①出題の内容とねらい

示された情報を基に、条件に合う時間を求めることができるかどうかをみるため、昨年の昼食時

間を見通したときに、今年は準備の時間を何分間にすればよいかを書く問題である。

《Ｂ問題３（１）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

・２７と解答しているもの【正答】 ３７．９ ３８．６

・３５と解答しているもの ４．４ ３．８

・８と解答しているもの ２．９ ２．５

・３０と解答しているもの １０．７ ８．６

・３７と解答しているもの ５．８ ８．７

・時刻を解答しているもの １．５ １．３

・上記以外の解答 ３４．５ ３３．１

・無解答 ２．４ ３．４

・正答は２７分であるが３０と解答しているものが１０．７％いた。これは準備の時間３５分間か

ら食事の時間５分間だけひいて、３０を求めたと考えられる。一つの条件のみで解決していると

考えられる。また、全く違う解答をしたものが３４．５％おり、複数の条件が示された課題の解
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決の指導の充実が求められる。

・「まず、食事の時間が５分増えるから準備の時間を５分減らす。次に片付けの時間が３分増える

から準備の時間を３分減らす」という解決の見通しをもつことに課題があると考えられる。

③指導の改善事項

日常生活において、複数の条件にあわせて行動の計画を立てることはよく行われる。その際、算

数で学習した時刻や時間の読み方及び求め方が必要になるとともに、筋道を立てて考えることが大

切である。指導に当たっては、例えば、情報を図の中に整理して表し、解決の筋道を立てることが

考えられる。二つの条件を一度に扱うのではなく、条件を一つずつ図に表していくことが大切であ

る。その際、図と式を関連付けて考えることも、時間の増減を実感をもって捉える上で大切である。

（６）量と測定

①出題の内容とねらい

示された情報を基に必要な量と残りの量の大小を判断し、その理由を言葉と数を用いて記述でき

るかどうかをみるため、示された分け方でスープを分けたとき、残りの３０人にスープを分けるこ

とができたかどうかを選び、そのわけを書く問題である。《Ｂ問題３（３）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

〈正答の条件〉

番号を３「分けることはできるが、残る。」と解答し、次の①、②、③、④の全て、または①、

②、③を書いている。

①１０人分のスープの量が２Ｌであることを示す数と言葉

②３０人に必要なスープの量が６Ｌになること、または、４０人に必要なスープの量が８Ｌ

になることを示す数と言葉

③１０人に分けた後のスープの量が７Ｌであること、または、分ける前のスープの量が９Ｌ

であることを示す数と言葉

④１Ｌ残ることを示す数と言葉

・３を選択し、①、②、③、④の全てを書いているもの【正答】 ２４．８ ２６．３

３を選択し、①、②、③を書いているもの【正答】

・３を選択し、①、②、④を書いているもの【正答】 ２．４ ２．９

・３を選択し、②、③、④を書いていているもの【正答】 １．５ １．４

３を選択し、②、③を書いているもの【正答】

３を選択し、②、④を書いているもの【正答】

・３を選択し、①、②を書いているもの ３．９ ５．０

３を選択し、②を書いているもの

・３を選択し、①、③、④を書いているもの １６．５ １３．１

３を選択し、①、③を書いているもの

３を選択し、③、④を書いているもの

３を選択し、③を書いているもの

・３を選択し、上記以外のもの ３１．６ ３０．９

・１を選択しているもの １２．６ １２．１
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・２を選択しているもの ６．３ ５．８

・上記以外の解答 ０．０ ０．５

・無解答 ０．５ １．９

・３（正答）を選択しているが、わけを書く際に表現が不十分で正答の条件を満たしていないも

のが５２％いた。誤答も１８．９％いた。

・必要な量と残りの量の大小を判断し、その理由を言葉と数を用いて記述することに課題がある。

③指導の改善事項

問題を解決した過程を説明する際には、問題（文章や図、表、グラフ等）から必要となる情報を

選択するとともに、根拠となる事実を関連付けて、判断の理由を的確に示すことが大切である。「１

０人分のスープの量が２Ｌなので、１Ｌ残る」といった判断の根拠となる事実が不足している説明

を基に、よりよい表現に洗練していくことも考えられる。

（７）図形

①出題の内容とねらい

示された条件を基に、残った平面に４つの長方形を敷き詰めることができるかどうかをみるため、

畳の敷き方の約束を基に、残り４枚の長方形の板を置いた図をかく問題である。《Ｂ問題５（１）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

・約束３に基づいて、４つの長方形で敷き詰められた図をかいて ６３．１ ６５．７

いるもの【正答】

・４つの長方形で敷き詰められた図をかいているが、約束３に基 ２７．７ ２４．０

づいていないもの

・長方形と正方形で敷き詰められた図をかいているもの １．５ １．２

・正方形で敷き詰められた図をかいているもの １．５ １．０

・長方形を１枚または２枚用いた図をかいているもの １．５ １．６

・上記以外の解答 ２．９ １．３

・無解答 １．９ ５．２

誤答については「４つの長方形で敷き詰められた図をかいているが、約束３に基づいていないも

の」が２７．７％いた。これは、４枚のたたみを敷き詰めることはできたが、約束３を考慮してい

ないものである。問題を解決した結果が正しいかどうかについて振り返ることができていないと考

えられる。

③指導の改善事項

解決した結果を振り返ることによって、誤りに気付くことができるよさがある。このことを授業

の中で繰り返し指導していくことが大切である。

３．指導の改善のポイント

（１）算数的活動の充実

○知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等のバランスを重視し、単元もしくは小単元の中で、

既習の知識や技能、考え方を活用する場面を設定する。

例えば、
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・図や表を観察して、問題解決に必要な情報を選択したり読み取ったりする。

・場面の状況や操作の意味に基づいて、式を的確に読み取ったりする。

・およその大きさを捉え、適切に判断する。

・作図の操作とその意味を考える。

等の授業を「全国学力調査問題」「授業アイディア例」を活用し実施する。

○言葉、数、式、図、表、グラフなどを用いたりして、自分の考えたことを表現したり、友達に説

明したりする活動を重視する。

○表やグラフを算数の学習のみならず、他教科等の学習や生活に活用できるようにする。

○算数的活動の楽しさや数理的な処理の良さに気付く場面を設定する。

（２）ねらいを達成するための言語活動の充実

○「授業のねらい」「言語活動」「評価」の内容を一致させ、児童の考えたことや表現したことが「授

業のねらい」とつながるようにする。

○「数量や図形、数量関係を考察して見いだした事実を確認したり説明したりする」、「問題を解決

するために見通しをもち、筋道を立てて考え、その考え方や解決方法を説明する」、「論理的に考

えを進めてそれを説明したり、判断や考えの正しさを説明したりする」等の場面を設定する。

○普段から一つの数をほかの数と関連付けて考えるようにし、数についての感覚を養うようにす

る。

（３）見通しを立てたり、振り返ったりする活動の工夫

○結果や解決の方法等を予想させ、課題を共有させる（やるべきことの見通しを立てる）。

○複数の段階がある問題において、示された情報を整理して解決の見通しをもたせるようにする。

○学習したことをまとめたり整理したりする場面を設定する。

○適応問題や評価問題に取り組ませ理解や定着状況を確認する場面を設定する。

○問題を解決した結果が正しいかどうかについて振り返る必要性を、授業の中で繰り返し指導して

いく。

（４）数学的な用語を使った表現力の育成

○用語を教えるだけでなく、考えさせる場面を設定する。

○用語を使い説明させる場面を設定する。

○日常の事象を算数の内容と関連付け、学習した用語を用いて的確に表現する場面を設定する。

（５）その他

○指導教諭や学力向上支援教員等の優れた実践と追実践の日常化を図る。

○家庭での学習習慣を身に付ける適切な指導を行う。

【参考・引用】

平成２６年度全国学力・学習状況調査報告書（文部科学省・国立教育政策研究所）
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１ 結果のポイント

１ 結果のポイント

・全国平均との比較では、国語Ａは＋０．６ポイント（昨年度：－１．５ポイント）で全国平均を上

回ったが、国語Ｂは－０．６ポイント（昨年度：－２．１ポイント）となり全国平均に届いていな

い。

・県平均との比較では、国語Ａは＋０．２ポイント（昨年度：－１．１ポイント）、国語Ｂも＋０．

２ポイント（昨年度：－１．４ポイント）となり県平均を上回った。

・当該学年が小学校第６学年のときの全国平均との差を比較すると、国語Ａでは＋３．６ポイント、

国語Ｂでは＋１．４ポイントとなり、伸びが見られる。

・領域別では、国語Ａ・国語Ｂともに、「書くこと」「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」

は、全国平均を上回っている。

２ 課題が見られた問題と指導の改善事項

（１）読むこと（文学的な文章）

①出題の内容とねらい

文中の「ひとしくおれの方を見た」の適切な意味を選択し、文脈の中における語句の意味を理解

しているかどうかをみる問題である。《Ａ問題３（二）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

・「ちらっと、おれの方を見た。」を選択 １４．２ １０．５

・「親しげに、おれの方を見た。」を選択 １０．０ ８．５

・「そろって、おれの方を見た。」を選択【正答】 ７４．６ ７９．８

・「熱心に、おれの方を見た。」を選択 １．３ １．０

・無解答 ０．０ ０．２

正答率は７４．６％であり、全国平均正答率７９．８％を５ポイント以上下回っている。１４．

２％の生徒が「ちらっと、おれの方を見た。」と解答している。

③指導の改善事項

文学的な文章で使われる語句を理解するためには、その語句の辞書的な意味を踏まえ、文脈に即

して意味や効果を捉えるように指導することが引き続き大切である。

（２）話すこと・聞くこと

①出題の内容とねらい

話し合いの場面で、２人の意見の相違点について６字以内で記入し、目的に沿って話し合い、互

いの発言を検討することができるかどうかをみる問題である。《Ａ問題６（一）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

（正答の条件）

次の条件を満たして解答している。

平成２６年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果分析（中学校：国語）
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①高橋さんの推薦理由から「未来にはばたいていく私たちの姿を表す」という内容を適切に

取り上げて相違点を書いている。

②高橋さんの発言の中にある言葉を使って、６字以内で書いている。

・条件①、②を満たして解答しているもの【正答】 ４９．２ ５４．３

なお、次のものも正答とする。

条件②について、高橋さんの発言の中にある言葉だけでなく、

それ以外の言葉も使って書いているもの

・条件①を満たし、条件②を満たさないで解答しているもの ０．４ ０．３

・条件②を満たし、条件①を満たさないで解答しているもの ４５．０ ３７．６

・上記以外の解答 ２．５ １．９

・無解答 ２．９ ５．９

正答率は４９．２％であり、全国平均正答率５４．３％を５ポイント以上下回っている。６字以

内では書けているが、４５．０％の生徒が高橋さんの推薦理由から「未来にはばたいていく私たち

の姿を表す」という内容を適切に取り上げていない。

②指導の改善事項

複数の案から一つに絞り込む話合いを行う際には、目的に応じて発言を整理しながら、議論の焦

点を明確にする必要がある。例えば、図表を用いるなどして、共通点や相違点など様々な観点に沿

って発言を整理する学習活動が有効である。その際、どのような観点で整理するかを明確にし、ど

のような図表を活用するのが有効かを考えることが大切である。

（３）伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

①出題の内容とねらい

「英気を養う」の意味を「英気」と「養う」それぞれ意味を辞書で調べ、複数の意味から適切な

ものを選択し、辞書を活用して、語句の意味を適切に書くことができるかどうかをみる問題である。

《Ａ問題８（四）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

（正答の条件）

次の条件を満たして解答している。

①【国語辞典】の、「英気」の②を説明している言葉と、「養う」の③を説明している言葉を

使って書いている。

②「英気を養う」の意味を適切に書いている。

・条件①、②を満たして解答しているもの【正答】 ５３．８ ５９．９

・条件①を満たし、条件②を満たさないで解答しているもの １２．９ １２．４

・条件②を満たし、条件①を満たさないで解答しているもの ０．０ ０．８

・上記以外の解答 ２２．５ １４．６

・無解答 １０．８ １２．３

正答率は５３．８％であり、全国平均正答率５９．９％を５ポイント以上下回っている。「英気」、

「養う」それぞれの意味は正しく選択できているが、適切に書けていない生徒が１２．９％いる。

③指導の改善事項
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辞書を活用する際には、辞書の記述の仕方を理解した上で活用することが大切である。また、難

語句を調べる際には、文脈に沿って語句の意味を選び、それが文中の意味として適切かどうかを確

認することが重要である。

（４）読むこと（説明的な文章）

①出題の内容とねらい

「本の一部」と「インターネットの情報の一部」についての内容を選択し、複数の資料を比較し

て読み、要旨を捉えることができるかどうかをみる問題である。《Ｂ問題２（一）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

・「１ 接着剤が物をくっつける代表的な仕組みについて、【本の ２７．５ ２９．８

一部】では物をくっつける過程を述べ、【インターネットの情

報の一部】では図を用いて具体的に説明している。」を選択

・「２ 接着剤の用途について、【本の一部】では意外なものに使 ２９．６ ３１．４

われていることを述べ、【インターネットの情報の一部】では

使用場面ごとに項目を立てて具体的に述べている。」を選択【正

答】

・「３ 接着剤が液体から固体になる変化の仕方について、【本の ３７．５ ３３．４

一部】では接着剤の種類ごとに述べ、【インターネットの種類

の一部】では代表的な例を取り上げて説明している。」を選択

・「４ 簡単にはがせる接着剤について、【本の一部】では簡単に ５．０ ４．８

はがれる仕組みを図を用いて説明し、【インターネットの情報

の一部】ではその接着剤を利用した商品を紹介している。」を

選択

・上記以外の解答 ０．４ ０．２

・無解答 ０．０ ０．６

正答率は２９．６％であり、全国平均正答率３１．４％をやや下回っている。３７．５％の生徒

が「接着剤が液体から固体になる変化の仕方について、『本の一部』では接着剤の種類ごとに述べ、

『インターネットの情報の一部』では代表的な例を取り上げて説明している。」と解答し、２７．

５％の生徒が「接着剤が物をくっつける代表的な仕組みについて、『本の一部』では物をくっつけ

る過程を述べ、『インターネットの情報の一部』では図を用いて具体的に説明している。」と解答し

ている。

③指導の改善事項

目的に応じて文章の要旨を的確に捉えるためには、文章の特徴を踏まえて内容を正確に理解する

必要がある。例えば、説明的な文章を読んで、更に調べたい内容を明確にした上で、様々な資料か

ら必要な情報を的確に得る学習活動が有効である。その際、読む目的を明確にした上で、中心的な

部分と付加的な部分、事実と意見などとを読み分け、必要な情報を正しく得るように指導すること

が大切である。

（５）読むこと・書くこと

-  34  -



①出題の内容とねらい

資料から適切な情報を得て、伝えたい事実や事柄が明確に伝わるように書くことができるかどう

かをみる問題である。《Ｂ問題２（三）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

（正答の条件）

次の条件を満たして解答している。

①切手を水の中にしばらく浸しておくときれいにはがすことができる理由を適切に書いてい

る。

②「切手」「液体」、「アンカー効果」という言葉を全て使って書いている。

③２０字以上、５０字以内で書いている。

・条件①、②、③を満たして解答しているもの【正答】 ２８．３ ２８．４

・条件①、②を満たし、条件③を満たさないで解答しているもの ０．０ ０．０

・条件①、③を満たし、条件②を満たさないで解答しているもの ０．８ １．１

・条件②、③を満たし、条件①を満たさないで解答しているもの ５５．８ ４９．４

・上記以外の解答 ３．８ ５．０

・無解答 １１．３ １６．０

正答率は２８．３％であり、全国平均正答率２８．４％とほぼ同じである。５５．８％の生徒が、

条件に上げられた「切手」、「液体」、「アンカー効果」という言葉を全て使い、さらに２０字以上

５０字以内で書いているが、切手を水の中にしばらく浸しておくときれいにはがすことができる理

由を適切に書けていない。

③指導の改善事項

本や文章を読んで得られた知識は、他の人に向けて説明することで一層明確になるとともに定着

が図られる。説明する際には、複数の情報を正確に理解し、相手や目的に応じて取捨選択したり関

係付けたりして、説明する内容を適切に表現することが求められる。

その際、以下の二点を意識するように指導することが大切である。

・本や資料から得た情報を正確に理解して整理しているか

・伝えたい内容を正確かつ分かりやすく述べているか

また、言語活動に取り組ませる際には、評価規準を具体的に設定し、生徒が表現した内容が適切

であるかどうかを判断し、必要に応じて指導を加えることが大切である。また、定期テスト等にお

いて、教科書で学習した文章とは違う文章で、身に付けた能力が定着しているかどうかを確認する

ことも重要である。

３ 指導の改善のポイント（全体を通して）

（１）話すこと

目的に沿って話し合い、互いの発言を検討する授業において、①目的を確認し、多様な意見を出し

合うこと、②図表等を使って、出された意見を観点（生徒自身が考えることが大切）を決めて整理す

ること、③結論に至った過程を説明することを重視して指導する。

（２）伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項
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多様な語句の意味を理解し、適切に使う授業において、①言葉を集める目的を確認すること、②集

めたい言葉を様々な辞書や本などから探すこと、③探した言葉を整理し、互いに読み合うことを重視

した活動を行う。日常的な語句・語彙の指導に加え、まとまった言葉を学習する時間を設定するよう

にする。

（３）読むこと

本や文章から適切な情報を得て、考えをまとめる授業において、①知りたいことを明確にして、本

や文章を読むこと、②必要な情報を探し、書かれた内容を正しく捉えること、③知りたいことの答え

を適切に書く活動を行う。情報を活用して疑問を解決する際に、正しく読めているか、適切に書けて

いるかを教師が評価し、指導することが大切である。

（４）その他

・付けたい力を明確にし、その育成に適した「単元を貫く言語活動」を設定した課題解決的な展開の

授業づくりを行う。

・情報を活用し、条件に応じて自分の意見や考えを書く活動の充実を図る。

・定着を図るため繰り返し学習ができる帯時間の学習や家庭学習の充実を図る。

【参考・引用】

平成２６年度全国学力・学習状況調査報告書（文部科学省・国立教育政策研究所）
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１ 結果のポイント

１ 結果のポイント

・全国平均との比較では、数学Ａは－０．４ポイント（昨年度：－２．８ポイント）、数学

Ｂは－２．４ポイント（昨年度：－２．４ポイント）となり、いずれも全国平均に届いて

いない。

・県平均との比較では、数学Ａは＋０．４ポイント（昨年度：－１．１ポイント）、数学Ｂ

は±０ポイント（昨年度：－０．２ポイント）となり、ほぼ大分県平均と同様である。

・当該学年が小学校第６学年のときの全国平均との差を比較すると、数学Ａでは－０．１ポ

イント、数学Ｂでは－０．７ポイントとなり、全国平均との差が開いている。

・領域別では、数学Ａの「図形」「資料の活用」のみ全国平均を上回っている。その他の、

「数と式」「関数」は数学Ａ・数学Ｂともに全国平均を下回っている。

２ 課題が見られた問題と指導の改善事項（領域別）

（１）数と式

①出題の内容とねらい

連立二元一次方程式をつくって問題を解決するために、着目する必要がある数量を見いだし、そ

の数量に着目して式をつくることができるかどうかをみる問題である。《Ａ問題３（３）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

１ オを選択し、500 ｘ＋ 300 ｙ＝ 1900 …（１）と解答してい ６８．８ ７４．１

るもの【正答】

２ ウを選択し、500 ｘ＝ 1900 － 300 ｙ…（２）と解答してい ０．０ ０．０

るもの【正答】 または

エを選択し、300 ｙ＝ 1900 － 500 ｘ…（３）と解答している

もの【正答】

３ アを選択し、ｘ＝（1900 － 300 ｙ）／ 500 …（４）と解答 ０．０ ０．０

しているもの【正答】 または

イを選択し、ｙ＝（1900 － 500 ｘ）／ 300 …（５）と解答し

ているもの【正答】

・上記１、２以外で、ウ～オのいずれかを選択し、式（１）～（３） ０．８ ０．８

のいずれかを解答しているもの

・上記１、２、４以外で、式（１）～（３）のいずれかを解答し ０．４ ０．７

ているもの

・上記３以外で、式（４）、（５）のいずれかを解答しているもの ０．０ ０．０

・ウ～オのいずれかを選択し、式（１）～（５）以外の式を解答 １３．８ １０．８

しているもの

・上記７以外で、式（１）～（５）以外の式を解答しているもの ０．８ ０．９

・上記以外の解答 １５．４ １１．７

平成２６年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果分析（中学校：数学）
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・無解答 ０．０ １．０

正答率は６８．８％であり、全国平均正答率の７４．１％を５ポイント以上下回っている。

③指導の改善事項

方程式を利用して問題解決する場面では、問題の中の数量を整理し、その中から２通りに表すこ

とができる数量を見いだして、方程式に表せばよいことを理解できるように指導することが大切で

ある。

（２）図形

①出題の内容とねらい

三角形の外角とそれと隣り合わない２つの内角の和の関係を理解しているかどうかをみる問題で

ある。《Ａ問題６（２）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

・「頂点Ｃ´における外角の大きさは、∠ａ´＋∠ｂ´より小さ ７．５ ７．８

い」を選択

・「頂点Ｃ´における外角の大きさは、∠ａ´＋∠ｂ´と等しい」 ６６．７ ７３．４

を選択【正答】

・「頂点Ｃ´における外角の大きさは、∠ａ´＋∠ｂ´より大き １６．７ １１．５

い」を選択

・頂点Ｃ´における外角の大きさが∠ａ´＋∠ｂ´より大きいか ９．２ ６．３

小さいかは、問題の条件だけでは止まらない」を選択

・上記以外の解答 ０．０ ０．０

・無解答 ０．０ １．０

正答率は６６．７％であり、全国平均正答率の７３．４％を５ポイント以上下回っている。１６．

７％の生徒が三角形の外角がそれと隣り合わない２つの内角の和より大きいと解答している。

③指導の改善事項

様々な形状の三角形において、内角と外角の関係を調べることを通して、三角形の外角はそれと

隣り合わない２つの内角の和に等しい理由を説明する活動を取り入れていくことが大切である。

（３）図形

①出題の内容とねらい

証明のための構想や方針の必要性と意味を理解しているかどうかをみる問題である。《Ａ問題８》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

・①、②について、△ＡＢＤ、△ＡＣＥと解答しているの【正答】 ６９．２ ７４．８

・①、②について、△ＡＢＥ、△ＡＣＤと解答しているもの【正 ０．４ １．０

答】

・上記１、２以外で、ＡＤとＡＥをそれぞれ１辺とする２つの三 ０．０ ０．０

角形を解答しているもの

・①、②について、二等辺三角形ＡＤｅの底角を解答しているも １．３ ０．５
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の

・①、②のいずれか、または両方に、△ＡＤＥと解答しているも ０．８ ０．９

の

・①、②のいずれかに、ＡＤまたはＡＥを１辺とする三角形を解 ０．８ ０．４

答しているもの

・①、②について、二等辺三角形ＡＢＣの底角を解答しているも ２．５ １．８

の

・上記４、７以外で、①、②について、等しい辺や角を解答して １５．０ ８．２

いるもの

・上記以外の解答 ５．８ ５．１

・無解答 ４．２ １．２

正答率は６９．６％であり、全国平均正答率７５．８％を５ポイント以上下回っている。

③指導の改善事項

図形の性質を証明できるようにするために、証明の方針を立てて証明し、その過程を振り返るこ

とで、証明の方針の必要性と意味を理解できるように指導することが大切である。その際、次の３

つの事項について考える場面を設定することが考えられる。

Ⅰ 結論を示すためには何がわかればよいか。

Ⅱ 仮定からいえることは何か。

Ⅲ ⅠとⅡを結び付けるには、あと何がいえればよいか。

（４）関数

①出題の内容とねらい

関数の意味（独立変数と従属変数の違いを含む）を理解しているかどうかをみる問題である。

《Ａ問題９》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

１ ①に料金、②に重量と解答しているもの【正答】 ２８．３ ３５．８

２ 上記１以外で、①に料金と解答しているもの ３．３ ２．７

３ 上記１以外で、②に重量と解答しているもの ０．８ ０．１

４ ①に重量、②に料金と解答しているもの ４２．１ ３０．２

５ 上記４以外で、①に重量と解答しているもの ０．８ １．３

６ 上記４以外で、②に料金と解答しているもの ０．４ ０．４

７ ①、②のいずれかに、重量と料金の両方を解答しているもの １．７ ２．３

・上記以外の解答 ７．５ ９．２

・無解答 １５．０ １７．９

正答率は２８．３％であり、全国平均正答率３５．８％を５ポイント以上下回っている。４２．

１％の生徒が、「『重量』は『料金』の関数である。」と独立変数と従属変数を逆を答えている。

③指導の改善事項

日常的な事象の中にある２つの数量の変化や対応の様子を調べ、それらの関係を見いだす活動を

通して、関数の意味を理解できるように指導することが大切である。その際、独立変数（○○）と
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従属変数（△△）との違いを意識して「△△は○○の関数である」という形で表現できるように指

導することも大切である。

（５）関数

①出題の内容とねらい

連立二元一次方程式の解は、座標平面上の２直線の交点の座標として求められることを理解して

いるかどうかをみる問題である。《Ａ問題 12》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

ア 点Ａと解答しているもの ８．８ ７．６

イ 点Ｂと解答しているもの １０．４ ５．４

ウ 点Ｃと解答しているもの １３．３ ９．２

エ 点Ｄと解答しているもの【正答】 ６１．３ ６６．７

オ 点Ｅと解答しているもの ５．８ ５．４

・上記以外の解答 ０．０ ０．１

・無解答 ０．４ ２．５

正答率は６１．３％であり、全国平均正答率６６．７％を５ポイント以上下回っている。２直線

の交点ではなく、１つの直線とｘ軸との交点を解答している生徒が１３．３％、１つの直線とｙ軸

との交点を解答している生徒が１０．４％いる。

③指導の改善事項

連立二元一次方程式の解が二元一次方程式のグラフの交点と一致することを理解できるように指

導することが大切である。その際、二元一次方程式の解を座標とする点の集まりは直線になること

に基づき、２つの二元一次方程式のグラフの交点の意味を考察する活動を取り入れることが考えら

れる。

（６）図形

①出題の内容とねらい

事象を理想化・単純化し、その結果を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明すること

ができるかどうかをみる問題である。《Ｂ問題１（３）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

（正答の条件）

次の（ａ）、（ｂ）の条件を満たしているもの

（ａ）健太さんの目と木の先端の２点を通る直線をひいて用いること。

（ｂ）直線と、校舎を表す線分との交点から横断幕の位置を求めること。

・言葉を用いて、（ａ）、（ｂ）の条件を満たしているもの【正答】 ９．２ １１．８

・言葉が十分ではないが、図により「直線」や「交点」を補うこ ６．３ ９．２

とで、（ａ）、（ｂ）の条件を満たしているもの【正答】

・言葉を用いて、（ａ）、（ｂ）のいずれか、または両方について ４．６ ６．５

の説明が十分でないもの【正答】
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・図により「直線」や「交点」を補っても、（ａ）（ｂ）のいずれ ２８．３ ２７．７

か、または両方についての説明が十分でないもの【正答】

・横断幕を取り付ける位置を求める方法について、図を用いて説 ３．８ ５．４

明しているもの【正答】

・図により「直線」や「交点」を補っても、（ａ）、（ｂ）のいず １２．１ ８．０

れか、または両方について説明が十分でないもの

・横断幕を取り付ける位置を求める方法について、図を用いた説 ０．４ ０．９

明が十分でないもの

・横断幕を取り付けることについて言葉や図を用いて説明してい ２０．４ １６．６

るが、（ａ）、（ｂ）についての説明に誤りがあるもの

・上記以外の解答 ２．１ １．３

・無解答 １２．９ １２．１

正答率は５２．１％であり、全国平均正答率６０．６％を５ポイント以上下回っている。

誤答については、横断幕を取り付けることについて言葉や図を用いて説明しているが、「健太さ

んの目と木の先端の２点を通る直線をひいて用いること（用いるもの）」や「直線と、校舎を表す

線分との交点から横断幕の位置を求めること（用い方）」についての説明に誤りがある生徒が１６．

４％いる。

③指導の改善事項

○日常的な問題を解決するために、事象を理想化・単純化して考察し、得られた結果を事象に即し

て解釈できるようにする

日常的な事象の問題について、数学を活用して解決できるようにするために、事象を理想化・単

純化して数学の世界で考察し、得られた結果を事象に即して解釈できるように指導することが大切

である。

○問題解決の方法を数学的な表現を用いて説明できるようにする

様々な問題を解決する際に、実際に行った解決の過程を振り返り、解決方法について「用いるも

の」とその「用い方」の両方を指摘することにより、数学的な表現を用いて説明できるように指導

することが大切である。

（７）数と式

①出題の内容とねらい

事柄が成り立つ理由を説明する場面において、与えられた説明の筋道を読み取り、式を適切に

変形することで、その説明を完成することができるかどうかをみる問題である。《Ｂ問題２（１）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

・２（ｍ＋ｎ）と解答しているもの【正答】 ４９．２ ６１．２

・上記以外で、２ｍ＋２ｎと同値な式を解答しているもの ２．９ ２．５

・（ｍ＋ｎ）／２と解答しているもの ０．０ ０．０

・ｍ＋ｎと解答しているもの ０．８ ０．８

・４ｍｎと解答しているもの ２６．３ １５．１
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・偶数＋偶数など「偶数」という言葉を用いて解答しているもの ０．０ ０．２

・上記以外の解答 １７．１ １１．０

・無解答 ３．８ ９．３

正答率は４９．２％であり、全国平均正答率６１．２％を１０ポイント以上下回っている。２

６．３％の生徒が、４ｍｎと解答している。

③指導の改善事項

事柄が一般的に成り立つことを説明する際に、文字式や言葉を用いて根拠を明らかにすること

ができるように指導することが大切である。

例えば、「２つの偶数の和は、偶数になる」ことを説明するために、２ m ＋２ｎ を２（m ＋

ｎ ）と変形していることについて、「なぜ２×□の形にするのか」、「なぜ『m ＋ｎ は整数だ

から』という説明が必要なのか」などについて話し合う場面を設定することが考えられる。

（８）図形

①出題の内容とねらい

図形の性質を、構想を立てて証明することができるかどうかをみる問題である。《Ｂ問題４

（１）》

②解答状況 児童数の割合（%）

解 答 類 型 国東市 全国

（正答の条件）

次の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）とそれぞれの根拠を記述し、証明しているもの。なお、ここ

で根拠として求める記述は、正答例（「解説資料」参照）に記述されている程度のものとする。

（ａ）ＡＢ＝ＡＣ、ＢＤ＝ＣＥ

（ｂ）∠ＡＢＤ＝∠ＡＣＥ

（ｃ）△ＡＢＤ＝△ＡＣＥ

（ｄ）ＡＤ＝ＡＥ

・（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）とそれぞれの根拠を記述しているも ３．３ １４．６

の【正答】

・（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）の表現が十分でなかったり、記号を ２９．２ ２４．８

書き忘れていたりするが、証明の筋道が正しいとわかるもの。

【正答】

・上記以外で正しく証明しているもの【正答】 ０．０ ０．０

・上記以外で、根拠が抜けていたり、根拠の表現が十分でなかっ ０．４ ０．１

たりするが、証明の筋道が正しいとわかるもの【正答】

・上記について、根拠に誤りがあるもの ６．３ ８．４

・仮定として、ＡＤ＝ＡＥを用いているもの １０．４ ４．３

・（ａ）、（ｃ）または（ａ）、（ｃ）、（ｄ）について記述している ２．５ １．６

もの

・（ａ）のみを記述しているもの ０．０ ０．９

・上記以外の解答 ２３．８ ２３．０

・無解答 ２４．２ ２２．５
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正答率は３２．９％であり、全国平均正答率３９．４％を５ポイント以上下回っている。

③指導の改善事項

証明を書くことができるようにするために、証明を構想する活動を取り入れることが大切であ

る。その際、結論を導くために何がわかればよいかを明らかにしたり、与えられた条件を整理し

たり、着目すべき性質や関係を見いだしたりすることで証明の方針を立てることができるように

指導することが大切である。

また、証明の方針に基づいて証明を書くことができるようにするために、下の図のように、「証

明の方針」と「証明」の対応や順番について考える活動を取り入れることが大切である。その際、

証明は仮定から結論へ向けて書かれているが、証明の方針では、次の３つの事項について考えて

いることを確認する場面を設定することも考えられる。

Ⅰ 結論を示すために何がわかればよいか。

Ⅱ 仮定からいえることは何か。

Ⅲ ⅠとⅡを結び付けるには、あと何がいえればよいか。

３ 指導の改善のポイント（全体を通して）

（１）数と式

事柄が成り立つかどうかの判断に応じて、判断した理由を説明する活動を充実する。

（２）図形

証明の方針を立て、その方針に基づいて証明する活動を充実する。

（３）関数

・関数の意味を理解し、関数関係を見いだしたり、関数を判断したりする活動を重視する。

・事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明する活動を充実する。

（４）その他

・言葉、数、式、図、表、グラフなどを用いながら、根拠を明らかにして筋道を立てて説明した

り、問題解決の手順を説明したりする学習活動を行う。

・数学的にどのような表現をすべきかを考えさせ、それらを共有したり質的に高めていく活動を充

実させる。

・算数・数学的な活動を充実させ、問題解決に向けて、見通しや目的意識を持たせ、振り返らせる

活動を位置づける。

・自分の考えを深めるための書く活動や相手に分かりやすく説明するための書く活動を取り入れ、

学習の流れが分かり振り返りのできるノート指導に努める。

・定着を図るため繰り返し学習ができる帯時間の学習や家庭学習の充実を図る。

【参考・引用】

平成２６年度全国学力・学習状況調査報告書（文部科学省・国立教育政策研究所）
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児童

１ 調査結果の概要

（１）児童質問紙（小学校６年生対象）
全国値と比べ顕著な差があった項目

（「当てはまる」「どちらかというと当てはまる」等の肯定的な回答の割合の差が５ポイント以上あっ

た項目）

※①は「当てはまる」と回答した割合の全国値との差（ポイント）、②は「どちらかというと当てはまる」

と回答した割合の全国値との差（ポイント）

【プラス項目】

「家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか。」 （①＋３．６、②＋３．８）

「今住んでいる地域の行事に参加していますか。」 （①＋１０．４、②＋０．８）

【マイナス項目】

「友達に伝えたいことをうまく伝えることができますか。」 （①－７.４、②－１．４）

「家で、学校の授業の予習をしていますか。」 （①－７．４、②－２．３）

「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がありますか。」 （①－５．１、②－１）

「新聞を読んでいますか。」 （①－５．６、②－１．１）

「『総合的な学習の時間』では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを発表するなどの学習

活動に取り組んでいますか。」 （①－７．３、②＋１．３）

「学校の授業などで、自分の考えを他の人に説明したり、文章に書いたりすることは難しいと思いますか。」

（①＋０．８、②＋９．５）

「算数の授業で問題を解くとき、もっと簡単に解く方法がないか考えますか。」 （①－９．３、②＋１．３）

（２）生徒質問紙（中学校３年生対象）
全国値と比べ顕著な差があった項目

（「当てはまる」「どちらかというと当てはまる」等の肯定的な回答の割合の差が５ポイント以上あっ

た項目）

※①は「当てはまる」と回答した割合の全国値との差（ポイント）、②は「どちらかというと当てはまる」

と回答した割合の全国値との差（ポイント）

【プラス項目】

「家の人は、授業参観や運動会などの学校の行事に来ますか。」 （①＋１９．３、②－９．９）

「家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか。」 （①－０．２、②＋８．６）

「今住んでいる地域の行事に参加していますか。」 （①＋２．２、②＋６．４）

「『総合的な学習の時間』の授業で学習したことは、普段の生活や社会に出たときに役に立つと思います

か。」 （①＋２．８、②＋５．１）

「２年生のときに受けた授業のはじめに、目標（めあて・ねらい）が示されていたと思いますか。」

平成２６年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果分析（児童・生徒質問紙）
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（①＋１２．９、②－５．７）

「２年生のときに受けた授業の最後に、学習内容を振り返る活動をよく行っていたと思いますか。」

（①＋２．３、②＋１０．２）

「国語の勉強は大切だと思いますか。」 （①＋６．３、②－１．１）

「国語の授業の内容はよく分かりますか。」 （①－２．２、②＋９．８）

「国語の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思いますか。」

（①＋１２．４、②－５．７）

「数学の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思いますか。」

（①＋４．６、②＋１．１）

【マイナス項目】

「友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか。」 （①－３．２、②－２．５）

「将来の夢や目標を持っていますか。」 （①－１０．２、②－０．８）

「家で、学校の授業の予習をしていますか。」 （①－３．５、②－２．４）

「『総合的な学習の時間』では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを発表するなどの

学習活動に取り組んでいますか。」 （①－５．３、②－３．３）

「学校の授業などで、自分の考えを他の人に説明したり、文章に書いたりすることは難しいと思います

か。」 （①＋６．３、②＋０．８）

「国語の授業で自分の考えを書くとき、考えの理由が分かるように気を付けて書いていますか。」

（①－６．５、②－０．８）

２ 児童・生徒質問紙の調査結果をふまえて
○小学校６年生、中学校３年生ともに、「家で、自分で計画を立てて勉強している」割合が高く、学校と

家庭が連携した家庭学習の様子がうかがえる。

○小学校６年生、中学校３年生ともに、「今住んでいる地域の行事に参加している」割合が高く、児童生

徒と地域との結びつきが強いことがうかがえる。

○小学校６年生の回答で、「友達に伝えたいことをうまく伝えることができますか。」、「『総合的な学習の

時間』では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを発表するなどの学習活動に取り組ん

でいますか。」が、全国値と比べ肯定的に回答した児童の割合が低い。また、中学校３年生の回答で、「友

達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか。」、「『総合的な学習の時間』では、自分で課題

を立てて情報を集め整理して、調べたことを発表するなどの学習活動に取り組んでいますか。」が、全国値

と比べ肯定的に回答した生徒の割合が低いことは、授業の中で資料等を使って説明する活動の充実が求め

られていることがうかがえる。改善がなされれば、「学校の授業などで、自分の考えを他の人に説明したり、

文章に書いたりすることは難しい」と感じている児童の割合が少なくなり、表現力の向上につながること

が期待できる。

○「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がありますか。」、「新聞を読んでいますか。」の質問につ

いて、肯定的に回答している児童の割合が低いことから、児童の生活や学習と社会で起こっている出来事

とをつなげる指導の工夫が求められる。

○中学３年生は、教科・領域の学習が将来社会に出たときに役に立つと感じている生徒の割合が高く、学習

の必要性を十分感じていることがうかがえる。授業の中で、学習の有用性を感じさせることができている

成果といえる。
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児童

１ 調査結果の概要

（１）小学校：学校質問紙
全国値と比べ顕著な差があった項目

（「その通りだと思う」「どちらかといえば、そう思う」、「よく行った」「どちらかといえば、行った」等

を合計した肯定的な回答の割合の差が１５ポイント以上あった項目）

※①は「その通りだと思う」「よく行った」と回答した割合の全国値との差（ポイント）、②は「どちら

かといえば、そう思う」「どちらかといえば、行った」と回答した割合の全国値との差（ポイント）

【プラス項目】

「調査対象学年の児童は、学級やグループでの話し合いなどの活動で、自分の考えを相手にしっかりと

伝えることができていると思いますか。」 （①－０．１、②＋２０．８）

「調査対象学年の児童は、学級やグループでの話し合いなどの活動で、相手の考えを最後まで聞くこと

ができていると思いますか。」 （①－１．０、②＋１７．７）

「調査対象学年の児童に対して、前年度に、教科や総合的な学習の時間、あるいは朝や帰りの会などに

おいて、地域や社会で起こっている問題や出来事を学習の題材として取り扱いましたか。」

（①＋０．５、②＋１７．１）

「調査対象学年の児童に対して、前年度までに、コンピュータ等の情報通信技術（パソコン（タブレッ

ト端末を含む）、電子黒板、実物投影機、プロジェクター、インターネットなどを指す）を活用して、

子供同士が教え合い学び合う学習（協働学習）や課題発見・解決型の学習指導を行いましたか。」

（①＋１３．６、②＋４．１）

「調査対象学年の児童に対して、新年度に、国語の授業において、コンピュータ等の情報通信技術（パ

ソコン（タブレット端末を含む）、電子黒板、実物投影機、プロジェクター、インターネットなどを指

す）を活用した授業を行いましたか。」 （①＋２５．９、②＋１２．８）

「調査対象学年の児童に対する国語の指導として、前年度までに、補充的な学習の指導を行いましたか。」

（①＋１３．２、②＋６．８）

「調査対象学年の児童に対する国語の指導として、前年度までに、発展的な学習の指導を行いましたか。」

（①＋１４．２、②＋２６．９）

「調査対象学年の児童に対する国語の指導として、前年度までに、様々な文章を読む習慣を付ける授業

を行いましたか。」 （①＋１７．０、②－０．２）

「調査対象学年との児童に対する算数の指導として、前年度までに、発展的な学習の指導を行いました

か。」 （①＋１６．２、②＋２５．５）

「調査対象学年の児童に対して、前年度までに、博物館や科学館、図書館を利用した授業を行いました

か。」 （①－５．０、②＋２２．１）

「調査対象学年の児童に対して、前年度までに、家庭学習の取組として、調べたり文章を書いたりして

くる宿題を与えましたか。（国語／算数共通）」 （①＋５．２、②＋１７．０）

【マイナス項目】

「学校でテーマを決め、講師を招聘するなどの校内研修を行っていますか。」（①－３３．６、②＋１３．９）

（２）中学校：学校質問紙
全国値と比べ顕著な差があった項目

（「その通りだと思う」「どちらかといえば、そう思う」、「よく行った」「どちらかといえば、行った」等

平成２６年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果分析（学校質問紙）
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を合計した肯定的な回答の割合の差が１５ポイント以上あった項目）

※①は「その通りだと思う」「よく行った」と回答した割合の全国値との差（ポイント）、②は「どちら

かといえば、そう思う」「どちらかといえば、行った」と回答した割合の全国値との差（ポイント）

【プラス項目】

「調査対象学年の生徒に対して、前年度までに、学級全員で取り組んだり挑戦したりする課題やテーマ

を与えましたか。」 （①－１．６、②＋１８．９）

「調査対象学年の生徒に対して、前年度までに、総合的な学習の時間において、課題の設定からまとめ

・表現に至る探求の過程を意識した指導をしましたか。」 （①－１．６、②＋２２．０）

「平成２５年度全国学力・学習状況調査の自校の結果について、保護者や地域の人たちに対して公表や

説明を行いましたか。」 （①＋５．３、②＋１９．１）

「平成２５年度全国学力・学習状況調査や学校評価の自校の結果等を踏まえた学力向上のための取組に

ついて、保護者や地域の人たちに対して働きかけを行いましたか。」 （①＋４０．８、②－１８．０）

「全国学力・学習状況調査の結果を地方公共団体における独自の学力調査の結果と併せて分析し、具体

的な教育指導の改善や指導計画等への反映を行っていますか。」 （①＋３０．０、②－１４．５）

「学校の教員は、特別支援教育について理解し、前年度までに、調査対象学年の生徒に対する授業の中

で、生徒の特性に応じた指導上の工夫（板書や説明の仕方、教材の工夫など）を行いましたか。」

（①＋４５．３、②－２８．９）

「調査対象学年の生徒に対して、前年度までに、地域の人材を外部講師として招聘した授業を行いまし

たか。」 （①－１５．９、②＋３２．４）

「調査対象学年の生徒に対して、前年度までに、博物館や科学館、図書館を利用した授業を行いました

か。」 （①－１．８、②＋１１．８）

「学校支援地域本部などの学校支援ボランティアの仕組みにより、保護者や地域の人が学校における教

育活動や様々な活動に参加してくれますか。」 （①＋２４．４、②＋８．４）

「学校でテーマを決め、講師を招聘するなどの校内研修を行っていますか。」

（①－１４．２、②＋２９．４）

「知識・技能の活用に重点を置いた指導計画を作成していますか。」 （①＋９．９、②＋７．６）

「言語活動に重点を置いた指導計画を作成していますか。」 （①＋２８．２、②－８．７）

【マイナス項目】

「調査対象学年の生徒は、授業中の私語が少なく、落ち着いていると思いますか。」

（①－２１．２、②＋４．１）

「調査対象学年の生徒は、礼儀正しいと思いますか。」 （①－１１．８、②－３．２）

「調査対象学年の生徒は、学級やグループでの話し合いなどの活動で、自分の考えを相手にしっかりと

伝えることができていると思いますか。」 （①＋１６．９、②－５７．５）

「調査対象学年の生徒は、学級やグループでの話し合いなどの活動で、自分の考えを深めたり、広げた

りすることができていると思いますか。」 （①－７．４、②－３１．４）

「調査対象学年の生徒に対して、前年度までに、発言や活動の時間を確保して授業を進めましたか。」

（①－４．８、②－１３．５）

「調査対象学年の生徒に対して、前年度までに、将来就きたい仕事や夢について考えさせる指導をしま

したか。」 （①－１０．８、②－８．４）

「調査対象学年の児童に対して、前年度までに、コンピュータ等の情報通信技術（パソコン（タブレッ

ト端末を含む）、電子黒板、実物投影機、プロジェクター、インターネットなどを指す）を活用して、

子供同士が教え合い学び合う学習（協働学習）や課題発見・解決型の学習指導を行いましたか。」

（①－８．６、②－１７．６）

「平成２５年度全国学力・学習状況調査の自校の結果を分析し、具体的な教育指導の改善や指導計画等

への反映を行いましたか。」 （①－１．１、②－１９．２）
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「平成２５年度全国学力・学習状況調査の自校の結果を、調査対象学年・教科だけではなく、学校全体

で教育活動を改善するために活用しましたか。」 （①－２２．７、②＋７．３）

「調査対象学年の生徒に対する国語の指導として、前年度までに、目的や相手に応じて話したり聞いた

りする授業を行いましたか。」 （①＋６．１、②－３７．６）

「調査対象学年の生徒に対する国語の指導として、前年度までに、書く習慣を付ける授業を行いました

か。」 （①＋１４．８、②－３３．４）

「調査対象学年の生徒に対する国語の指導として、前年度までに、様々な文章を読む習慣を付ける授業

を行いましたか。」 （①＋１．７、②－３７．８）

「調査対象学年の生徒に対する国語の指導として、前年度までに、漢字・語句など基礎的・基本的な事

項を定着させる授業を行いましたか。」 （①＋１７．１、②－４０．４）

「調査対象学年の生徒に対する数学の指導として、前年度までに、発展的な学習の指導を行いましたか。」

（①－１０．８、②－２５．５）

「調査対象学年の生徒に対して、前年度までに、ボランティア等による授業サポート（補助）を行いま

したか。」 （①－７．８、②－１６．４）

「調査対象学年の生徒に対して、前年度までに、国語の指導として、家庭学習の課題（宿題）を与えま

したか。」 （①＋１．５、②－１７．４）

２ 学校質問紙の調査結果をふまえて
○小学校は、全国値を顕著に上回るプラス項目が多い。

（プラス項目：１１、マイナス項目：１）

学級やグループでの話し合い活動において、「相手の話を最後まで聞く」、「自分の考えを相手にしっか

りと伝えることができている」と児童の姿を肯定的に捉えている学校が多い。さらに、ＩＣＴ機器を活

用して子ども同士が教え合い学び会う学習や課題解決型の授業を取り入れている学校も多く、授業の中

で、子どもが表現し、子ども同士がしっかり関わり合いながら学習を進めていこうとする学校の意図が

うかがえる。

また、国語・算数では補充的な学習の指導だけでなく発展的な学習の指導も行われ、個に応じた指導

が進んできていること、図書館等を利用した授業も多く取り組まれていること、地域や社会で起こって

いる問題や出来事も多く扱っていること等の取組が学力調査の結果にも反映されていることが推測でき

る。

ただし、児童質問紙からは、「自分の考えを他の人に説明したり、文章に書いたりすることが難しい」

と感じている児童が多く、教師の意図や見取りと児童の思いにズレがある。今後は、より工夫した話し

合いの方法や表現の仕方を高めていく活動が求められる。

○中学校は、全国値を顕著に上回るプラス項目より、マイナス項目がやや多い。

（プラス項目：１２、マイナス項目：１６）

全国学力・学習状況調査の結果について、結果のみならず結果を踏まえた取組についても保護者等に

説明を行っている学校が多い。また、地域の人材（ボランティア含む）を活用し、保護者や地域の方と

連携し学校の教育活動を行っていることが特色としてあげられる。

また、指導計画について、知識・技能の活用に重点を置いたももの、言語活動の充実に重点を置いた

ものを作成している学校が多く、学習指導要領に沿った教育課程が編成できていることがうかがえる。

ただし、授業等の生徒の様子については、落ち着きのなさ・自分の考えを相手に伝える・話し合い活

動における深まり等について満足できるまでには至ってないと捉えている学校が多い。これは、生徒質

問紙の「友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか。」の問いに対して肯定的に回答して

いる生徒が少ないことに通じるものである。

今後は、教師の説明が中心の授業から、課題解決の過程で生徒が自ら考え、考えたことを話す（説明

する）・書く等の表現する機会を保障した授業づくりが求められる。
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