
Ｈ２７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
理科

国語
Ａ
国語
Ｂ
数学
Ａ
数学
Ｂ
理科

国東市 72.1 67.3 76.0 44.7 60.1 76.9 64.7 66.2 40.7 53.3

全国 70.0 65.4 75.2 45.0 60.8 75.8 65.8 64.4 41.6 53.0

全国
との差

＋2.1 ＋1.9 ＋0.8 ▲0.3 ▲0.7 ＋1.1 ▲1.1 ＋1.8 ▲0.9 ＋0.3

大分県 71.5 66.7 76.7 44.6 62.8 75.9 65.6 63.0 39.4 52.9

大分県
との差

＋0.6 ＋0.6 ▲0.7 ＋0.1 ▲2.7 ＋1.0 ▲0.9 ＋3.2 ＋1.3 ＋0.4

正答率（％）
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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（％）
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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（小学校）
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Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
国語Ａ -3.1 -3.0 -2.9 -2.0 1.9 2.1
国語Ｂ -1.6 -2.0 -5.2 -2.4 3.4 1.9
算数Ａ -1.1 -0.3 0.2 -1.0 3.2 0.8
算数Ｂ -2.5 -1.8 -2.3 -3.2 -0.3 -0.3
理 科 -1.7 -0.7

（ポイント）



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）
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Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
国語Ａ -0.6 1.9 0.9 -1.5 0.6 1.1
国語Ｂ -1.5 0.2 1.2 -2.1 -0.6 -1.1
数学Ａ -0.2 0.4 -0.5 -2.8 -0.4 1.8
数学Ｂ -2.3 0.4 -4.0 -2.5 -2.5 -0.9
理 科 0.5 0.3

（ポイント）



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年間の伸び 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
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Ｈ２４の小６ ３年間の伸び Ｈ２７の中３

国語Ａ －２．９ ＋４．０ ＋１．１

国語Ｂ －５．２ ＋４．１ －１．１

算数・数学Ａ ＋０．２ ＋１．６ ＋１．８

算数・数学Ｂ －２．３ ＋１．４ －０．９

理 科 －１．７ ＋２．０ ＋０．３

（国東市と全国との平均正答率の差の変化）



Ｈ２７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
９．８問

正答数が３割以
下の児童の
割合
２．８％
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Ｈ２７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
５．９問

正答数が３割以
下の児童の
割合
１６．７％
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Ｈ２７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
１２．０問

正答数が３割
以下の児童の

割合
５．２％
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Ｈ２７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
５．９問

正答数が３割
以下の児童の

割合
３６．４％
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Ｈ２７全国学力・学習状況調査（国東市小学校理科度数分布）

全国平均正答数
１４．６問

正答数が３割
以下の生徒の

割合
８．６％
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11

Ｈ２７全国学力・学習状況調査（国東市中学校国語Ａ度数分布）

正答数が３割
以下の児童の

割合
１．２％

全国平均正答数
２５．０問



Ｈ２７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
５．９問正答数が３割

以下の生徒の
割合
１４．０％
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Ｈ２７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
２３．２問

正答数が３割
以下の生徒の

割合
７．３％
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Ｈ２７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
６．２問正答数が３割

以下の生徒の
割合
４３．６％
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Ｈ２７全国学力・学習状況調査（国東市中学校理科度数分布）

全国平均正答数
１３．３問正答数が３割以

下の生徒の
割合
１９．５％
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Ｈ２７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「書くこと」、「読むこと」は、いずれも全国平均を上回っています。

国語Ａは「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」以外は、全国平均を下回って
います。 （％）
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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 1 52.6 57.1 53.0 

書くこと 1 83.7 85.6 86.0 

読むこと 4 55.1 55.2 55.2 

伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項

9 81.0 79.0 77.2 

国語Ｂ

話すこと・聞くこと 0

書くこと 6 63.1 62.7 61.1 

読むこと 6 70.8 69.6 68.1 

伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項

0

は、全国平均正答率を上回った項目



Ｈ２７全国学力・学習状況調査（小学校算数：領域別正答率）

算数Ａの「量と測定」は、全国平均をかなり上回っています。ただし、算数Ｂの「量と測定」
は、全国平均をやや下回っています。

（％）
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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 7 80.1 82.4 80.1 

量と測定 3 76.6 72.2 71.3 

図形 4 63.9 65.8 64.5 

数量関係 2 84.7 85.5 84.9 

算数Ｂ

数と計算 4 43.2 41.8 42.4 

量と測定 3 38.4 41.2 41.7 

図形 7 44.8 45.0 45.6 

数量関係 3 43.7 42.9 43.0 

は、全国平均正答率を上回った項目



Ｈ２７全国学力・学習状況調査（理科：領域別正答率）

小学校はすべての領域が全国平均に届いていませんが、中学校は生物的領域以外は
全国平均を上回っています。

（％）
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分類 区分
対象
設問数
（問）

国東市
大分県
（公立）

全国
（公立）

小学校

Ａ区分
物質 7 57.3 59.8 57.4 

エネルギー 6 63.3 67.1 65.6 

Ｂ区分
生命 6 60.9 64.2 61.2 

地球 7 56.6 59.0 57.8 

中学校

第１
分野

物理的領域 7 49.8 48.9 48.9 

化学的領域 7 57.0 57.2 56.2 

第２
分野

生物的領域 6 60.4 60.9 62.2 

地学的領域 6 46.9 45.7 46.4 

は、全国平均正答率を上回った項目



Ｈ２７全国学力・学習状況調査（中学校国語：領域別正答率）

国語Ａは「話すこと・聞くこと」以外は全国平均を上回っていますが、国語Ｂはすべての領
域で全国平均を下回っています。

（％）
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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 76.3 78.4 79.7 

書くこと 5 74.7 73.4 73.6 

読むこと 5 87.8 86.8 86.1 

伝統的な言語文化と国語の特質
に関する事項

19 74.7 73.2 72.9 

国語Ｂ

話すこと・聞くこと 3 71.9 71.1 72.2 

書くこと 3 35.9 35.7 36.7 

読むこと 6 61.2 62.8 62.6 

伝統的な言語文化と国語の特質
に関する事項

0 

は、全国平均正答率を上回った項目



Ｈ２７全国学力・学習状況調査（中学校数学：領域別正答率）

数学Ａのすべての領域で全国平均を上回っていますが、数学Ｂは「数と式」以外は全国
平均を下回っています。

（％）
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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 69.3 67.3 67.7 

図形 12 65.9 61.6 63.4 

関数 8 63.6 60.0 61.7 

資料の活用 4 63.4 60.2 63.0 

数学Ｂ

数と式 4 64.8 61.6 63.2 

図形 4 36.6 35.0 39.0 

関数 5 29.8 29.1 30.7 

資料の活用 2 27.7 29.3 31.2 

は、全国平均正答率を上回った項目



 
 
 
 
１ 結果のポイント 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
２ 課題が見られた問題と指導の改善事項 

 

＜国語Ａ（主として知識）＞ 

（１）話すこと・聞くこと（３） 

  （出題のねらい：話の内容に対する聞き方を工夫することができるかどうかをみる。） 

  ○聞き方の説明として適切なものを選択する。 

   （国東市 52.6％・全国 53.0％） 

   ・「話すこと・聞くこと」領域からはこの１問だけであった。本問は、代表委員会に出された提案を聞く

という場面設定であり、Ａ・Ｂ・Ｃそれぞれの聞き方について解答するものであった。完答しなければ

ならず、いずれか１つでも判断を誤ると正答とはならないので、全国でも正答率が５割程度であった。 

   ・解答類型からは、「提案の内容と自分たちの様子を重ね合わせる聞き方」に課題が見られた。 

   ・指導にあたっては、必要に応じてメモを取りながら整理して聞き、その内容について、自分の考えと比

べて共通点や相違点を分類したり、関連して考えたことなどを整理したりすることによって、相手の目

的や意図を捉えつつ、自分の考えをまとめることができるようにしていきたい。例えば、高学年では、

提案スピーチについて、提案の理由に着目して聞く、提案の内容と自分たちの様子とを重ね合わせて聞

く、提案の効果や妥当性を判断しながら聞くなどの「聞き方のポイント」を意識させながら聞く機会を

繰り返し設け、考えたことをまとめることができるように指導することが考えられる。 

平成２７年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果（小学校：国語） 

 
・小学校国語では、国語Ａ・国語Ｂともに正答率 
 は全国平均を上回った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・国語Ａでは、「伝統的な国語文化と国語の特質に関する事項」は全国平均を上回った。その他については、

「話すこと・聞くこと」「読むこと」はほぼ全国平均と同程度である。 
・国語Ｂでは、「書くこと」「読むこと」のみの出題であったが、いずれも全国平均を上回った。 

分類 領域 国東市 大分県 全国 

国語Ａ 

話すこと・聞くこと 52.6 57.1 53.0 

書くこと 83.7 85.6 86.0 

読むこと 55.1 55.2 55.2 

伝統的な国語文化と 

国語の特質に関する事項 
81.0 79.0 77.2 

国語Ｂ 

話すこと・聞くこと    

書くこと 63.1 62.7 61.1 

読むこと 70.8 69.6 68.1 

伝統的な国語文化と 

国語の特質に関する事項 

 
  

 

領域別正答率 

正答率 
小学校国語 

国語Ａ（知識） 国語Ｂ（活用） 

国東市 72.1 67.3 

大分県 71.5 66.7 

全国 70.0 65.4 

 

※全国平均に達していない項目に網かけ 



 

（２）書くこと（４） 

  （出題のねらい：具体的な事例を挙げて説明する文章を書くことができるかどうかをみる。） 

○説明の文章の書き方の工夫として適切なものを選択する。 

（国東市 83.7％・全国 86.0％） 

   ・「書くこと」領域からはこの１問だけであった。解答類型を見ると、誤答は選択肢の文章をうまく捉え

られなかったことが要因として考えられる。「○いろいろな具体例→×複数の事柄に共通する点」「○図

（イラスト）→×表やグラフ」慌てず正確に選択肢を吟味できるようにしたい。 

   ・指導にあたっては、伝えたいことを相手に分かりやすく説明するためには、伝えたいことの中心を明確

にし、その内容に合った具体的な事例を挙げて書くことが効果的であると理解できるようにしたい。具

体的には、伝えたいことを説明する文章について、具体的な事例を挙げて書いたものと挙げないで書い

たものを提示し、読み比べる学習を行うことが考えられる。比べることで、児童に具体的な事例を挙げ

て書いた方が、伝えたいことを相手にわかりやすく説明することができることを実感させる。また、「例

えば」「～などがそれにあたる」「～を例にあげて説明する」などの表現を例示して、わかりやすい説明

の仕方を指導することも大切である。 

 

（３）読むこと（５） 

  （出題のねらい：新聞のコラムを読んで、表現の工夫を捉えることができるかどうかをみる。） 

①コラムの中で筆者の読書体験が書いてあるまとまりを選択する。（５ 一） 

（国東市 58.9％・全国 59.5％） 

   ・新聞のコラムが取り上げられたのは今回が初めてである。本問の答えは２つあり完答しなければならな

い。設問中の「読書体験」という言葉をもとに、コラム中の「子どものころ」「再び読んだ」の言葉に

着目する必要があった。解答類型を見ると、いずれか１つのみ正答が 26％、２つとも誤答が 15％ほど

であった。 

・「言葉の意味をしっかり捉える」「ある言葉を他の言葉で言い換える」ような言語活動が必要である。 

②コラムの中で筆者が引用している言葉を書き抜く。（５ 二） 

（国東市 16.3％・全国 19.8％） 

   ・本問は「引用」についての出題であった。「引用」とは、本や文章の一節や文、語句などを引いてくる

ことであるという理解に課題があり、指導の充実が求められる。解答類型を見ると、「引用部分に着目

できているが、かぎ（「 」）の前から書き抜いている」「かぎ（「 」）に着目できているが便宜上のも

のや本の題名部分などである」といった惜しい誤答もあった。いずれも必要性や効果を考えた上で引用

している言葉を判断することができなかったものと考えられる。 

   ・指導にあたっては、「引用」の意味や仕方だけでなく、引用したことについて、児童が自分の思いや考

えを書くことなども指導することが必要である。調べ学習や作文指導などの際に「自分の考えの説得力

を高めたい」という目的意識や必要性を十分にもてる言語活動を位置付け、課題解決の過程において実

際に自分で使うことができるよう指導することが大切である。また同時に、著作権の尊重についてもふ

れていく。 

・新聞のコラムは、客観的な事実を伝える報道記事とは異なる特徴をもつ。しかし、様々な表現の工夫が

あり、「読むこと」だけでなく「書くこと」にもつながる教材でもある。指導にあたっては、例えば、

実際の新聞の中からコラムを集めて多読し、どのような話題が取り上げられているのか、それに対して

筆者がどのような考えをもっているのかを比べ読みするような指導が考えられる。 

 

（４）国語の特質に関する事項について 

・漢字の学習指導にあたっては、既習の漢字を意図的

に復習する等、家庭学習も含め計画的に繰り返し指導

する必要がある。また、漢字の持つ意味を考えながら

正しく使ったり、同音異義語に注意して使ったりする

ように指導することも大切である。 

・漢字を習得し語彙を広げるためには、国語事典や漢

字事典を日常的に利用して調べる習慣をつけることも      

①漢字を書く。（１二１）「シャワーをあびる」 
（国東市 56.9％・全国 58.4％） 

 ・「浴びる」と解答・・・・・・56.9％○ 
 ・上記以外の解答・・・・・・ 27.8％ 
 ・無解答・・・・・・・・・・ 15.3％ 



重要である。国語科の学習以外でも、必要な時に辞書を利用できるような言語環境を作っておくことが大

切である。 

・設問２は、主語・述語の関係を捉える問いが２問出題されたが、いずれも全国平均を上回った。主語と述

語は、文の骨格を成し、明瞭な文を書く上で最も基礎となるものである。「何が（は）～どうした」「何が

（は）～何だ」等の主語・述語の関係は、文章中でしっかりと捉えられるように、発達段階をふまえて低

学年のうちから繰り返し指導しておきたい。 

 

＜国語Ｂ（主として活用）＞ 

（１）書くこと（１） 

  （出題のねらい：目的や意図に応じ、記事に見出しを付けることができるかどうかをみる。） 

○見出しの表現の工夫についての説明として適切なものを選択する。（１ 二） 

（国東市 68.4％・全国 70.8％） 

   ・本設問は、新聞委員会で学校新聞を書くという場面設定の中で、読み手の関心を引くような見出しを付

けるというものであった。特にここでは、書き手が狙おうとする効果と表現の仕方を合わせて捉えるこ

とが求められていた。誤答は、正答以外の選択肢も見出しの付け方としては成立しているため、【実際

の大見出し】に合うものを考え合わせることができなかったものと考えられる。 

   ・指導にあたっては、同じ題材を取り扱った様々な記事を集め、それぞれの見出しを比べるなどして、そ

れらの効果について話し合うような活動が考えられる。この時、語句の反復、誇張、倒置、呼びかけな

ど、見出しの様々な表現の仕方にもふれておきたい。さらに、書き手の意図を推論しながら、自分なり

に考えた見出しを発表し合い、互いの感想や意見を交流するような活動も効果的である。 

 

  （出題のねらい：目的や意図に応じ、取材した内容を整理しながら記事を書くことができるかどうかをみる。） 

○【中田とよさんへのインタビューの様子】の内容をまとめて書く。（１ 三） 

（国東市 34.0％・全国 34.7％） 

   ・本設問は、インタビューの様子を参考にして複数の条件に合わせて記事を書くものであった。正答率は

全国と同程度であるが高くなく、目的や意図に応じ、取材した内容を整理しながら記事を書くことに課

題があることがわかった。１番多かった誤答は、２つの条件のうち１つのみの解答であり、複数の情報

を的確に関係付けてまとめることができていなかった。 

   ・指導にあたっては、取材した内容を新聞記事として書く際、事実と感想、意見などとを区別するととも

に、目的や意図に応じ、伝えたい内容が十分に伝わるように、取材した複数の内容を整理して書かせる

ことが必要である。具体的には、読み手に伝えたいことの中心を明確にした上で、自分で調べた内容や、

関係者に取材した事柄の中から取捨選択し、伝えたいことが読み手に伝わるように、整理して記事を書

く指導が考えられる。 

 

（２）読むこと（２） 

  （出題のねらい：目的に応じ、中心となる語や文を捉えることができるかどうかをみる。） 

○〔ア〕に入る言葉の意味として適切な内容を書き抜く。（２―ア） 

（国東市 74.2％・全国 75.5％） 

   ・今回初めて文章と図を関係付けて読むことが取り上げられた。その前段階として、中心となる語や文を

捉えることができるかどうかをみる問いであった。誤答の理由としては、本文中の冒頭に解答部分がで

てくるのだが、「○○とは、～のことをいう」「～のことを、○○という」というちょっとした言い方の

違いをうまく捉えることができなかった、もしくは「選択肢」の意味を的確に捉えることができなかっ

たものと考えられる。 

   ・説明された内容を的確に理解するためには、文章の内容や筆者の考えの中心となる語や文を捉えること

が重要である。指導にあたっては、中心となる語に着目した上で、その語を含む文全体の意味を的確に

理解させる活動が必要である。また、その文の内容が事実であるのか、感想や意見であるのかなどを、

区別して捉えることができるように指導する。その際、指示語や接続語、文末表現に注意することが大

切である。 

 

３ 指導の改善のポイント（全体をとおして） 



 （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ただ教えるのではなく、言語活動を通して指導事項を指導し、付けたい力を付けて

いく教科である。そのため、基礎基本の積み上げだけでは活用する力は高まらない。今後とも、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。 
・単元を構想する際、付けたい力とそれにふさわしい言語活動、教材はどのようなものかを適切に判断する

ことが求められる。そのために、 
    ①マトリクス型の年間指導計画を作成し教材と指導事項を確認すること 
    ②学習指導要領の言語活動例の確認をすること 

の２点については年度が始まるまでに行っておく必要がある。 
・「全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた授業アイデア例」を参考にすることも非常に有効である。 

 
 （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

導が大切である。 
・目的に応じた読み方を身につけさせるために、新聞、記録文、リーフレット、パンフレット、説明書等、

多様な資料を扱うような活動の充実を図ることが求められる。 
・国語科だけでなく、朝読書や他教科・領域での学習などを含め、年間を見通した計画的な図書館の利活用

を推進していくことが大切である。 
 
 （３）「めあて」の設定や指導にいかすことができる「より具体的な評価規準」の設定 

  ・単元の評価規準→指導過程の評価規準→本時の評価規準という道筋で、より具体的な評価規準「Ｂ 概ね

満足できる状況」を設定する。そして、この具体的な評価基準から本時のめあてを設定していくことが求

められる。 

  ・また、評価規準に基づき、「Ｃ 努力を要する状況」の児童を見極め、「Ｂ 概ね満足できる状況」になる

よう効果的な支援を行うことが必要である。 

 

 （４）国語科授業で取り組むべきこと 

  ・様々な言語活動や場面を利用して、記述する力を高める。知識の定着と活用力の育成には「記述する」こ

とが不可欠である。記述の指導は、「書くこと」の指導だけでなく、３領域１事項に係る様々な活動を効

果的に関連させることが重要である。また、条件や目的、字数や時間等に応じて書く力もつけていかなけ

ればならない。 

・考えを深めたり広げたりする「交流」の場面を単元の中に効果的に位置付ける。 
  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。 
    ・多くの友だちから多様な考えを聞き、自分の考えに生かす。 
・複数の資料を比べて読んだり、複数の条件をふまえて書いたりする問題が出題されるようになってきてい

る。まずは短い文章から「比べて読む」学習を積み重ねていきたい。 
 ・学習用語の確実な定着を重視する。教科書の巻頭・巻末等にまとめられている学習用語は、その学年で確

実に指導することが大切で、一度学習した用語は授業で使う。指導者があいまいな言葉を使わない。 

 

 （５）学校全体で取り組むべきこと 

  ・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。繰り返し学習できる環

境を学校全体で整えたり、国語科だけでなく各教科のノートや家庭学習等、様々な場面で指導したりする

ことが望まれる。 

  ・全校一斉読書や各教科及び領域において学校図書館を利活用していく。また、学年が上がるに従って、本

だけでなく、新聞、インターネット、テレビ、ラジオ等の様々な情報を利活用することも求められる（例  

各新聞社から配信されているワークシートを短時間で行う等）。そのために、国語科だけでなく、各教科

や領域において、図書館の利活用の推進をしなければならない。 

  ・「国語科データベース」や県「フォローアップシート」、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。 



 
 
 
１． 結果のポイント 

 ・算数 Aの正答率は 76.0％で、全国の 75.2％を 0.8 ポイント上回っている。大分県の 76.7％との

比較では、0.7 ポイント下回った。 

 ・算数 Bの正答率は 44.7％で、全国の 45％を 0.3 ポイント下回っている。大分県の 44.6％との比

較では、0.1 ポイント上回った。 

 ・算数 A の「量と測定」は 76.6％で、全国を 5.3 ポイントと大きく上回っているが、B は 38.4％

で、全国を 3.3 ポイント下回っている。 

 

２． 課題が見られた問題と指導の改善事項 

 

（１） 数と計算 □1 （３）短答式 

① 出題のねらいと内容 

【加法における計算の確かめの方法を理解している】 

小数の加法の結果を、減法を用いて確かめるとき、あてはまる数値の組み合わせを書く。 

  ②解答状況 
   正答率 76.1％  （全国 82.0％） 
   計算の確かめで、加法及び減法の計算においては、加法と減法が逆算になっていることを基に、

考えることにつまずきがある。 
③ 指導の改善事項 

    第 2 学年で学習した整数の加法や減法を例に挙げ、加法と減法の関係について見直し、それを

基に計算の結果を確かめる方法について確認する活動を取り入れる。 

（２） 数と計算 □2 （３） 短答式 

① 出題のねらいと内容 

【異分母の分数の減法を計算することができる】 

５／９―１／４を計算する。 

② 解答状況 
             解答類型 国東市（％） 全国（％） 
・11/36 と解答                    【正答】 77.0  81.4 
・1/9 または４/36 と解答（通分の誤り） 0.5 1.0 
・41/36 と解答（通分の誤り） 0.0 0.2 
・上記以外で分母が 36 と解答  11.0 6.9 
・4/5 と解答（通分をせずに分母・分子どうしをたしている。） 3.3 1.9 
・上記以外の解答 7.2 6.8 
・無回答 1.0 1.8 

③ 指導の改善事項 

    同じ大きさを表す異分母の分数を図や数直線を用いて確認する活動を取り入れるなどして、
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同じ大きさの分数が幾つもあることを理解できるようにする。異分母の分数を分母が共通な

分数に直すことによって、単位分数の幾つ分として考えることができ、同分母の分数の加法

及び減法と同じ処理ができることを捉えることができるようにすることが大切である。 

（３） 図形 □5 （２）短答式  

① 出題のねらいと内容 

【円の性質から三角形の等辺を捉え、二等辺三角形の性質から底角の大きさを求めることができ

る】 
円の中心と円周上の二点を頂点とする三角形の、角の大きさを求める。 

② 解答状況 
           解答類型 国東市（％） 全国（％） 
・55 と解答                      【正答】 59.3 64.5 
・110 と解答（180―70 としている） 1.9 1.6 
・40 と解答（○イの角を二等辺三角形と捉えている） 1.0 2.4 
・70 と解答（二等辺三角形の底角を正しく捉えることができず、 

○アの角と同じ角度を解答している） 
16.3 13.3 

・60 と解答（正三角形の 1 つの角の大きさを解答している） 6.2 3.7 
・上記以外の解答 13.4 12.2 
・無回答 1.9 2.4 

   ○円の性質から三角形の等辺を捉え、二等辺三角形の性質から底辺の大きさを求めることに課題

がある。 
  ③指導の改善事項 
    図形を構成する要素がもつ数量を求めたり、作図を行う活動や他の図形の考察を深めたりする

上で、図形の意味を理解したり、図形の性質を見つけたりすることは重要である。 
    円と三角形を組み合わせた図形についても、角の大きさや辺の長さなどを正しく求めるために

は、組み合わせた図形がどのような図形で構成されているかや、どのような図形の性質が用いら

れるかを見いだすことが必要である。 
    指導に当たっては、角の大きさや辺の長さの求め方が適切である根拠を明確にすることが大切

である。例えば本設問を用いて、一つの円の半径はどれも等しいことを基に示された三角形は二

等辺三角形であると考えたり、二等辺三角形では二つの角が等しいことを基に○イの角が等しい角

のうちの一つであると考えたりするなど、なぜその求め方で角の大きさを求めることができたの

か根拠を明確にしていくことが考えられる。 

（４） 数量関係 □7  選択式 

① 出題のねらいと内容 

【グラフに表されている事柄を読み取ることができる】 

ハンカチを５日間持ってきた人数が、学年全体の人数の半分より少ない学年は、4年生だけで

あることを示しているグラフを選ぶ。 

② 解答状況 
           解答類型 国東市（％） 全国（％） 
・1と解答（5 日間持ってきた学年の人数） 6.7 4.8 



・2 と解答（5 日間持ってきた学年別の人数の割合）    【正答】 79.4 81.8 
・3と解答（4 年生が持ってきた日数別の人数） 3.8 4.5 
・4と解答（4 年生が持ってきた日数別の人数の割合） 9.6 6.5 
・上記以外の解答 0.0 0.1 
・無回答 0.5 2.3 

③ 指導の改善事項 
    グラフの特徴を理解し、知りたい事柄や主張したい事柄を効果的に表現したり、それらの表現

から様々な事柄を読み取ったりすることができるようにする。 
    指導に当たっては、知りたい事柄や主張したい事柄を明確にもって資料を収集し、それらの事

柄を効果的に表現するために表やグラフに表す活動を設けることが大切である。 
    また、表やグラフに表されている事柄を読み取る際には、読み取りたい事柄を明確にすること

で、表やグラフから読み取ることができる事柄、読み取ることができない事柄を意識することが

必要である。例えば、本設問の「1」の棒グラフを用いて、ハンカチを 5 日間持ってきた人数が学

年全体の人数の半分より多いかどうかを判断する活動を設けることが考えられる。ハンカチを持

ってきた人数を読み取ることはできるが、学年全体の人数を読み取ることはできないことを明ら

かにして、ハンカチを 5 日間持ってきた人数が学年全体の人数の半分より多いかどうかは判断で

きないことを確認する学習が考えられる。 
   
 

（５）図形□1 （２）選択式  

  ①出題のねらいと内容 

  【平行四辺形の作図の方法を用いられる図形の約束や性質を理解している】 

   作図に用いられている平行四辺形の特徴を選ぶ。 

② 解答状況  

           解答類型 国東市（％） 全国（％） 
・○アと解答（向かい合った 2 組の辺がそれぞれ平行）   【正答】 3.1 54.6 
・○イと解答（向かい合った 2 組の角の大きさがそれぞれ等しい） 26.3 24.0 
・○ウと解答（向かい合った 2 組の辺の長さがそれぞれ等しい） 19.6 18.5 
・上記以外の解答 0.5 1.9 
○作図における三角定規を用いた操作の意味の解釈につまずきがある。 

  ③指導の改善事項 

    作図をする場面においては、「なぜそのような方法で作図することができるのか」と、その

操作の意味について考えることで、図形の約束や性質についての理解を深めることが大切で

ある。 

    指導に当たっては、例えば、本設問を用いて、「なぜ二つの三角定規を使えば平行四辺形が

かけるのか」と問うことが考えられる。その際に、三角定規をずらして平行な直線を引いて

いることと、平行四辺形の性質である、「向かい合った二組の辺がそれぞれ平行である」こと

を関連づけることで、図形の約束や性質についてのより確かな理解を図ることが大切である。 

（６）図形□1 （３）記述式 

問題 B 



①出題のねらいと内容   

  【示された二組の道のりが等しくなる根拠として、図形を見いだし、その図形の性質を記述で 

きる】 

   二組の道のりが、それぞれ等しくなることを書く。 

②解答状況 
           解答類型 国東市（％） 全国（％） 
・①地図に平行四辺形があること②「向かい合った 2 組の辺の長さがそ

れぞれ等しい」という特徴があること、の 2 つを書いている。 【正答】 
25.4 27.7 

・①②を書いていて、②以外の平行四辺形の特徴も書いているもの 4.8 7.4 
・①を書いていて、②以外の平行四辺形の特徴を書いているもの 7.7 7.4 
・①を書いているもの 24.9 23.5 
・②を書いているもの 2.4 1.3 
・②を書いていて、②以外の平行四辺形の特徴も書いているもの 0.0 0.3 
・②以外の平行四辺形の特徴を書いているもの 1.0 0.6 
・地図から平行四辺形以外の図形を見いだして書いているもの 1.9 0.9 
・上記以外の解答 19.1 16.7 
・無回答 12.9 14.3 

  ○示された二組の道のりが等しくなる根拠として、図形を見いだし、その図形の性質を言葉と

記号を用いて記述することに課題がある。 

 ③指導の改善事項 

   本設問は、図形の約束や性質を用いることで、日常の事象を解決するものである。図形を見

いだし、その図形の特徴を記述することを求めており、日常の事象と図形の約束や性質を関連

付けながら考えたり、説明したりする活動を設けることが大切である。 

   指導に当たっては、例えば、本設問のような地図を用いて、日常の事象の中から図形を見い

だすために、「地図の中からどのような図形が見つかりますか」と問い、図形を構成する辺の長

さや角の大きさ、それらの数などに注目して地図の情報と図形の性質を関連付けることが考え

られる。また、見いだした図形の性質を基に日常の事象を解決するために、「道のりに関係する

平行四辺形の約束や性質は何か」、「その性質を使うとどのようなことが言えるか」について話

し合う場を設けることも考えられる。 

   このように、図形の約束や性質を基に日常の事象を解決する活動を通して、日常生活と図形

の関連について関心を高めることが大切である。  

（７）量と測定・数量関係□2 （１）短答式 

①出題のねらいと内容 

 【単位量あたりの大きさを用いて、目的に応じた買い物の仕方を選択し、代金を求めることが 

できる】 

   トマトを 7 個買う時、もっとも安くなる買い方を選び、その時の代金を書く。 

②解答状況 

           解答類型 国東市（％） 全国（％） 
・３と解答（630 と解答している）           【正答】 61.7 64.8 
・３と解答（630 以外を解答している） 5.7 7.2 



・２または４と解答  29.7 24.3 
・１と解答 2.9 3. 
・上記以外の解答 0.0 0.3 
・無回答 0.0 0.3 

   ○単位量あたりの大きさを用いて、最も代金が安くなる買い物の仕方を選択し、代金を求め

ることに課題がある。 

   ○「２」または「４」を選択している誤答が多い。2個入りパック、3個入りパックを含むこ

とで、代金が安くなることを捉えているが、1個入りパックを含まない買い方をしたときの

代金が最も安くなることは捉えていないと考えられる。 

  ③指導の改善事項 

    本設問は、示された四通りの買い方のうち、最も代金が安くなる買い方を選択するもので

ある。考え方として、四通りの買い方についてそれぞれの代金を計算して比較する方法と、

それぞれのパックについてトマト１個あたりの値段を求め、1個当たりの値段が高いパックを

含まない買い方を選択する方法がある。本設問の場合は、どちらの方法も合理的な判断が可

能ではあるが、1個あたりの値段を考慮する方法がより能率的であるといえる。問題解決に際

しては、目的に応じて様々な考え方の中から適切なものを選択できるようにすることが大切

である。 

    指導にあたっては、例えば、本設問のように単位量あたりの大きさを考慮することで能率

的な処理が可能な題材を用いて、様々な考え方で問題を解決する活動が考えられる。 二つ

またはそれ以上の考え方を比較して、それぞれの方法が合理的であるか、どの方法がより能

率的に処理できるか話し合う場を設けるなど、合理的に判断し、能率的に処理できることの

よさを実感できるようにすることが大切である。 

 （８）数量関係□2 （２）短答式 

  ①出題のねらいと内容  

  【示された情報から基準量を求める場面と捉え、比較量と割合から基準量を求める事ができる。】 

   20％増量した商品の内容量が 480ml である時、増加前の内容量を求める式と答えを書く。 

 ②解答状況 
            解答類型 国東市（％） 全国（％） 
・480÷1.2 と解答   ・□×1.2＝480 と解答      
・480÷120×100 と解答 ・（増量後の洗剤の量）÷1.2 と解答  
                    （答え 400)   【正答】 

12.0 13.1 

・上記以外の式を解答・無回答           （答え 400） 1.0 1.3 
・上記の式を解答               （答え 400 以外） 0.0 0.3 
・増量前の量の 1％や 10％に当たる量を求める式を解答 
 例 480÷120   480÷12         （答え 400 以外） 

0.0 0.0 

・増量後の 1.2 倍、12 倍 120 倍に当たる量を求める式を解答 
 例 480×1.2                 （答え 400 以外） 

2.4 1.8 

・増量後の 80％に当たる量を求める式を解答 例 480×0.8  26.8 27.6 
・480÷0.2 と解答  ・480÷20 と解答 
・480×0.2 と解答  ・480×20 と解答     （答え 400 以外） 

39.7 36.6 



・480－20 と解答  ・480－0.2 と解答   
・480－120 と解答 ・480－1.2 と解答      （答え 400 以外） 

2.9 5.4 

・上記以外の解答 12.4 9.3 
・無回答 2.9 4.5 

   ○正答率が低く、示された情報から基準量を求める場面と捉え、比較量と割合から基準量を 

    求めることに課題がある。 
   ○多い誤答は、増量後の量を基準量として 20％減量した量が、増量前の量になると捉え、増

量後の量の 80％に当たる量を求める式を解答しているものである。また、20％増量前後の

数量関係を捉えることができずに、問題に示された量と割合を乗除の式に表わそうとして

いると考えられる。 

  ③指導の改善事項 

    指導に当たっては、比較量を求める場面の考え方を基にして、数量の関係を把握できるよ

うにすることが大切である。例えば、本設問を用いて、増量前の量を□として、20％増量し

た後の量が 480ml であることを右の図の

ような数直線に表わすことが考えられる。

図や数直線に表すことなどを通して、「比

較量である増量後の量は、基準量となる増

量前の量の 120％に当たる」「□の 1.2 倍

が480だから、式は□×1.2＝480になる」

というように数量の関係を整理して捉え

た上で、基準量を求めることができるよう

にすることが大切である。 

（９）数と計算４（３）選択式 

 ①出題のねらいと内容 

 【概数を用いた見積もりの結果とそれに基づく判断を理解し、3000 個集めればよい理由を記述 

できる】 

  目標を達成するには、12 月に 3000 個のキャップを集めればよいわけを書く。 

 ②解答状況 
              解答類型 国東市（％） 全国（％） 
【正答の条件】 
 次の①②③④の全て、または①②③、または①③④、または①③を書いている。 
①（はるかさんは）実際の数より小さい数にして見積もっていること 
②はるかさんの見積もりの結果は 7,000 個であること 
③集めた個数の合計は見積もりの結果、7000 個以上であること 
④実際に足りない個数は 12 月に集める個数 3000 個以下であること、または、12 月に集める

個数 3000 個集めれば目標 10000 個に達すること 
【正答例】 実際の数より小さい数にして和が 7000 だから、集めた個数の合計が 7000 個以上

であることがわかります。だから、実際に足りない個数は 3000 個以下です。つまり、12 月

に 3000 個集めれば目標 10000 個に達するからです。 
・①②③④の全てを書いている  ・①②③を書いている 
・①③④を書いている  ・①③を書いている       【正答】 

15.3 16.2 



・①②④を書いている  ・①②を書いている       【正答】 3.8 6.1 
・①④を書いている 2.4 5.0 
・①を書いている 3.8 8.0 
・①の誤りを書いている 14.8 8.8 
・②③④を書いている  ・②③をかいている 
・③④を書いている  ・③を書いている 

6.7 4.3 

・②④を書いている  ・④を書いている 27.3 20.7 
・②を書いている 4.8 4.3 
・上記以外の解答 6.7 11.3 
・無回答 14.4 5.3 

   ○目的に応じた見積もり方で求めた結果を基に、3000 個集めればよい理由を記述することに

課題がある。 

   ○問題に示されている内容は記述できているが、見積もり方や見積もりの結果の大小関係に

ついて正しく記述できていない。 

   ○およその数にして計算していることは捉えているが、判断の根拠となる内容を記述できて

いない。 

  ③指導の改善事項 

    12 月にペットボトルのキャップを 3000 個集めればよい理由を表現するには、「はるかさん

の 3 カ月間に集めた個数の合計を求める方法が、切り捨てて、千の位までのおよその数にし

て計算していること」だけでなく、「実際の数の和は 7000 以上になること」もあわせて表現

できるようになることが大切である。 

    指導に当たっては、目的に応じた見積もりの学習において、「計算の結果の見積もりを判断

する」算数的活動の中で、判断したことの根拠を過不足なく挙げて説明する場を学習指導の

中に取り入れることが大切である。例えば、「どのような概数で計算したのか」「計算の結果

はどうなったのか」「概算と実際の数の計算における結果とを比較していえることは何か」を

説明する際、目的と見積もり方を関連付けたり、見積もりの結果を目的と関連付けたりする

ことにより、筋道の立った説明へと練り上げていくことが考えられる。 

（１０）量と測定・図形□5 （１）記述式 

 ①出題のねらいと内容 

 【長方形の面積を２等分する考えを基に、分割された二つの図形の面積が等しくなる理由を記述

できる】 

  示された図において、分割された二つの図形の面積が等しくなるわけを書く。 

 ②解答状況 

           解答類型 国東市（％） 全国（％） 
【正答の条件】 
 次の①②③の全て、または①②を書いている。 
① アとイ、ウとエの面積がそれぞれ正しいことを示す数や言葉 
②オがアとウ、カがイとエをそれぞれ合わせた図形であることを示す数や言葉 
③同じ面積の図形を合わせていることから、オとカの面積が等しいことを示す数や言葉 
 



【正答例】  
・アとイの面積は等しく、ウとエの面積も等しいです。 

オは、アとウを合わせた図形で、カは、イとエを合わせた図形です。 
同じ面積の図形を合わせているので、オとカの面積は等しくなります。 

・アとイは面積が 4×６÷２＝12、ウとエは面積が 4×12÷2=24 です。 
オは、アとウを合わせた図形で、面積は 12+24＝36、 
カは、イとエを合わせた図形で、面積は 12+24＝36 です。 
オもカも面積が 36 ㎡だから、オとカの面積は等しくなります。 

・言葉で①②③の全てまたは①②を書いているもの    【正答】 7.7 12.2 
・数または数と言葉を使って①②③の全てまたは①②を書いているも

の                         【正答】 
0.0 0.2 

・①③または①を書いているもの 32.1 31.8 
・②③または②を書いているもの 10.5 5.8 
・③を書いているもの 6.7 6.6 
・オとカが合同であることを書いてあるもの 0.0 0.9 
・上記以外の解答 22.0 21.5 
・無回答 21.1 21.0 

   ○長方形の面積を 2 等分する考えを基に、分割された二つの図形の面積が等しくなる理由を

記述することに課題がある。 

   ○最も多い誤答について、オとカがそれぞれ等しい面積に分けられた図形どうしを合わせた

図形であることの記述ができていない。 

  ③指導の改善事項 

    算数の学習では、前提となる考えや理由などの根拠を明らかにして、論理的に考えたり説

明したりすることが大切である。 

    指導に当たっては、例えば本設問を用いて、二つの長方形を組み合わせるという発展的な

場面で、「対角線の交点を通る直線で長方形の面積を２等分する」という考えを基にして、「長

方形を組み合わせた図形の面積は 2 等分されている」という事柄が成り立つ理由を明らかに

していくことが考えられる。オとカの面積が等しくなる理由を説明する際、「アとイの中心を

通っているからアとイは等しい」といった根拠が不足した説明を示して、「もっと詳しく言え

ませんか」と発問し、解決のために必要な根拠を満たす説明となっているかを話し合う活動

も考えられる。 

（１１）量と測定・図形□5 （２）短答式 

 ①出題のねらいと内容 

 【条件を変更した場面に面積を 2 等分する考えを適用して、示された部分の面積を求めることが

できる】 

示された図形の色がついた部分の面積を求める。 

②解答状況 
          解答類型 国東市（％） 全国（％） 
・40 と解答                      【正答】 45.9 47.8 
・80 と解答 1.0 1.3 



・32 または 8 と解答 4.8 2.8 
・64 または 16 と解答 1.0 0.9 
・上記以外の解答 32.5 29.8 
・無回答 14.8 17.3 

  ○条件を変更した場面に面積を 2 等分する考えを適用して、示された部分の面積を求めること

に課題がある。 

 ③指導の改善事項 

   児童が算数を学ぶことの楽しさや意義を実感できるようにするためには、児童が目的意識を

もって主体的に取り組むような活動を設けることが大切である。また、児童が場面や数値など

の条件を変えて、発展的に考察していくことができるように教材を工夫することも大切である。 

   指導に当たっては、学習したことをさらに発展させて新たな問題を設定し、場面や数値など

の条件の異動を確認したり、問題の構造を比較したりするなどして、学習した考えをどのよう

に活用していくかを確認する場を設けることが大切である。例えば、本設問を用いて、図形の

形や数値などの条件が変わっただけで問題の構造は全く変わらないことや、2等分する考えを適

用すると、正方形を組み合わせて図形をつくる場面でも処理が容易にできることを話し合う場

を設けることが考えられる。 

  

３．指導改善のポイント（全体を通して） 

（１）数と計算 

 ○計算の結果を見積もり、計算の仕方を考え、結果を振り返って確かめる活動の充実 

 ・正しい計算結果を得るために、計算の結果を見積もる。 

 ・小数の仕組みや数の相対的な大きさに着目して計算の仕方を考える。 

 ・結果を振り返って確かめる。 

 ○日常生活の事象の解決に、目的に応じて概数や概算を活用し、結果の解釈と判断の根拠を算数   

  的に表現する指導の充実 

 ・日常生活の具体的な場面に即して、目的に応じて概数を用いて見積もったり、概数のための式 

  を比較したりする場を設ける。 

 ・概数の結果と実際の数との大小関係を捉え、判断の根拠を振り返り、判断の根拠として必要な 

  事柄が過不足なく示されているかを確認する。 

（２）量と測定 

 ○日常生活の事象の解決に、単位量当たりの大きさを活用して、合理的に判断し、能率的に処理 

  する活動の充実 

 ・日常生活の事象において、幾つかのものを比較したり、いつでも比較できるようにしたりする 

  ためには、単位量当たりの大きさを活用する合理的判断や、より能率的な処理ができることの 

  理解を深める。 

 ○示された考えを基に、条件を変更した場面で考察したり処理したりする指導の充実 

 ・問題を解決する際、児童が既習内容を活用し、根拠となる事柄を明らかにして考えるために、 

  場面や数値などの条件を変えて、発展的に考える活動を設ける。その際、変更した図形の形や 

  数値、問題の構造を比較し、考えをどのように適用するかを確認することで、基本的な問題で 

  用いた考えが適用できるよさを実感できるようにする。 

 



（３）図形 

 ○日常生活の事象を、図形の約束や性質と関連付けて考える活動の充実 

 ・図形の学習で展開される作図や構成の指導において、構成する要素に着目し、図形のどのよう 

  な約束や性質を用いているかを確認する。 

 ・日常生活の事象から図形を見いだし、図形の約束や性質と関連付けて考えることで、日常生活 

  と図形の関連について関心を高める。 

 ○図形の性質を基に、根拠となる事柄を過不足なく説明する指導の充実 

 ・事柄が成り立つことの根拠を説明する際、日常生活の事象と図形の性質とを関連付けて捉える 

  活動の充実を図る。 

 ・事柄が成り立つことの説明として必要な根拠を満たしているか話し合い、よりよい説明に表現 

  し直す指導を重視する。 

（４）数量関係 

 ○日常生活の事象の解決に、割合の考えを活用して、合理的に判断する活動の充実 

 ・示された情報から規準量と比較量を特定するために、問題の状況をていねいに読み解き、その 

  関係を図や数直線などに表して捉えるようにする。 

 ○考えを批判的に考察し、考えの妥当性を評価するとともに、それを基に考えを修正する指導の  

  充実  

 ・算数の学習においては、自分の考えを振り返り、誤りの原因や正しく判断できた理由を明らか 

  にするとともに、的確に修正することができるようにすることが大切である。  

（５）その他 

 ○算数的活動の充実 

 ○ねらいを達成するための言語活動の充実 

 ○数学的な用語を使った表現力の育成 

 ○家庭での学習習慣を身につける適切な指導 

  

 

 【参考・引用】平成 27 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） 



平成２７年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果分析（小学校：理科）

１．結果のポイント

・全国平均との比較では、－０．７ポイントで全国平均を下回った。

・県平均との比較では、－２．７ポイントで県平均を下回った。

・「知識」では全国平均を上回っているものの、「活用」では全国平均を下回った。

・「物質」「エネルギー」「生命」「地球」の全区分で全国平均を下回った。

・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）エネルギー（振り子の運動の規則性）

①出題の内容とねらい

振り子時計の調整の仕方を調べるための実験について，条件を制御しながら構想できるかどうか

をみる。《１－（１）》

②解答状況 児童数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

１、３（ふりこの長さのみを変えて調べる）と解答【正答】 69.9 77.6

１、２（おもりの重さのみを変えて調べる）と解答 8.1 5.5

３、４（おもりの重さのみを変えて調べる）と解答 9.1 5.9

１、４（ふりこの長さとおもりの重さを変えて調べる）と解答 1.9 2.0

２、３（ふりこの長さとおもりの重さを変えて調べる）と解答 1.9 2.2

２、４（ふりこの長さとおもりの重さを変えて調べる）と解答 8.6 6.3

上記以外の解答 0.5 0.4

無回答 0.0 0.2

誤答のおもりの重さのみを変えて調べると解答している。振り子が１往復する時間はふりこの長

さによって変わるものであり、おもりの重さによっては変わらないことの理解が十分でないことが

あると考えられる。また、２つの条件を変えている実験を選択していることは、予想を確かめるた

めに変える条件を１つだけにして条件を制御しながら実験を構想することができていないものと考

えられる。

③指導の改善事項

指導に当たっては、学習したことを日常生活に適用して見いだした問題において、変化の様子な

どからどの要因が変化に関係しているのか調べるために、変える条件と変えない条件を表に整理し

て実験を計画するなどの学習活動が考えられる。

（２）エネルギー（振り子の運動の規則性）

①出題の内容とねらい

振り子の運動の規則性を振り子時計の調整の仕方に適用できるかどうかをみる。《１－（２）》

②解答状況 児童数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国



１（おもりの動き始めの位置を上げて、ふれはばを大きくする）と解答 15.3 11.3

２（おもりの動き始めの位置を下げて、ふれはばを小さくする）と解答 17.7 17.5

３（おもりをじくに沿って上げる）と解答【正答】 56.9 61.2

４（おもりをじくに沿って下げる）と解答 9.1 9.2

上記以外の解答 0.0 0.0

無回答 1.0 0.7

振り子の運動の規則性を的確に捉え、振り子時計の調整の仕方に適用することに課題がある。誤

答の解答類型２と３の振れ幅を大きくしたり小さくしたりするものを選んでいることから、振り子

が１往復する時間を短くするためには振れ幅の大小に関係すると捉えていることが考えられる。ま

た、解答類型４はふりこの長さを長くすると振り子の１往復する時間が長くなることの理解が十分

でないものと考える。

③指導の改善事項

指導に当たっては学習を通して獲得した知識を身の回りの事物・現象に当てはめて考える思考の

過程を言葉で整理したり、振り子時計のおもりの位置や軸が学習で用いた実験用振り子のどの部分

に当たるのかを確認したりする学習活動が考えられる。

（３）エネルギー（金属の温度による体積変化）

①出題の内容とねらい

熱膨張が小さい金属について，グラフを基に考察して分析した内容を記述できるかどうかをみる。

《１－（３）》

②解答状況 児童数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

番号 わけ

①、②のすべてを記述しているもの【正答】 2.4 3.2

４と解答 ①のみを記述しているもの【正答】 58.9 58.6

②のみを記述しているもの【正答】 0.0 1.0

累計１から累計３以外の解答 18.7 21.2

無解答

１（アルミニウム）と解答 12.4 8.6

２（銅）と解答 2.9 3.2

３（金）と解答 4.3 2.9

上記以外の解答 0.0 0.2

無回答 0.5 1.1

熱膨張が小さい金属について、グラフを基に考察して分析し、他と比較して解釈した内容を記述

することに課題がある。４と解答しているもののわけを鉄の長さの変化についてのみ記述しており、

4 つの金属を比較して、鉄が温度による長さの変化が最も少ないという表現ができていないものと

考えられる。

③指導の改善事項

指導に当たっては、表現したことを振り返り、事実の捉えは適切か、解釈した内容は問題と正対

しているかなどを確認すると同時に、事実と解釈の両方を表現することがより的確説明になること



を捉えられるように指導することが大切である。

（４）生命（養分摂取）

①出題の内容とねらい

生物の成長に必要な養分のとり方について，調べた結果を視点をもって考察して分析できるかど

うかをみる。《２－（２）》

②解答状況 児童数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

１（自分でほかの生物の養分をとり入れている）と解答 8.6 5.3

よ ２（もともともっている養分を使っていること）と解答【正答】 74.2 76.3

し ３（母親から養分をもらっていること）と解答 5.3 6.4

子 ４（自分で養分をつくっている）と解答 11.0 10.9

上記以外の解答 1.0 0.5

無回答 0.0 0.6

１（自分でほかの生物の養分をとり入れている）と解答【正答】 65.6 69.0

ひ ２（もともともっている養分を使っていること）と解答 4.3 2.3

ろ ３（母親から養分をもらっていること）と解答 6.7 7.8

し ４（自分で養分をつくっている）と解答 22.0 19.6

上記以外の解答 1.4 0.6

無回答 0.0 0.8

生物の成長に必要な養分のとり方について、調べた結果を視点をもって考察して分析することに

課題がある。メダカや人、インゲンマメについて、成長に必要な養分のとり方という視点で分析し、

自分で他の生物の養分を取り入れるまでは、もともともっている養分を使っていることを捉えられ

ていなかったり、他の生物を自ら食べ物として取り入れているメダカや人では、えさや食物を摂取

することと養分をつくりだすことを混同して捉えたりしていることが考えられる。

③指導の改善事項

指導に当たっては、養分のとり方について考察する際に、子メダカの腹がだんだん小さくなる様

子とインゲンマメの子葉が発芽後にしぼんでいくことから含まれていた養分が成長に使われたとい

う観点で共通点を見いだしたり、母体内の人は胎盤を通して母親から養分を受け取っているという

観点でメダカやインゲンマメとの差異点を捉えたりするなどの学習活動が考えられる。

（５）生命（植物の成長と条件）

①出題の内容とねらい

植物の適した栽培場所について，成長の様子と日光の当たり方を適用して，その内容を記述でき

るかどうかをみる。《２－（５）》

②解答状況 児童数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

番号 わけ

①、②のすべてを記述しているもの【正答】 24.9 33.0

４と解答 ①のみを記述しているもの【正答】 9.6 6.6



②のみを記述しているもの【正答】 5.3 4.7

累計１から累計３以外の解答 5.7 5.5

無解答

１と解答 15.8 14.7

２と解答 27.8 23.6

３と解答 11.0 9.2

上記以外の解答 0.0 0.2

無回答 0.0 2.8

植物の適した栽培場所を判断する場合において、植物の様子と日光の当たり方を適用して考察す

ることに課題がある。誤答のヒマワリとインゲンマメを交互や順番に植えると考えた児童は、草丈

の違いと栽培場所のとの位置関係により日陰ができることについて考えることができず、適切に判

断することができていないものと考えられる。

③指導の改善事項

アサガオなどの栽培経験から植物を育てる際には、鉢を日光がよく当たる場所に置くようにした

ことを想起したりするなどの学習活動が考えられる。栽培園などで異なる種類の植物を栽培する際

には、学級全体で植物の生育の仕方と日光の当たり方や日陰のでき方を考えながら栽培活動につい

て話し合うなどの機会を持つことも大切である。

（６）粒子（水の三態変化）

①出題の内容とねらい

水蒸気は水が気体になったものであることを理解しているかどうかをみる。《３－（１）》

②解答状況 児童数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

１と解答【正答】 80.4 81.9

２と解答 12.9 9.8

３と解答 1.9 4.4

４と解答 4.3 3.2

上記以外の解答 0.0 0.2

無回答 0.5 0.5

８割の正答率があるものの全国は下回っている。２と解答しているのは、液体である湯気と気体

である水蒸気を区別することができていないものと考えられる。

③指導の改善事項

指導に当たっては、例えば、水を加熱して沸騰する様子を観察し、水の中から出てくる泡や白く

見えている湯気などについて、「温められて沸騰した水は気体となり、水蒸気として空気中にでた。」

「周りの空気に冷やされた水蒸気は液体となり、白く見える湯気になった。」など、観察したこと

について温度の変化に着目して水の状態を言葉で説明するなどの学習活動が考えられる。

（７）粒子（水の温まり方）

①出題の内容とねらい

予想が一致した場合に得られる結果を見通して実験を構想できるかどうかをみる。《３－（２）》



②解答状況 児童数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

１と解答 21.1 14.9

２と解答 7.2 5.2

３と解答 17.7 24.5

４と解答【正答】 52.6 54.0

上記以外の解答 0.5 0.7

無回答 1.0 0.7

予想が一致した場合に得られる結果を見通して実験を構想することに課題がある。誤答ではりか

子さんの予想が一致した場合に得られる結果とは無関係に判断したものと考えられる。

③指導の改善事項

指導に当たっては、約４０℃で青からピンクに変色するサーモインクを用いた実験方法が考えら

れる。その際、どのような順番でサーモインクが変色し温度が高くなるか予想し、その理由を説明

したりするなどの学習活動が大切である。それにより、自分の考えと異なる他者の予想に対しても、

結果の見通しをもつこととなる。

（８）粒子（物の溶け方の規則性）

①出題の内容とねらい

析出する砂糖の量について分析するために，グラフを基に考察し，その内容を記述できるかどう

かをみる。《３－（６）》

②解答状況 児童数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

番号 わけ

①、②のすべてを記述しているもの【正答】 21.5 24.9

２と解答 ②のみを記述しているもの【正答】 3.3 2.8

①のみを記述しているもの【正答】 1.4 1.1

累計１から累計３以外の解答 11.5 13.7

無解答

１と解答 10.0 8.9

３と解答 37.8 30.9

４と解答 11.5 11.7

上記以外の解答 0.0 0.2

無回答 2.9 5.7

温度の変化に伴って変わる析出する量について、グラフを基に考察して分析することに課題があ

り指導の充実が求められる。３と解答した反応率は 37.8 ％である。これは、５℃の水に溶ける砂

糖の量のみをグラフから読み取って判断したものと考えられる。温度によって砂糖が溶ける量が変

化し、温度が下がることで溶けていた砂糖が析出することを捉えることができていないものと考え

られる。

③指導の改善事項

指導に当たっては、まず、水の温度を上げながらミョウバンなどが溶けていく様子とともに、温



度を下げながら析出する様子をじっくりと観察する場面を設定することが重要である。水溶液を冷

やすことで溶かした物が結晶となって水溶液中から見えてきたり、水溶液の温度が上昇することで

その結晶が見えなくなったりするということを繰り返し観察し、実感を伴って理解することが大切

である。

（９）地球（星の動き方）

①出題の内容とねらい

星座の動きを捉えるための適切な記録方法を身に付けているかどうかをみる。《４－（３）》

②解答状況 児童数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

１，４と解答（順不同）【正答】 46.4 55.3

１，２と解答 18.2 12.9

１，３と解答 6.2 4.1

２，４と解答 20.6 21.8

３，４と解答 1.4 1.2

２，３と解答 4.8 2.0

上記以外の解答 0.0 0.5

無回答 2.4 2.2

星座の動きを捉えるための適切な記録の技能に関する知識の定着に課題がある。時刻を選択して

いない誤答では、時刻を記録することの必要性について理解できていないものと考えられる。目印

となる電柱を選択していない誤答は、時間の経過を伴う星座の動きを記録するために、時間が経過

しても位置が変わらない電柱などの地上のものを目印にして記録することの必要性について理解で

きていないものと考えられる。

③指導の改善事項

指導に当たっては、例えば、日中の月を観察する機会を通して、観察する際に立つ位置を一定に

し、調べる時間の間隔を決めて観察するといった定点観察の方法や、基準となる目印を決めて常に

その目印とともに月の位置を記録するといった記録の仕方について話し合い、適切な観察や記録方

法を捉えるなどの学習活動が考えられる。

（１０）地球（星の動き方）

①出題の内容とねらい

星座や雲の動きについて，観察記録を基に考察して分析できるかどうかをみる。《４－（４）》

②解答状況 児童数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

１と解答 12.0 9.1

２と解答 8.6 10.6

３と解答 14.8 12.2

４と解答【正答】 61.7 65.0

上記以外の解答 0.0 0.1

無回答 2.9 3.0



星座や雲の動きについて、観察記録を基に考察して分析することに課題がある。さらには、その

観察記録に時刻を記載する必要性について理解できていない児童がいると考えられる。

③指導の改善事項

自然の事物、現象の変化を捉えるためには、観察記録を時系列で捉え、変化の様子を考察して分

析することが大切である。指導に当たっては、星座のシュミレーションソフトを使っての時間の変

化に伴う星座の位置の変化について確認する学習活動が考えられる。また、時刻の間隔を変えたと

きの星座の動く様子を捉える学習活動なども考えられる。

３．指導の改善のポイント（全体を通して）

物質

○ 変化とその要因とを関係付けて考える活動の充実

析出する砂糖の量について、グラフを基に考察して分析するためには、水に溶ける量の変化とそ

の要因となる温度とを関係付けて考えることが重要である。そのためには、例えば、水に溶けてい

る砂糖の量を電子てんびんなどを用いて可視化し、析出する場合も含めて水の温度に伴って溶けて

いる砂糖の量の変化をおおむね捉えられるようにすることが考えられる。このように物が水に溶け

る量は水の温度によって違うことや、この性質を利用して溶けているものを取り出すことについて、

実感を伴って理解できるようにすることが大切である。

○ 器具の操作の意味を捉え、適切な扱い方を理解する指導の充実

メスシリンダーで一定量の水をはかり取る適切な扱い方を身につけるためには、器具の操作手順

の理解だけではなく、操作の意味を捉えることが重要である。そのためには、スポイトの機能を確

認した上で、水の平らな部分を読み取ることや、スポイトの先を水の中に入れずに水の量を調整す

ることの意味について考えられるように指導することが大切である。

エネルギー

○ 用いた性質や働きを明らかにしてものづくりをする活動の充実

学習を通して明らかになった性質や働きを活用してものづくりをするには、どのような性質や働

きをどのような仕組みに適用してものづくりをしようとするのかあらかじめ明らかにすることが重

要である。そのためには、まず、適用しようとする性質や働きを確認する時間を十分確保すること

が考えられる。その上で、ものづくりの計画段階では、図や言葉をを使って設計図などを作成する

ことを通して、ものづくりで用いた性質や働きを明らかにすることが大切である。

○ 事実と解釈したことを示して判断の根拠や理由を説明する指導の充実

考察したことや判断した理由を説明する際には、観察、実験の結果を基に事実と解釈の両方示す

必要があることを理解することが重要である。そのためには、表現したことを振り返り、事実の捉

えは適切か、解釈した内容は問題と正対しているかなどを確認させると同時に、事実と解釈の両方

を表現することがより的確な説明になることを捉えられるように指導することが大切である。

生命

○ 学習を通して獲得した知識を実際の自然や日常生活に当てはめて考える活動の充実

植物の適した栽培場所を判断する場合において、植物の成長の様子と日光の当たり方を適用して

考察するには、それまでの学習を通して獲得した知識を実際の自然や日常生活の事物・現象に当て

はめて考える必要がある。そのためには、例えば、日光の当たり方の違いによって同じ種類の植物



でも成長の様子に違いが見られることを捉えたり、アサガオなどの栽培経験から植物を育てる際に

は、鉢を日光がよく当たる場所に置くようにしたことを想起したりすることが考えられる。このよ

うに、日頃から身の回りで見られる自然や日常生活の事物・現象について、これまでに学習した内

容を適用して考えることが大切である。。

地球

○方位を捉えながら月や星を観察する指導の充実

月や星の見える方向を判断するためには、日頃から生活している場所での方向を感覚的に捉えて

おき、観察時には方位磁針を用いて方位を正確に調べた上で観察することが重要である。そのため

には、月や星の観察は夜間に家庭で行うことが多いことを踏まえ、観察前の授業において方位磁針

の使い方や教室での方位を確認したり、教室の壁面などに方位を掲示したりするなどして、事前に

方位を意識しながら月や星の観察ができるようにしておくことが大切である。

○時間の経過に伴う月の見え方の変化を捉える活動の充実

月は１日のうち時刻によって形は変わらないが、位置が変わることを捉えるためには、時間ごと

に月が見える方位や高さ、見える形を観察し、月の動きと時間の経過とを関係付けて考えることが

重要である。そのためには、複数の観察の機会を設定して観察や記録の技能を習得した上で、観察

した様子を丁寧に記録し、その記録を基に話し合うことが大切である。

【参考・引用】

平成２７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）



平成２７年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果分析（中学校：国語）

１ 結果のポイント

・全国平均との比較では、国語Ａは＋１．１ポイント

（昨年度：＋０．６ポイント）で全国平均を上回った

が、国語Ｂは－１．１ポイント（昨年度：－０．６ポ

イント）となり、全国平均に届いていない。

・当該学年が小学校第６学年の時の全国平均との差を

比較すると、国語Ａでは＋４．０ポイント、国語Ｂで

は＋４．１ポイントとなり伸びが見られる。

・領域別では、国語Ａにおいては全ての領域において全国平均を上回っている。しかし、国語Ｂにおいては、

全ての領域において全国平均を下回る結果となっている。

２ 課題が見られた問題と指導の改善事項

Ａ問題

（１）話すこと・聞くこと

①出題のねらい 《Ａ問題 １ 二 》

聞き手を意識し、分かりやすい語句を選択して話すことができるかどうかをみる。

②解答状況

正答率は６１．０％であり、全国平均正答率６５．０％を４ポイント以上下回っている。聞き手にとって

わかりやすい言葉に直して話すことに課題がある。

③指導の改善事項

スピーチなどの活動を行う際には、話の速度や音量、言葉の調子や間の取り方などについて、これまで学

習してきてことを振り返るとともに、聞き手にとって分かりやすい言葉を選択して話すことが大切である。

聞いただけでは意味がわかりにくい言葉や日常生活で使うことが少ない言葉などについては、聞き手の反応

中学校：国語

正答率 国語Ａ 国語Ｂ

国東市 ７６．９ ６４．７

大分県 ７５．９ ６５．６

全国 ７５．８ ６５．８

分類 国東市 大分県 全国

話すこと・聞くこと 76.3 78.4 79.7
国 書くこと 74.7 73.4 73.6
語 読むこと 87.8 86.8 86.1
Ａ 伝統的な言語文化と国語 74.7 73.2 72.9

の特質に関する事項

話すこと・聞くこと 71.9 71.1 72.2
国 書くこと 35.9 35.7 36.7
語 読むこと 61.2 62.8 62.6
Ｂ 伝統的な言語文化と国語

の特質に関する事項

１ 二 生徒数の割合（％）

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 「成否」という言葉を、聞いて分かりやすい表現に適切に直して書いて

いる

② 「この企画が」と「は、彼のさじ加減一つで決まる。」に適切に続くよ

うに、十字以内で書いている。

・条件①②を満たして解答しているもの ６１．０ ６５．０

・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 ０．８

・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 ２３．７ １４．１

・上記以外の解答 ８．１ ８．０

・無回答 ６．８ １２．０



を踏まえてわかりやすい言葉に言い換えたり、説明を加えたりするように指導する必要がある。その際、言

い換えた言葉が文脈に沿った正しい表現になっているかなどを確かめさせることも大切である。

①出題のねらい 《Ａ問題 ８ 二 》

必要に応じて質問しながら聞き取ることができるかどうかをみる。

②解答状況

正答率は６７．８％であり、全国平均正答率７６．１％を８ポイント以上下回っている。相手の発言を受

けて、具体的な話を聞き出すための質問がどのようなものかを理解できていないものだと考えられる。

③指導の改善事項

質問をしながら話を聞く際には、相手の話の内容を踏まえ、事前に用意した質問だけでなく、より具体的

な答えや話などを引き出すための新たな質問をすることが大切である。また、話の途中や話が終わった時点

で質問するなど、適切な機会を捉えて質問することも重要である。例えば、テーマを設けて相互にインタビ

ューし合い、話し手と聞き手のやり取りを振り返って評価し合うなどの学習活動も考えられる。

（２）伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

①出題のねらい 《Ａ問題 ９ 二 １ 》

文脈に即して漢字を正しく読むことができるかどうかをみる。

②解答状況

正答率は７２．０％であり、全国平均正答率７８．２％を６ポイント以上下回っている。「さい」だけ正し

く解答している誤答類型が多い。

③指導の改善事項

漢字を読むことの指導においては、文脈の中でどのような意味で用いられているかを理解しながら読むよ

うに指導することが大切である。例えば、辞書を活用して、漢字一字一字の音訓を確かめるとともに、その

漢字が用いられたいろいろな語句を、実際の文章の中で使う学習が有効である。

９ 二 １ 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

・「しょうさい」と解答しているもの ７２．０ ７８．２

・「しょうさい」のうち「しょう」だけ正しく解答しているもの ０．０ ０．４

・「しょうさい」のうち「さい」だけ正しく解答しているもの ２０．３ １１．８

・上記以外の解答 ５．９ ４．５

・無回答 １．７ ５．１

８ 二 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

・１ と解答しているもの ６７．８ ７６．１

・２ と解答しているもの ２２．５ １５．４

・３ と解答しているもの ３．４ ３．７

・４ と解答しているもの ５．５ ４．１

・上記以外の解答 ０．０ ０．０

・無回答 ０．８ ０．７



①出題のねらい 《Ａ問題 ９ 三 イ 》

語句の意味を正しく理解し、文脈の中で適切に使うことができるかどうかをみる。

②解答状況

正答率は５２．５％であり、全国平均正答率５５．５％を３ポイント下回っている。「口火を切る」という

慣用句の意味が理解できていないものと考えられる。

③指導の改善事項

語句の意味について理解を深めるためには、語句の辞書的な意味を基にして、文脈に即して意味を捉える

ように指導することが大切である。特に、日常生活で使うことの少ない語句について指導をする際には、実

際に使われている場面を取り上げてその意味を確認し、短文を作ったり、別の表現で言い換えたりする学習

活動が有効である。また、誤った意味で使われやすい言葉や、使い分けが紛らわしい言葉を指導する際には、

語句の意味や用法を具体的な場面と合わせながら学習することが大切である。さらに読書指導と関連付けて、

機会を捉えて指導することも効果的である。

①出題のねらい 《Ａ問題 ９ 七 １ 》

漫画の内容を参考にして、登場人物の思いやものの見方を想像することができるかどうかをみる。

②解答状況

正答率は７２．０％であり、全国平均正答率７５．７％を５ポイント以上下回っている。エ と解答して

いるものが１８．６％である。これは【漫画の一部】と【古典の文章の一部】とを対応させて、かぐや姫と

翁の会話の内容を理解することができなかったものものと考えられる。

③指導の改善事項

古典の学習の際には、古典への興味・関心を深め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、漫画や絵本、映像メディアを活用するなど、様々な指導の工夫が考えられる。例えば、漫画と絵本と古

典の文章とを対応させて内容を大まかに捉えさせるなどの学習活動が考えられる。

９ 七 １ 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

・ァ と解答しているもの ２．１ ２．９

・イ と解答しているもの ５．５ ５．５

・ウ と解答しているもの ７２．０ ７５．７

・エ と解答しているもの １８．６ １４．５

・上記以外の解答 ０．０ ０．０

・無回答 １．７ １．４

９ 三 イ 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

・１ と解答しているもの ３１．８ ２８．３

・２ と解答しているもの ９．７ １１．４

・３ と解答しているもの ５．９ ３．９

・４ と解答しているもの ５２．５ ５５．５

・上記以外の解答 ０．０ ０．０

・無回答 ０．０ ０．９



Ｂ問題

（１）話すこと・聞くこと

①出題のねらい 《Ｂ問題 １ 一 》

状況に応じて、資料を活用して話すことができるかどうかをみる。

②解答状況

正答率は６９．９％であり、全国平均正答率７３．２％を３ポイント以上下回っている。上記以外の解答

が３０．１％である。これは「その他の情報」の欄に書かれている情報が発表する内容をより詳しくした情

報であり、補助的に活用できるものであることを理解できていないものと考えられる。

③指導の改善事項

スピーチやプレゼンテーションをする際には、聞き手の反応や時間的な余裕に応じて話を追加したり変更

したりする必要がある。その際、中心となる情報に加えて、それを補うために適宜使用する情報を資料とし

て準備しておくことが大切である。

（２）読むこと

①出題のねらい 《Ｂ問題 ２ 二 》

文章の中心的な部分と付加的な部分などを読み分け、要旨を捉えることができるかどうかをみる。

②解答状況

正答率は６４．０％であり、全国平均正答率６７．８％を３ポイント以上下回っている。文章の中心的な

部分と付加的な部分とを読み分け、要旨を的確に捉えることに課題があると考えられる。

③指導の改善事項

文章の要旨を捉える際には、論の展開の中心となる部分と、それを支える例示や引用などの付加的な部分

とに読み分けて内容を理解する必要がある。例えば、取り上げられている例示についてノートに整理するな

どの学習活動が考えられる。

（２）読むこと・書くこと

①出題のねらい 《Ｂ問題 ２ 三 》

複数の資料から適切な情報を得て、自分の考えを具体的に書くことができるかどうかをみる。

１ 一 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

・２，３ と解答しているもの ６９．９ ７３．２

・上記以外の解答 ３０．１ ２６．６

・無回答 ０．０ ０．２

２ 二 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

・１ と解答しているもの １２．７ １１．２

・２ と解答しているもの １０．２ ９．２

・３ と解答しているもの ６４．０ ６７．８

・４ と解答しているもの １３．３ １１．３

・上記以外の解答 ０．０ ０．１

・無回答 ０．８ ０．３



②解答状況

正答率は１６．９％であり、全国平均正答率２３．０％を６ポイント以上下回っている。文章や資料から

必要な情報を取り出し、伝えたい事柄や根拠を明確にして自分の考えを書くことに課題があると考えられる。

③指導の改善事項

多様な情報に触れながら問題意識をもったり、新たな発想を得たりするためには、複数の本や資料から得

た情報を自分と結び付けて考えることが重要である。その際、それぞれの資料に書かれていることを正確に

理解した上で、感じたことや考えたことを他の人に話したり、文章に書いたりして、新たな気付きや問題意

識を明らかにすることが大切である。

また自分の考えを深めたり広げたりするためには、学校図書館やインターネットなどを利用し、主体的に

情報を探すことも必要である。多様な情報を関連付けて読むことの指導に当たっては、新聞なども有効な教

材となる。

３ 指導改善のポイント（全体を通して）

（１）話すこと・聞くこと

相手や目的、状況に応じて分かりやすく話す力を身に付けるために、第１学年では相手に分かりやすい語

句を選択することや言葉遣いなどの知識を生かすこと、第２学年では資料や機器などを効果的に活用するこ

と、第３学年では敬語を適切に使うことなどについて指導するとともに、これまで学習してきたことを振り

返りながら学習するように指導する必要がある。その際、聞いただけでは意味が分かりにくい言葉や日常生

活で使うことが少ない言葉などについて、準備段階だけではなく、実際に話をする段階でも指導することが

大切である。

（２）読むこと

多様な情報に触れながら問題意識をもったり新たな発想を得たりする力を身に付けるために、複数の本や

資料から得た情報について、その真偽や適否を見極めるとともに、書かれている内容を自分と結び付けて考

えるよう指導する必要がある。また、学校図書館やインターネットなどを利用し、目的や意図に応じて主体

的に情報を収集する学習活動を取り入れることも大切である。このような学習の積み重ねにより、幅広く読

書を行うことの意味を一人一人が実感できるように指導する必要がある。

２ 三 生徒数の割合（％）

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 【Ａ ウェブページの文章】，【Ｂ 日本の人口推移を表したグラフ】，【Ｃ 雑

誌の記事の一部】の中からいずれか二つを選んで，その記号を塗り潰している。

② 選んだ二つの資料の内容を適切に取り上げて書いている。

③ 2020 年の日本がどのような社会になっているかを予想して具体的に書いて
いる。

④ 社会にどのように関わっていきたいかを具体的に書いている。

⑤ 「二〇二〇年の日本は，」に続けて，八十字以上，百二十字以内で書いてい

る。

・条件①②③④⑤を満たして解答しているもの １６．９ ２３．０

・条件①②③④を満たし、条件⑤を満たさないで解答しているもの ０．０ ０．２

・条件①②③⑤を満たし、条件④を満たさないで解答しているもの ５１．７ ４４．７

・条件①②④⑤を満たし、条件③を満たさないで解答しているもの ０．０ ０．１

・条件①③④⑤を満たし、条件②を満たさないで解答しているもの １．７ ２．３

・上記以外の解答 ２６．７ ２６．１

・無回答 ３．０ ３．７



（３）伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

言葉への関心を高め、言語感覚を豊かにするために、各領域の指導の中で、辞書等を使ってなじみの薄い

語句や使用頻度の低いと思われる漢字などを積極的に調べる機会を意図的に設ける必要がある。また、文脈

に即した適切な言葉や、目的に沿った効果的な言葉について検討する学習も重要である。

【参考・引用】

平成２７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）



平成２７年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果分析（中学校：数学）

１ 結果のポイント
・全国平均との比較では、数学Ａは＋１．８ポイント（昨年度：－０．４ポイント）、
数学Ｂは－０．９ポイント（昨年度：－２．４ポイント）となり、数学Ａ、数学Ｂと

もに昨年度よりも伸びている。
・県平均との比較では、数学Ａは＋３．２ポイント（昨年度：＋０．４ポイント）、数
学Ｂは＋１．３ポイント（昨年度：±０ポイント）となり、ともに大分県平均を上回
っている。

・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＋１．

６ポイント、数学Ｂでは＋１．４ポイントとなり、数学Ａでは上回っていた全国平均
との差をさらに広げ、数学Ｂでは下回っていた全国平均との差を縮めている。

・領域別では、数学Ａの全ての領域で全国平均を上回っており、数学Ｂの「図形」「関
数」「資料の活用」は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

具体的な事象における数量の関係を捉え，連立二元一次方程式をつくることがで
きるかどうかをみる。《Ａ問題３（３）》

②解答状況 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

１ 0.05ｘ＋ 0.03ｙと解答しているもの。 １９．１ １４．５

２ 0.05ｘ－ 0.03ｙと解答しているもの。 ３９．１ ３０．３

３ 1.05ｘ＋ 0.97ｙと解答しているもの。【正答】 ３４．０ ４４．９

４ 1.05ｘ－ 0.97ｙと解答しているもの。 ７．２ ９．４

・上記以外の解答 ０．０ ０．０

・無解答 ０．４ ０．９

正答率は３４．０％であり、全国平均正答率の４４．９％を１０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

証明の根拠として用いられている三角形の合同条件を理解しているかどうかを
みる。《Ａ問題７（２）》

②解答状況 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

１ ２組の辺とその間の角 と解答しているもの。【正答】 ７１．５ ７６．１

２ ２組の辺と１つの角 と解答しているもの。 ０．４ ０．７

３ ３組の辺 と解答しているもの。 ３．４ ２．３

４ １組の辺とその両端の角 と解答しているもの。 ２．６ ２．０

５ 直角三角形に斜辺と他の１辺 と解答しているもの。 ０．４ ０．４

６ 直角三角形の斜辺と１つの鋭角 と解答しているもの。 ０．９ ０．６

・上記以外の解答 １６．６ １１．２

・無解答 ４．３ ６．８

正答率は７１．５％であり、全国平均正答率の７６．１％を４．６ポイント



下回っている。
③指導の改善事項

証明を読み、根拠を見出すとともに、その根拠がどのように用いられているかを
確認する場面を設定し、三角形の合同条件など、証明の根拠として用いられている
図形の性質を指摘できるように指導することが大切である。

（３）資料の活用（確率）
①出題の内容とねらい

他数回の施行の結果から得られる確率の意味を理解しているかどうかをみる。
《Ａ問題 15（２）》

②解答状況 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

１「５回投げて１の目が出なければ、次の目は１の目が出る」 ２．１ ２．５
と解答しているもの。

２「６回投げるとき、１の目は必ず１回出る」と解答してい ２５．１ ２２．４

るもの。

３「６回投げるとき、全ての目が１回ずつ出る」と解答して １２．３ １０．４
いるもの。

４「３０回投げるとき、１の目は必ず５回出る」と解答して ６．４ ７．１
いるもの。

５「３０００回投げるとき、１の目はおよそ５００回出る」 ５０．６ ５５．４
と解答しているもの。【正答】

・上記以外の解答 ０．０ ０．０

・無解答 ３．４ ２．１

正答率は５０．６％であり、全国平均正答率の５５．４％より、４．８ポイント
下回っている。

③指導の改善事項
ある試行を他数回繰り返したとき、試行回数全体に対するある事柄の起こる回数

の割合が一定の値に近づいていくことを、観察や実験などを通して捉える活動を取

り入れ、確率の意味を実感を伴って理解できるように指導することが大切である。
（４）関数
①出題の内容とねらい

与えられた表や式を用いて、問題を解決する方法を数学的に説明することができ
るかどうかをみる。《Ｂ問題６（２）》

②解答状況 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

（正答の条件）
「ア 中心角の大きさと半径の長さの表」を選択し、次の

（ａ），（ｃ）について記述しているもの、または、「イ 中
心角の大きさと半径の長さの関係を表す式」を選択し、次の

（ｂ），（ｃ）について記述しているもの。
（ａ）表の数値の変化や対応をみること。または比例定数

を求めること。
（ｂ）式に値を代入すること。
（ｃ）ｙの値が８のときのｘの値を求めること。

（正答例）

〈アを選択した場合〉
例１ 表から変化の割合を調べて、ｙが８のときのｘの値

を求める。（解答類型１）
〈イを選択した場合〉
例２ 中心角の大きさと半径の長さの関係を表す式にｙ＝

８を代入して、ｘの値を求める。（解答類型５）



１ ア （ａ），（ｃ）について記述しているもの。【正答】 ５．５ ６．０

２ を （ｃ）について記述が十分でなく、（ａ）について記 １．３ ０．７
述しているもの。【正答】

選
３ （ｃ）について記述がなく、（ａ）について記述して ０．９ ０．９
択 いるもの。

４ 上記以外の解答、または無解答 ３６．２ ２７．９

５ イ （ｂ），（ｃ）について記述しているもの。【正答】 １７．４ ２１．６

６ を （ｃ）について記述が充分でなく、（ｂ）について記 ２．１ ２．４
述しているもの。【正答】

選
７ （ｃ）について記述がなく、（ｂ）について記述して ０．９ ０．７

択 いるもの。

８ 上記以外の解答、または無解答 ２７．７ ２２．２

・上記以外の解答 ０．０ ０．４

・無解答 ８．１ １６．７

正答率 ２６．４ ３０．８

正答率は２６．４％であり、全国平均正答率の３０．８％より、４．４ポイント
下回っている。

③指導の改善事項

様々な問題を数学を活用して解決できるようにするために、問題解決の方法や手
順を説明する場面を設定し、表、式、グラフなどの「用いるもの」とその「用い方」
について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。

３ 指導の改善ポイント（全体を通して）

（１）数と式
問題文に示されている情報を表などに整理した上で、相等関係にあるものを見出す

活動を取り入れる。

（２）図形
証明を読み、当てはまる三角形の合同条件を確認するとともに、図と対応させて、

その合同条件を成り立たせる辺や角の関係を捉える活動を取り入れる。

（３）関数
表と式を関連付ける活動を取り入れ、一次関数における変化の割合や、１対１対応

の特徴を捉え、ｘ，ｙの関係を式で表すことができるように指導する。

（４）その他
・言葉、数、式、図、表、グラフなどを用いながら、根拠を明らかにする活動を取り
入れる。

・樹形図や二次元の表などを使って正しく数え上げる活動を取り入れ、場合の数を求

めることができるよう指導する。
・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２７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）



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０．３ポイント、県平均との比較では０．４ポイント上回っている。

・当該学年が小学校第６学年の時は全国平均を１．７ポイント下回っていたが、今回は０．

３ポイント上回っており、２．０ポイントの伸びが見られる。

・領域別では、物理的領域・化学的領域・地学的領域が全国平均を上回っている。生物的領

域のみ全国平均を下回り課題が見られる。

２ 課題が見られた問題と指導の改善事項（領域別）

（１）化学的領域 １ （１）

①趣旨

塩化ナトリウムを化学式で表すことができるかどうかをみる。

②回答状況

正答率は７３．６％であり、全国平均正答率の７９．６％を５ポイント以上下回っている。

生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

ア と解答しているもの ７３．６ ７９．６

イ と解答しているもの １２．３ １０．８

ウ と解答しているもの １２．３ ８．４

エ と解答しているもの １．７ ０．９

上記以外の解答 ０．０ ０．０

無解答 ０．０ ０．３

（１２．３％が「イ」、１２．３％が「ウ」、１．７％が「エ」と解答している。）

③指導の改善事項

指導に当たっては、化合物の組成について原子のモデルを用いて表し、それを化学式で書き表す

学習場面を設定することが考えられる。

また、第 3学年でイオンについて学習する際に、化学式は陽イオンにあたる原子を先に、陰イオ
ンにあたる原子を後に表していることを、既習の物質の化学式を例にして確かめる学習場面を設定

することが考えられる。

（２）化学的領域 １ （４）

①趣旨

「加熱した時間」と「アルミカップ内の物質の質量」の関係を表したグラフを分析して解釈し、

温度を変えて炭酸水素ナトリウムを加熱したときの質量の変化から、化学変化について正しく

読み取ることができるかどうかをみる。

②回答状況

正答率は６９．４％であり、全国平均正答率の７３．６％を３ポイント以上下回っている。

生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

ア と解答しているもの ２．１ ４．２

イ と解答しているもの １５．７ １１．６

ウ と解答しているもの ６９．４ ７３．６

エ と解答しているもの １２．３ １０．２

上記以外の解答 ０．４ ０．０

無解答 ０．０ ０．４

平成２７年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果（中学校：理科）



③指導の改善事項

グラフを分析して解釈できるようにするには、単に測定値をグラフに表したり、グラフの縦軸・

横軸から数値を読み取ったりするだけでなく、グラフの縦軸を従属変数として、横軸を独立変数と

して捉えたり、複数のグラフの特徴を比較したりするなどの学習場面を設定することが考えられる。

（３）地学的領域 ２ （３）

①趣旨

雲の成因に関する知識を活用して、資料を基に他者の考察を検討して改善し、水の状態変化と関

連づけて雲の成因を正しく説明することができるかどうかをみる。

②回答状況

正答率は９．８％であり、全国平均正答率の１４．５％を５ポイント以上下回っている。

生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

（正答の条件）

エを選択し、次の（ａ）、（ｂ）を満たしているもの。

（ａ）水蒸気が水滴（氷の粒）に状態変化することについて記述して

いる。

（ｂ）水蒸気が冷やされることについて記述している。

エ （ａ）、（ｂ）を満たしているもの。 ６．４ １３．３

を （ａ）を満たしているが、（ｂ）を満たしていないもの。 ０．０ ０．３

選 （ｂ）を満たしているが、（ａ）を満たしていないもの。 ３．４ ０．９

択 上記以外の解答又は無解答 ３３．２ ２７．６

ア 水蒸気量について、「比較的多く含んだ」という記述を書き直して ０．４ ０．４

を いるもの。

選 上昇気流について、「Ｓ島の斜面に沿って」という記述を書き直し ０．９ １．３

択 ているもの。

上記以外の解答又は無解答 １３．６ １２．７

イ、ウを選択しているもの ３８．３ ３６．５

上記以外の解答 ０．０ ０．２

無解答 ３．８ ６．７

③指導の改善事項

例えば、天気図や地形の断面図、気温や温度などの複数の資料を使って、島の上空だけに雲が

できる理由を多面的・総合的に考察する学習場面が考えられる。その際、状態変化の概念が形

成できていない生徒がいると考えられるので、水の状態変化や大気圧など関連する知識を整理

しておくことが大切である。

（４）物理的領域 ４ （２）

①趣旨

凸レンズの働きについての知識を活用し、他者の考えた実験の方法を検討して改善し、目のレン

ズ（水晶体）に入った光が網膜の上に像を結ぶ仕組みを、物体、焦点距離の異なる凸レンズ、スク

リーンを使って説明することができるかどうかをみる。

②回答状況

正答率は４５．５％であり、全国平均正答率の５０．３％を３ポイント以上下回っている。

生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

ア と解答しているもの １１．５ １３．０

イ と解答しているもの １４．０ １３．２

ウ と解答しているもの ２７．７ ２２．４

エ と解答しているもの ４５．５ ５０．３



上記以外の解答 ０．４ ０．０

無解答 ０．９ １．１

③指導の改善事項

第１学年で学習する第１分野（物理的領域）の凸レンズの学習を、第２学年で学習する第２分野

（生物的領域）の目の学習と結びつけるなどの学習場面を設定することが考えられる。これによっ

て、これまで学んだことがこれからの学習に役立つことを実感したり、各分野が相互に関連してい

ることを理解したりできると考えられる。さらに、学年や分野を横断した学習は、自然の事物・現

象を様々な視点から捉えることができるため、総合的な見方や考え方ができると考えられる。

例えば、目のつくりを凸レンズの実験で表すには、まず、目のレンズ、網膜、見る物体が、それ

ぞれ凸レンズ、スクリーン、物体のどれに対応するのかを明らかにすることが大切である。また、

目のレンズと網膜の距離にも着目するには、各部分の対応関係だけでなく、凸レンズを用いた実験

の全体像を目のつくりとして捉えることも求められる。その上で、目のつくりと凸レンズの実験を

比較して、共通点と相違点に着目することで、実験で表すために必要となる条件を設定することが

できると考えられる。

（５）生物的領域 ７ （１）

①趣旨

デンプンが消化酵素によって分解されて、最終的にできる物質の名称を表すことができるかどう

かをみる。

②回答状況

正答率は６７．７％であり、全国平均正答率の７２．２％を３ポイント以上下回っている。

生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

ア と解答しているもの ６７．７ ７２．２

イ と解答しているもの １６．６ １５．０

ウ と解答しているもの ５．１ ３．８

エ と解答しているもの １０．６ ８．１

上記以外の解答 ０．０ ０．０

無解答 ０．０ ０．９

③指導の改善事項

例えば、消化酵素がデンプンを分解する実験を行い、反応の前後の物質を指示薬などを使って比

較し、物質が変化したことを認識することや、セロハンなどを使って、デンプンとブドウ糖の大き

さを比較する学習場面を設定することが考えられる。

（６）生物的領域 ８ （２）

①趣旨

水温の違いによるハゼのえらぶたの開閉回数を調べる実験で３匹の平均値を求める場面におい

て、測定値の平均の知識（小学校算数、小学校理科、中学校数学）を活用して、平均値を求める理

由を説明することができるかどうかをみる。

②回答状況

正答率は５０．２％であり、全国平均正答率の５５．７％を５ポイント以上下回っている。

生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

ア と解答しているもの ３１．９ ２４．５

イ と解答しているもの ７．２ ６．８

ウ と解答しているもの ９．８ １１．６

エ と解答しているもの ５０．２ ５５．７

上記以外の解答 ０．０ ０．１



無解答 ０．９ １．４

③指導の改善事項

生物の多様性や規則性を発見できるようにするために、生徒自身が観察・実験を何のために行う

のか、観察・実験ではどのような結果が予想されるのかなど、見通しをもつ機会をつくり、目的意

識をもって観察・実験を行う学習場面を設定することが考えられる。

例えば、飼育している数種類の魚の行動や体の動きなどの規則性を見いだし、説明するような学

習場面を設定することが考えられる。その際、魚のえらぶたの開閉回数は水温が高くなると増える

という規則性を見いだすために、個体差を考慮して複数の固体を用意した実験を行い、平均値を求

めるなどのデータの処理をする理由を考えさせることが大切である。

（７）生物的領域 ８ （３）

①趣旨

フナ、ナマズとハゼのえらぶたの開閉回数の実験の結果を比較して、他者の考察を検討して改善

し、「ほかの種類の魚でも、えらぶたの開閉回数は、水温が高くなると増えるのだろうか。」という

課題に対して適切な考察（課題に正対した考察）を記述することができるかどうかをみる。

②回答状況

正答率は４４．３％であり、全国平均正答率４７．４％を３ポイント以上下回っている。

生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

（正答の条件）

次の（ａ）を満たしているもの。

（ａ）水温が高くなると、えらぶたの開閉回数が増える傾向について

記述している。

（ａ）を満たしており、フナとナマズについて記述しているもの ０．４ １．１

（ａ）を満たしており、「ほかの種類の魚」という記述があるもの ２６．０ ２８．４

（ａ）を満たしているが、「どんな魚」「すべての魚」など、実験して １１．１ １０．２

ない魚まで範囲をひろげて記述しているもの

（ａ）を満たしているが、魚に関する記述がないもの ６．８ ７．７

（ａ）を満たしていないもの １０．２ ６．２

上記以外の解答 ２６．８ ２０．９

無解答 １８．７ ２５．５

③指導の改善事項

「考察が設定した課題に正対しているかどうか」に留意して指導することで、課題を繰り返し確

認する学習場面を設定することが考えられる。

例えば、「ほかの種類の魚でも、えらぶたの開閉回数は、水温が高くなると増えるのだろうか。」

という課題を設定した場合、実験の結果から従属変数「えらぶたの開閉回数」と、二つの独立変数

「水温」「魚の種類」を明確にし、必要な要因を選び、課題に正対した考察をすることが考えられ

る。

その際、課題で問われていることと照らし合わせて、自分の考察を振り返ったり、他者の考察を

グループで検討して改善したりする学習場面を設定することも考えられる。

３ 指導の改善のポイント（全体を通して）

（１） 課題解決に向けて、見通しを持って思考を進めていく学習指導の充実

○目的意識をもって観察・実験を行えるようにする。
生徒自身が「何のための観察・実験」、「何を求めての観察・実験」なのか、どのような結果が予

想されるかなど、見通しをもつ機会をつくり、目的意識をもって観察・実験を行うことが大切であ

る。

○予想を確かめる実験を計画できるようにする



① 変化することの原因として考えられる要因を全て挙げる。

② 挙げた要因の妥当性を検討する。

③ 変える条件と変えない条件を制御して予想を確かめる実験を計画する。

※自然現象を、変化すること（従属変数）とその原因として考えられる要因（独立変数）の関係と

して捉えることが大切である。

（２）実験事実や観察結果、図や表から読み取ったことを言語化して、考察、説明する学習指導の充実

○表、グラフ、図、モデルなどを用いて説明する学習活動を意図的、計画的に行う。

○ 「考察が設定した課題に正対しているかどうか」を意識する「縦」のラインと、学級全体や各班

内において観察結果や実験事実、データを交流・情報共有したうえで、概観して解釈したり、必要

に応じて再度結果を分析したりする「横」のライン意識して、観察・実験の結果を考察し、「共通

性」や「傾向性」を把握する学習指導を充実させることが大切である。。

【参考・引用】

平成２７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）



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）

※太字は昨年度と同様の項目

【プラス項目】

「昼休みや放課後、学校が休みの日に、本（教科書や参考書、漫画や雑誌は除く）を読んだり、借りた

りするために、学校図書館や地域の図書館にどれくらい行きますか。」

（【週に４日以上】＋２．３、【週に１～３回程度】＋１８．８）

「今住んでいる地域の行事に参加していますか。」 （①＋１０．９、②＋６．４）

「５年生まで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＋８．９、②－１．０）

「５年生までに受けた授業で扱うノートには、学習の目標（めあて・ねらい）とまとめを書いていたと

思いますか。」 （①＋８．５、②－３．２）

「国語の授業で目的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、書いたりしていますか。」

（①＋０．３、②＋７．２）

「理科の授業で、自分の考えをまわりの人に説明したり発表したりしていますか。」

（①＋４．１、②＋１．８）

【マイナス項目】

「自分にはよいところがあると思いますか。」 （①－２．３、②－３．３）

「昼休みや放課後、学校が休みの日に、本（教科書や参考書、漫画や雑誌は除く）を読んだり、借りた

りするために、学校図書館や地域の図書館にどれくらい行きますか。」

（【年に数回程度行く】－１２．６、【ほとんど、全く行かない】－１１．６）

「家の人（兄弟姉妹を除く）と学校での出来事について話をしますか。」 （①－７．７、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。」 （①－８．２、②＋３．２）

「４００字詰め原稿用紙２～３枚の感想文や説明文を書くことは難しいと思いますか。」

（①＋５．８、②＋１．５）

「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＋４．４、②＋８．９）

「算数の授業で公式やきまりを習うとき、そのわけを理解するようにしていますか。」

（①－１１．２、②＋５．７）

「理科の勉強は好きですか。」 （①＋３．４、②－８．４）

平成２７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）



（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）

※太字は昨年度と同様の項目

【プラス項目】

「普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、テレビやビデオ・ＤＶＤを見たり、聞いたりしま

すか。」 （【４時間以上】－２．９、【３～４時間】－３．５、【２～３時間】－０．９）

「普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、携帯電話やスマートフォンで通話やメール、イン

ターネットをしますか。」（【４時間以上】－３．５、【３～４時間】－３．２、【２～３時間】－２．０）

「昼休みや放課後、学校が休みの日に、本（教科書や参考書、漫画や雑誌は除く）を読んだり、借りた

りするために、学校図書館や地域の図書館にどれくらい行きますか。」

（【週に４日以上】－０．１、【週に１～３回程度】＋８．５）

「家の人（兄弟姉妹を除く）は、授業参観や運動会などの学校の行事に来ますか。」

（①＋１８．１、②－１０．０）

「家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか。」 （①＋３．５、②＋５．１）

「あなたの学級では、学級会などの時間に友だち同士で話し合って学級のきまりなどを決めていると思

いますか。」 （①１３．５、②－３．３）

「今住んでいる地域の行事に参加していますか。」 （①＋７．２、②＋８．９）

「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＋６．４、②＋４．５）

「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがありますか。」 （①＋４．０、②＋７．４）

「１・２年生のときに受けた授業では、生徒の間で話し合う活動をよく行っていたと思いますか。」

（①＋６．２、②－１．０）

「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。」

（①＋２４．９、②－１１．４）

「１・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＋７．０、②＋６．９）

「１・２年生のときに受けた授業で扱うノートには、学習の目標（めあて・ねらい）とまとめを書いて

いたと思いますか。」 （①２５．８、②－８．９）

「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＋７．９、②－２．３）

「数学の勉強は大切だと思いますか。」 （①＋９．０、②－３．１）

「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＋７．６、②＋１．１）

「理科の勉強は好きですか。」 （①＋２．１、②＋３．６）

「理科の勉強は大切だと思いますか。」 （①＋７．２、②＋１．８）

「自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがありますか。」 （①＋５．８、②＋１．２）

「理科の授業で、自分の考えや考察をまわりの人に説明したり発表したりしていますか。」



（①＋１．６、②＋４．６）

「観察や実験を行うことは好きですか。」 （①＋１１．５、②－３．５）

「理科の授業で、自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てていますか。」

（①＋０．７、②＋４．７）

【マイナス項目】

「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか。」 （①－６．３、②－２．５）

「将来の夢や目標を持っていますか。」 （①－１．３、②－５．３）

「学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、読書をしますか。」

（【全くしない】＋６．７）

「昼休みや放課後、学校が休みの日に、本（教科書や参考書、漫画や雑誌は除く）を読んだり、借りた

りするために、学校図書館や地域の図書館にどれくらい行きますか。」

（【ほとんど、全く行かない】－２２．５）

「１・２年生の時に受けた授業では、学級やグループの中で自分たちで課題を立てて、その解決に向け

て情報を集め、話し合いながら整理して、発表するなどの学習活動に取り組んでいたと思いますか。」

（①－２．１、②－５．７）

「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＋４．９、②＋５．５）

「数学の授業の内容はよく分かりますか。」 （①－６．０、②－０．１）

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、「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。

○中学校３年生では、

①「１・２年生のときに受けた授業では、生徒の間で話し合う活動をよく行っていたと思いますか。」

②「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。」

③「１・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。」

④「１・２年生のときに受けた授業で扱うノートには、学習の目標（めあて・ねらい）とまとめを書

いていたと思いますか。」

の項目で、肯定的な回答をしている生徒が多く、新大分スタンダードに基づく授業が中学校で組織的

に行われ、生徒もそのことを意識できていることがうかがえる。また、③④は小学校６年生も肯定的

な回答が多く、小学校でも大分スタンダードの取組が定着していることがうかがえる。

○中学校３年生では、

①「理科の勉強は好きですか。」、②「理科の勉強は大切だと思いますか。」

③「理科の授業で、自分の考えや考察をまわりの人に説明したり発表したりしていますか。」

④「観察や実験を行うことは好きですか。」

⑤「理科の授業で、自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てていますか。」

の項目で、肯定的な回答をしている生徒が多く、授業改善が進み理科好きな生徒を育成し、理科の高

い学力につながっている。

○小学校６年生、中学校３年生ともに、「昼休みや放課後、学校が休みの日に、本を読んだり、借りたり

するために、学校図書館や地域の図書館にどれくらい行きますか。」の項目で、【週に４日以上】【週



に１～３回程度】と回答している割合が高く、読書好きな児童生徒が多いことがうかがえる。しかし、

【年に数回程度行く】【ほとんど、全く行かない】と回答している児童生徒も多い。また、中学校３年

生は、「学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、読書をしますか。」

の項目で、【全くしない】と回答している割合が高く、読書の２極化がうかがえる。

○小学校６年生、中学校３年生ともに、「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。」の項目が全国平均と比べて高く、話す・書く等の表現する

ことに対して自信がないことがうかがえる。授業の中で書く活動や資料等を使って説明する活動の充実

が求められる。



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２０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に対して、前年度に、放課後を利用した補充的な学習サポートを実施しましたか。」

（【週に４回以上行った】－３．０、【週に２～３回行った】＋３０．８）

「調査対象学年の児童に対して、理解の授業において、前年度に、ティームティーチングによる指導を

行いましたか。」 （【年間の授業のうち、おおよそ３／４以上で行った】＋１１．１、

【年間の授業のうち、おおよそ１／２以上、３／４未満で行った】＋１４．７）

「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＋１３．３、②＋３３．０）

「調査対象学年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＋２４．４、②＋４．９）

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

（①＋２５．７、②＋９．４）

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

（①＋２０．８、②＋４．８）

「調査対象学年の児童に対して、前年度までに、理科の指導として、家庭学習の課題（宿題）を与えま

したか。」 （①＋３７．７、②＋１３．３）

【マイナス項目】

「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。」 （①－７．７、②－２２．０）

「調査対象学年の児童に対して、前年度に、学校図書館を活用した授業を計画的に行いましたか。」

（①－１６．３、②－１３．１）

（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２７年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果分析（学校質問紙）



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、前年度に、学校図書館を活用した授業を計画的に行いましたか。」

（【週に１回程度、または、それ以上行った】＋２４．２、【月に数回程度行った】＋４０．４）

「調査対象学年の生徒に対して、前年度に、土曜日を利用した補充的な学習サポートを実施しましたか。」

（【基本的に毎週行った】－０．８、【月に数回程度行った】＋２２．５）

「調査対象学年の生徒に対して、前年度までに、本やインターネットなどを使った資料の調べ方が身に

付くよう指導しましたか。」 （①＋３１．６、②－９．６）

「調査対象学年の生徒に対して、前年度までに、コンピュータ等の情報通信技術（パソコン、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＋１５．３、②＋６．４）

「調査対象学年の生徒に対して、前年度に、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、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＋４５．０、②＋１３．６）

「調査対象学年の生徒に対して、前年度に、数学の授業において、コンピュータ等の情報通信技術（パ

ソコン、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＋３８．２、②＋９．０）

「調査対象学年の生徒に対して、前年度に、理科の授業において、コンピュータ等の情報通信技術（パ

ソコン、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＋２６．０、②＋２０．１）

「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、補充的な学習の指導を行いましたか。」

（①＋３２．４、②－１０．６）

「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、発展的な学習の指導を行いましたか。」

（①＋１５．９、②＋２３．３）

「調査対象学年の生徒に対する理科の指導として、前年度までに、補充的な学習の指導を行いましたか。」

（①＋５．９、②＋１５．３）

「教科の指導内容や指導方法について近隣の小学校と連携（教師の合同研修、教師の交流、教育課程の

接続など）を行っていますか。」 （①＋１８．７、②＋５．８）

「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＋３３．８、②＋７．４）

「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＋１７．５、②＋８．３）

「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＋２３．１、②＋１１．４）

「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＋２２．６、②＋７．７）



「調査対象学年の生徒に対して、前年度までに、家庭学習の課題の与え方について、校内の教職員で共

通理解を図りましたか。（国語／数学共通）」 （①＋６９．５、②－４８．０）

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

したか。」 （①＋４７．７、②－２０．９）

「学校全体の言語活動の実施状況や課題について、全教職員の間で話し合ったり、検討したりしていま

すか。」 （①＋０．４、②＋２２．０）

【マイナス項目】

「調査対象学年の生徒に対して、前年度に、『朝の読書』などの一斉読書の時間を設けましたか。」

（①－３９．９、②＋９．７）

「調査対象学年の生徒に対して、数学の授業において、前年度に、習熟の早いグループに対して少人数

による指導を行い、習得できるようにしましたか。」

（【年間の授業のうち、おおよそ３／４以上で行った】－１９．０、【年間の授業のうち、おおそよ１／

２以上、３／４未満で行った】－６．３）

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：７、マイナス項目：２）

教科を問わず、授業中に限らず放課後等を使い、補充的な学習や発展的な学習を行っている割合が高

いことから、各学校が児童生徒の実態に合わせて指導の工夫をしていることがわかる。、特に、理科にお

いても宿題を出す割合が高く、国語・算数だけでなくその他の教科についても家庭学習の充実を図って

いることがわかる。

これからは、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、広げたりする授業

づくりが求められる。また、学校図書館を計画的に活用することで、読書はもちろん探求的な学習を充

実させていくことが必要である。

○中学校は、さらに全国値を顕著に上回るプラス項目が多い。

（プラス項目：１８、マイナス項目：２）

中学校はプラス項目が多く、他地域より取組が進んでいることがうかがえる。

特に、教科を問わず情報通信技術を活用していることがわかる。ＩＣＴ機器を多く使い視覚的な手が

かりを多く提示することは、ユニバーサルデザインの授業を行うためにも効果的である。

また、地域の人材を外部講師として招いたり、保護者や地域の人が学校における教育活動や様々な活

動に参加してくれており、学校・家庭・地域が連携して取組を進めていることがうかがえる。

朝の読書活動などの一斉読書の時間を設けている割合が全国平均と比べ低くなっているが、生徒質問

紙からわかるように、読書量の二極化が懸念される中、学校での読書のきっかけ作りが求められる。


