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１ 結果のポイント   

 

・偏差値51.4（知識51.6、 

 活用50.5）で、４年連続 

 で50を超えた。しかし、 

 全体の偏差値は昨年度よ 

 りも下がった。 

・目標値を超えた児童の割 

 合は69.7%で、昨年度より 

 0.8ポイント減少。 

・偏差値を知識／活用別に 

見ると、知識は昨年より 

0.2上がったが、活用につ 

いては、1.7下がった。 

 

・すべての領域で正答率は目標値を上 

 回っている。しかし、「話すこと・ 

 聞くこと」「読むこと」の領域にお 

 いて偏差値は50を下回った。これは 

 昨年度と同様である。 

 

 

 

 

・漢字、言葉の学習については偏差値 

 が50を超えたものの、昨年度により 

 偏差値は下がっている（漢字、言葉 

 の学習ともに正答率が目標値を下回 

 っている問いがある）。 

・物語、説明文を読んで答える問いに 

 ついては、偏差値50を下回ってい 

る。ある程度の分量の文章を素早く 

 読む力等が求められる。 

・大問６は言語活動（ポスターの作成 

 とそれに関する話し合い）に関する 

 問いが出題された。言語活動に関す 

 る設問については、昨年度も偏差値 

 50を上回ったが、これは、単元を貫 

 く言語活動を位置付けた実践が定着 

 しつつあることと連動していると考えられる。 

・大問７のテーマや条件に沿った文章を書く設問については、偏差値50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）話すこと・聞くこと 

 ①話し方の工夫に気を付けて聞く。＜指導事項・話す・聞く－ア・イ＞ 

  （正答率 87.9%・目標値 80.0）【知識】 

平成２７年度 大分県学力定着状況調査結果（小学校：国語） 



 

 

１（２）山本さんの話し方の工夫として正しいものを、次から一つ選んで･･･。 

 

  ・話し方や書き方の工夫について考えることについては、これまで課題が見られたが、今年度は

目標値を上回った。話し方や書き方の工夫について考える力を付けるには、ある程度まとまっ

た内容について、話したり、書いたりする学習が効果的である。 

 

 ②考えの相違点や共通点を考えながら聞く。＜指導事項・話す・聞く－イ・エ・オ＞ 

  （正答率 30.7%・目標値 35.0）【活用】 

 

１（３）高橋さんと山本さんの話には、共通点があります。それは、何でしょうか。 

 

いまの、昼休みの校内放送の内容について、         をもとにして考え、 

提案している点。 

 

  ・「（例）クラスの人に聞いた感想」等の正答の児童は 12.2％、「感想」という語を用いずに

答えた児童が 37.1％であることから、２人の話の共通点を理解した児童は５割弱と言える。 

  ・話し合い、スピーチや発表等の場面で、話を聞きながら、話の中心や意図、話し手の挙げてい

る事例や理由、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こ

とが求められる。 

  ・聞く力を高めるために「話す」学習も有効である。そのために、話すこと・聞くことの指導が

表裏一体となるように単元を構想することが求められる。 

 

（２）読むこと 

  ①場面の様子や登場人物の気持ちの変化について、叙述を基に読む。＜指導事項・読む―ア・ウ＞ 

（正答率 50.6%・目標値 55.0%）【知識】（相川郁恵著「アイコ、よろしく」からの出題） 

  

４ （３）次の文は、文章中の【１】～【４】のうち、どこに入りますか。 

 

  ぼくは、返事をしなかった。 

 

※ようすけから父が農業を始めた理由等を聞き、動物が苦手な「ぼく」（わたる）の気持ちに

変化が表れる場面。 

 

・【１】を選択した児童は 9.4％、【２】は 16.3％、【３】は 22.1％、【４】は 50.5％である｡ 

「ぼくは返事をしなかった」ということから、「ぼく」（わたる）と他の登場人物との会話の

やりとりの一部分であることが分かる。【３】または【４】に絞られ、その登場人物の言葉に

対する返事をしていないことから【４】が正答であることが分かる。 

・【１】【２】を選択した児童は登場人物の関係が、リード文や会話文等から理解できていない 

と考えられる。 

「わたるの父ちゃんって、本当にわたるのこと心配してるんだよな。父ちゃんと話してるの 

聞いたんだ。農業をやろうと決めた一番の理由は、おまえのためだってよ。おまえの体を 

じょうぶにしてやる。食べさせるものは自分で作ってやるって思ったんだってさ。」 

ようすけが感心したように言った。【３】 

「でも、ぼくのことなんか全然かまわない人だよ。」 

「なれない農業、始めたばっかだもん。大变な仕事なんだぞ。おまえ、知ってる？」 

ようすけは大人みたいな口をきいた。【４】 

「じゃ、おれ帰る。ちちしぼリ、いつでも教えてやるよ、なんてね。」 

  ・また、この場面でなぜ返事をしなかったのか、どのような気持ちからどのような気持ちに変

化したのか、等を考えさせることも必要である。 



 

  ・学習指導要領の言語活動例「ア 物語や詩を読み、感想を述べ合うこと。」、「エ 紹介し

たい本を取り上げて説明すること。」等を通して、登場人物の関係を示したり、人物の心情

の変化を説明したりする学習をすることで、付けたい力である。 

   

②段落相互の関係や事実と意見との関係を考えて文章を読む。＜指導事項・読む―イ＞ 

 （正答率 57.7%・目標値 60.0%）【知識】（香原志勢「二本足で立つってどういうこと？」から出題） 

 

５（２）ヒトは、むねに名札をつけたり、ときにはくんしょうをかざったりしますとあります 

が、このことは何を表していると、筆者は考えていますか。 

  １ ヒトのむねが、大変目につきやすいところになったこと。･････････57.7％ 

  ２ ヒトのむねは、何かをつけておかないと目立たないこと。･･････････9.3％ 

  ３ ヒトのむねは、外からの力に弱く、おそわれたら大変なこと。･････25.0％ 

  ４ ヒトのむねが、さらけ出してもだいじょうぶなほど強いこと。･･････7.3％ 

 

・「２」「４」は本文中に書かれていないので、正答は「１」「３」に絞られる。□3 ～□6 段落 

から「むね」はどのような部分であるのか、「名札」や「くんしょう」を例に挙げることにど 

のような意図があるのかをとらえる問いである。段落相互の関係を的確にとらえたり、筆者の

挙げる事実と意見等との関連から意図をとらえたりする力が必要となる。 

 

 ③段落相互の関係を考えて、文章を読む。＜指導事項・読む―イ・カ＞ 

 （正答率 37.6%・目標値 45.0%）【知識】 

 

５（３）上の文章は、大きく分けて二つの話題について説明しています。二つめの話題が始ま 

っているのは□2 段落から□5 段落のうちのどれですか。 

 

・□2 を選んだ児童は 8.2％、□3 は 37.6％、□4 は 22.6％、□5 は 29.3％である。□1 ・□2 段落

で直立することで体の向きを変えることが容易になったこと、□3 ～□6 段落で、直立すること

でむねが目立つようになったことについて述べている。 

・説明的文章の段落相互の関係をとらえたり、まとまった分量の文章について話題をとらえたり

する力が必要となる。言語活動例「イ 記録や報告の文章、図鑑や事典などを読んで利用する

こと」等を参考にした言語活動を通して、付けたい力である。 

※言語活動を行わせるだけでなく、付けたい力が付いているのか、付いていなければどのよう

な手立てをとるのか、きめ細かい指導が不可欠である。 

 

（３）国語の特質に関する事項について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国語の特質に関する事項については、言語活動を行う中で指導する他、取り立てて指導するこ

とも有効である。 

・漢字や文法については、繰り返し学習することで定着度が上がる。繰り返し学習できる環境を

学校全体（家庭学習も含む）で整えることが大切である。 

①漢字を書く。 
（正答率 45.5%・目標値 50.0%）【知識】  
２（２）①せっきょく的に手を挙げる。 

「積極」ともに正しい･･･ 45.5％ 
「積」のみ正しい･･･････  6.2％ 
「極」のみ正しい･･･････ 19.0％ 
上記以外の回答･････････ 11.1％ 

   無解答･････････････････ 18.2％ 

②文の構成（連用修飾語）について理解する。 
（正答率 26.3%・目標値 40.0%）【知識】  
３（２）「九時に」はどの言葉を･･･。 
九時に、校庭で運動会の開会式が始まります。 
  １ 校庭で ･･････23.8％ 

２ 運動会の･･････13.5％ 
３ 開会式が･･････36.1％ 
４ 始まります････26.3％ 



 

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すること 

の２点については年度の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付ける読みや、必要な部分のみを詳細に

分析する読みの指導が必要である。そのためには、多様な図書資料等を用い、目的に応じた読

み方を身につけさせる活動の充実を図ることが求められる。 

 ・学習指導要領の言語活動例を参考にして、情報を活用し、条件に応じて自分の意見や考えを表

現する活動の充実を図るとともに、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  ・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。 

 ・不読者をゼロに近づける取り組みが必要である。 

 

 質問紙 「あなたはこの１か月の間に本を何冊くらい読みましたか。」（単位は%） 

 ０冊 １～２ ３～４ ５～６ ７～８ ９～10 11～20 21～30 31 以上 その他 

全国 5.3 17.3 19.7 16.4 11.1 11.3 9.8 4.1 4.7 0.2 

県（27 年度） 9.1 16.4 15.5 12.2 8.3 11.5 10.3 5.7 10.6 0.3 

県（26 年度） 9.9 15.7 15.5 13.2 7.8 11.2 10.1 5.7 10.4 0.5 

 

１か月で１冊も読まない「不読者」の割合は、昨年度から微減したものの、全国の約 1.7 倍で

ある。「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。また、１

か月で３１冊以上読む児童が１割以上いる。多読は悪いことではないが、本の種類や内容につ

いての指導も必要である。 

 ・一斉読書や教科の授業中に図書館の利活用を推進する中で、上記の指導が可能になる。 

 

（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（概ね満足できる状況）を設定すること

が求められる。 

 ・この具体的な評価規準から本時のめあてを設

定すること 

 ・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 

 ①主に「知識」に課題がある場合に求められる工夫 

 ・記述する力を高めるために様々な場面で「書く」活動を設定する。 

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。 

例（話す聞く）インタビュー等の取材メモ、スピーチ原稿 

 （書くこと）手紙、礼状、依頼状、記録、報告、紹介、説明、詩、短歌、俳句、物語、随筆 

 （読むこと）文章を読んで解釈し、自分の考え（感想や意見）を明確に書くこと。 

目的に応じて本文を引用したり要約したりすること。 

 ・学習用語の確実な定着を重視すること 

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。 

   

 

 ②主に「活用」に課題がある場合に求められる工夫 

 ・条件に即応して記述しなければならない場面を設定する。 

  時間・字数・文章の形態や種類・文体（常体・敬体・一人称・三人称等）・テーマ・対象・使 

用語彙・要約・引用・例示・技法（反復・倒置・比喩・反語等）・構成等条件を踏まえる必然

性のある活動を設定する。 

 

（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。 

 特に漢字は一度覚えても使わなければ忘れてしまう。繰り返し学習できる環境を学校全体で整

えることが大切である。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

導が望まれる。 

・全校一斉読書や各教科及び領域における学校図書館の利活用。 

 様々な力を下支えするものとして、活字に親しむことが必要である。その際、文学的文章だけ

でなく科学的な読み物等にも手を伸ばすように指導する必要がある。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るワークシートを短時間で行う）。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。 

 

 

既習の学習用語・漢字等を掲示し、授業中、

使用を促すことも有効である。 


