
Ｈ２9全国学力・学習状況調査結果 

正答率（％） 

1 

  

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 53 77.0 43 79 72 63 47 

全国 74.8 57.5 78.6 45.9 77.4 72.2 64.6 48.1 

全国 

との差 
▲0.8 ▲4.5 ▲1.6 ▲2.9 ＋1.6 ▲0.2 ▲1.6 ▲1.1 

大分県 76 58 81 46 79 73 64 47 

大分県 

との差 
▲2 ▲5 ▲4 ▲3 0 ▲1 ▲1 0 



  

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 74.6 57.5 76.5 45.7 74.0 65.1 59.7 40.6 

全国 72.9 57.8 77.6 47.2 75.6 66.5 62.2 44.1 

全国 

との差 
＋1.7 ▲0.3 ▲1.1 ▲1.5 ▲1.6 ▲1.4 ▲2.5 ▲3.5 

大分県 72.7 58.2 77.9 46.7 74.7 66.2 60.9 42.1 

大分県 

との差 
＋1.9 ▲0.7 ▲1.4 ▲1.0 ▲0.7 ▲1.1 ▲1.2 ▲1.5 

Ｈ２８全国学力・学習状況調査結果 

正答率（％） 

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） 
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（ポイント） 

  Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 

国語Ａ ▲3.1 ▲3.0 ▲2.9 ▲2.0 1.9 2.1 1.7 ▲0.8 

国語Ｂ ▲1.6 ▲2.0 ▲5.2 ▲2.4 3.4 1.9 ▲0.3 ▲4.5 

算数Ａ ▲1.1 ▲0.3 0.2 ▲1.0 3.2 0.8 ▲1.1 ▲1.6 

算数Ｂ ▲2.5 ▲1.8 ▲2.3 ▲3.2 ▲0.3 ▲0.3 ▲1.5 ▲2.9 

理科     ▲1.7     ▲0.7     



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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（ポイント） 

  Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 

国語Ａ ▲0.6 1.9 0.9 ▲1.5 0.6 1.1 ▲1.6 1.6 

国語Ｂ ▲1.5 0.2 1.2 ▲2.1 ▲0.6 ▲1.1 ▲1.4 ▲0.2 

数学Ａ ▲0.2 0.4 ▲0.5 ▲2.8 ▲0.4 1.8 ▲2.5 ▲1.6 

数学Ｂ ▲2.3 0.4 ▲4.0 ▲2.5 ▲2.5 ▲0.9 ▲3.5 ▲1.1 

理科     0.5     0.3     



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） 

Ｈ２５の小６ ３年間の伸び Ｈ２８の中３ 

国語Ａ ▲２．０ ＋０．４ ▲１．６ 

国語Ｂ ▲２．４ ＋１．０ ▲１．４ 

算数・数学Ａ ▲１．０ ▲１．５ ▲２．５ 

算数・数学Ｂ ▲３．２ ▲０．３ ▲３．５ 

5 

（国東市と全国との平均正答率の差の変化） 

Ｈ２６の小６ ３年間の伸び Ｈ２９の中３ 

国語Ａ １．９ ▲０．３ １．６ 

国語Ｂ ３．４ ▲３．２ ▲０．２ 

算数・数学Ａ ３．２ ▲４．８ ▲１．６ 

算数・数学Ｂ ▲０．３ ▲０．８ ▲１．１ 



Ｈ29 全国学力・学習状況調査（国東市小学校国語Ａ度数分布） 
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全国平均正答数 

11.2問 

正答率が3

割以下の児
童の割合 

4.1％ 



Ｈ29 全国学力・学習状況調査（国東市小学校国語Ｂ度数分布） 

7 

全国平均正答数 

5.2問 

正答率が3割

以下の児童の
割合 

19.1％ 



Ｈ29 全国学力・学習状況調査（国東市小学校算数Ａ度数分布） 
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全国平均正答数 

１１．8問 

正答率が3

割以下の児
童の割合 

4.1％ 



Ｈ29 全国学力・学習状況調査（国東市小学校算数Ｂ度数分布） 
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全国平均正答数 

5.1問 

正答率が3

割以下の児
童の割合 

39.7％ 



Ｈ29 全国学力・学習状況調査（国東市中学校国語Ａ度数分布） 
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全国平均正答数 

24.8問 

正答率が3

割以下の児
童の割合 

0.5％ 



Ｈ29 全国学力・学習状況調査（国東市中学校国語Ｂ度数分布） 
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全国平均正答数 

6.5問 

正答率が3

割以下の児
童の割合 

8.6％ 



Ｈ29 全国学力・学習状況調査（国東市中学校数学Ａ度数分布） 
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全国平均正答数 

23.3問 

正答率が3

割以下の児
童の割合 

7％ 



Ｈ29 全国学力・学習状況調査（国東市中学校数学Ｂ度数分布） 
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全国平均正答数 

7.2問 

正答率が3

割以下の児
童の割合 

18.3％ 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（小学校国語：領域別正答率） 

（％） 
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15

1

2

3

11

0

1

2

3

11

9

6

0

国語への関心・意欲・態度

話す・聞く能力

書く能力

読む能力

言語についての知識・理解・技能

問題形式

72.6 71.7

82.1 79.4

67.9

82.5

選択式

短答式

記述式

79.8 78.078.2

学習指導要領の領域等

69.6 69.2

62.1 60.6

71.2 70.2

79.8

評価の観点

69.6 69.2

78.2

58.8

57.7

68.7

国語Ａ　　分類 区分
対象問題数

（問）

平均正答率(％)

大分県（公立） 全国（公立）貴教育委員会

62.1 60.6

71.2 70.2

　全体 7674 74.8

78.0

58.8

57.7

68.7

話すこと・聞くこと

書くこと

読むこと

伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

9
話すこと・聞くこと 3
書くこと 5
読むこと 3
伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 0
国語への関心・意欲・態度 3
話す・聞く能力 3
書く能力 5
読む能力 3
言語についての知識・理解・技能 0
選択式 5
短答式 1
記述式 3

評価の観点

43.1 41.7

65.0 64.9

54.7 53.4

49.7 49.2

　全体 5853 57.5

59.5

48.1

47.6
学習指導要領の領域等

65.0 64.9

54.7 53.4

49.7 49.2

対象問題数

（問）

平均正答率(％)

大分県（公立） 全国（公立）貴教育委員会

37.6

59.5

48.1

47.6

国語Ｂ　　分類 区分

問題形式

65.3 64.6

67.2 69.2

43.1 41.7

60.8

60.8

37.6

「伝国」（言葉についての知識・理解・技能）で全国平均を上回っている 

「話すこと・聞くこと」が国語Ａ・Ｂとも全国平均を大きく下回っている 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（小学校算数：領域別正答率） 

（％） 

15 

15
数と計算 8
量と測定 2
図形 2
数量関係 5
算数への関心・意欲・態度 0
数学的な考え方 0
数量や図形についての技能 8
数量や図形についての知識・理解 7
選択式 7
短答式 8
記述式 0

77.7

79.7

79.6

77.8

貴教育委員会

77

全国（公立）

平均正答率(％)

78.6

80.6

68.8

81.1

79.6

80.7

評価の観点

問題形式

70.1

算数Ａ　　分類 区分
対象問題数

（問） 大分県（公立）

　全体 81

82.8

学習指導要領の領域

79.2

82.9

81.6

63.1

79.9

78.4

80.9

80.6

81.2

80.378.2

75.3

75.0

11
数と計算 5
量と測定 2
図形 1
数量関係 8
算数への関心・意欲・態度 0
数学的な考え方 9
数量や図形についての技能 0
数量や図形についての知識・理解 2
選択式 3
短答式 3
記述式 5

問題形式

54.3

62.3

54.1

61.7

31.631.4

43.6

49.3

29.2

60.5

48.4

12.6

40.0

44.5

49.1

43.6

評価の観点
45.643.1

算数Ｂ　　分類

12.4

53.2

区分
対象問題数

（問） 大分県（公立）貴教育委員会

　全体 46

学習指導要領の領域

36.7

全国（公立）

45.9

平均正答率(％)

43

45.4

48.6

52.8

47.0

13.2

40.0

算数Ａで「数量関係」が全国平均を上回っている 

算数Ｂでは、全ての項目で全国平均を下回っている 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（中学校国語：領域別正答率） 

（％） 

16 

32
話すこと・聞くこと 4
書くこと 4
読むこと 6
伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 18
国語への関心・意欲・態度 0
話す・聞く能力 4
書く能力 4
読む能力 6
言語についての知識・理解・技能 18
選択式 22
短答式 10
記述式 0

全国（公立）

75.4

区分
貴教育委員会

国語Ａ　　分類

学習指導要領の領域等

対象問題数

（問）

全体

大分県（公立）

平均正答率(％)

74.6

79.8

73.7

79.2

85.7

73.8

79 77.479

77.2

78.5

80.9

74.6

85.786.6

85.3

75.8 75.9

86.6

85.3

75.9

73.8

73.7

77.2

79.5
問題形式 75.1

75.4

80.9

79.9

77.7

評価の観点

75.8

79.8

9
話すこと・聞くこと 3
書くこと 4
読むこと 4
伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 1
国語への関心・意欲・態度 3
話す・聞く能力 3
書く能力 4
読む能力 4
言語についての知識・理解・技能 1
選択式 5
短答式 1
記述式 3

62.0

59.5

75.6

88.7

46.8

60.8 60.8

73.1 72.1

42.1 41.4

79.9 79.6

85.6

72.3 72.470.6

84.1

56.1 55.9

問題形式

国語Ｂ　　分類

評価の観点

平均正答率(％)

大分県（公立） 全国（公立）

全体 73 72.2

72.7

62.0

70.6

72.7

42.1 41.4

56.1 55.9

対象問題数

（問）
区分

72.3 72.4

60.8 60.8

73.1 72.1

貴教育委員会

59.5

72

学習指導要領の領域等

46.8

「伝国」（国語についての知識・理解・技能）が国語Ａ・国語Ｂで全国平均を上
回っている 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（中学校数学：領域別正答率） 

（％） 

17 

36
数と式 12
図形 12
関数 8
資料の活用 4
数学への関心・意欲・態度 0
数学的な見方や考え方 0
数学的な技能 20
数量や図形などについての知識・理解 16
選択式 13
短答式 23
記述式 0

64.6

全国（公立）

60.2

66.0 66.8

大分県（公立）貴教育委員会

61.6

区分数学Ａ　　分類

学習指導要領の領域

72.7 71.3 70.4

68.0

平均正答率(％)対象問題数

（問）

54.7

63 64

63.4

59.5

66.0

57.6

57.4

57.0

55.3

62.1

63.2

64.1

57.5

評価の観点

問題形式

全体

68.7 68.2

56.3

63.8

15
数と式 3
図形 6
関数 3
資料の活用 3
数学への関心・意欲・態度 0
数学的な見方や考え方 10
数学的な技能 3
数量や図形などについての知識・理解 2
選択式 4
短答式 6
記述式 5 21.7

35.6 36.8

57.6 61.2

53.8

19.3

66.3

54.1

64.6

85.9

49.1

85.1

45.0

大分県（公立）

50.4

35.4

50.8

全国（公立）

49.1 46.3

平均正答率(％)

48.3

対象問題数

（問）

問題形式

54.0

65.8

18.7

47

学習指導要領の領域

評価の観点

貴教育委員会

47.1

全体

数学Ｂ　　分類

47

区分

48.1

87.4

58.4

48.9

46.0

46.4

44.4

「数と式」が数学Ａ・数学Ｂとも全国平均を上回っている。 

「図形」が数学Ａ・数学Ｂとも全国平均を下回っている。 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

18 

小・中学校共通したプラス項目（全国平均との差） 

学級会などの話し合い活動で、自分とは異なる意見や少数意見の良さを生かしたり、
折り合いをつけたりして話し合い、意見をまとめていますか。 

そう思う どちらかといえ
ばそう思う 

どちらかといえ
ばそう思わない 

そう思わない 

小学校 + 11.9 - 4.4 + 0.2 - 7.9 

中学校 + 1.5 + 8.7 + 1.8 - 11.7 

（ポイント） 

全国平均と顕著な差（肯定的な回答が５ポイント以上）がある項目数 

プラス項目 マイナス項目 

小学校 12 17 

中学校 20 12 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 
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小・中学校共通したプラス項目（全国平均との差） 

先生は、授業やテストで間違えたところや、理解していないところについて、わかるまで
教えてくれますか 

そう思う 
どちらかといえ
ば、そう思う 

どちらかといえば、
そう思わない 

そう思わない 

小学校 + 1.6 + 5.6 + 1.5 - 2.8 

中学校 + 11.8 - 0.2 - 8.9 - 2.4 

（ポイント） 

（ポイント） 

今住んでいる地域の行事に参加していますか 

当てはまる 
どちらかといえ
ば、当てはまる 

どちらかといえば、
当てはまらない 

当てはまらない 

小学校 + 11.4 + 0.8 - 4.1 - 8.1 

中学校 + 4.1 + 15.7 - 2.7 - 16.9 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

20 

地域社会などでボランティア活動に参加したことがありますか 

参加したことがある 
参加したことがない わからない 

小学校 + 12.0 - 9.0 - 2.8 

中学校 + 14.3 - 5.8 - 8.2 

（ポイント） 
小・中学校共通したプラス項目（全国平均との差） 

（ポイント） 

授業や課外活動で地域のことを調べたり、地域の人と関わったりする機会があったと思
いますか 

当てはまる 
どちらかといえ
ば、当てはまる 

どちらかといえば、
当てはまらない 

当てはまらない 

小学校 +6.2 +1.9 -2.5 -5.2 

中学校 +11.2 -0.4 -2.3 -8.0 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 
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学級の友だちと話し合う活動をよく行っていたと思いますか 

当てはまる 
どちらかといえ
ば、当てはまる 

どちらかといえば、
当てはまらない 

当てはまらない 

小学校 +10.8 -4.1 -3.7 -2.8 

中学校 +21.9 -8.5 -10.5 -2.7 

（ポイント） 
小・中学校共通したプラス項目（全国平均との差） 

（ポイント） 

目標（めあて・ねらい）が示されていたと思いますか 

当てはまる 
どちらかといえ
ば、当てはまる 

どちらかといえば、
当てはまらない 

当てはまらない 

小学校 +5.3 -2.3 -1.4 -1.5 

中学校 +27.0 -17.5 -7.8 -1.4 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 
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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 

当てはまる 
どちらかといえ
ば、当てはまる 

どちらかといえば、
当てはまらない 

当てはまらない 

小学校 +16.9 -7.0 -5.4 -4.3 

中学校 +17.2 +5.4 -17.6 -4.8 

（ポイント） 
小・中学校共通したプラス項目（全国平均との差） 

（ポイント） 

授業で扱うノートには、目標（めあて・ねらい）とまとめを書いていたと思いますか 

当てはまる 
どちらかといえ
ば、当てはまる 

どちらかといえば、
当てはまらない 

当てはまらない 

小学校 +6.9 +1.3 -5.7 -2.3 

中学校 +24.4 -12.3 -9.5 -2.5 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 
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授業や課外活動で地域のことを調べたり、地域の人と関わったりする機会があったと思
いますか 

当てはまる 
どちらかといえ
ば、当てはまる 

どちらかといえば、
当てはまらない 

当てはまらない 

小学校 +6.2 +1.9 -2.5 -5.2 

中学校 +11.2 -0.4 -2.3 -8.0 

（ポイント） 
小・中学校共通したプラス項目（全国平均との差） 

（ポイント） 

授業で扱うノートには、目標（めあて・ねらい）とまとめを書いていたと思いますか 

当てはまる 
どちらかといえ
ば、当てはまる 

どちらかといえば、
当てはまらない 

当てはまらない 

小学校 +6.9 +1.3 -5.7 -2.3 

中学校 +24.4 -12.3 -9.5 -2.5 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

24 

小・中学校共通したマイナス項目（全国平均との差） 

家で学校の授業の予習をしていますか 

している 
どちらかといえ
ばしている 

あまり 

していない 
全くしていない 

小学校 - 5.5 - 1.5 7.5 - 1.0 

中学校 - 7.5 - 6.4 + 8.8 + 5.4 

将来、外国へ留学したり、国際的な仕事に就いたりしてみたいと思いますか 

そう思う 
どちらかといえ
ば、そう思う 

どちらかといえば、
そう思わない 

そう思わない 

小学校 -3.6 -5.7 +2.8 +6.8 

中学校 -11.3 +3.6 +7.2 +0.8 

（ポイント） 

（ポイント） 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 
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小・中学校共通したマイナス項目（全国平均との差） 

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 

そう思う 
どちらかといえ
ば、そう思う 

どちらかといえば、
そう思わない 

そう思わない 

小学校 +2.9 +5.8 -5.1 -3.5 

中学校 +7.8 +2.5 -6.9 -3.2 

（ポイント） 

（ポイント） 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

26 

小・中学校で差異がある項目（全国平均との差） 

家の人（兄弟姉妹除く）は、授業参観や運動会などの学校行事に来ますか 

よく来る 時々来る あまり来ない 全く来ない 

小学校 -5.7（75.8％） +6.0（20.6％） +0.2（3.1％） -0.2（0.5％） 

中学校 +15.4（67.7％） -7.0（24.7％） -5.7（5.9％） -3.3（0.5％） 

家で学校の宿題をしていますか 

している 
どちらかといえ
ば、している 

あまりしていない 全くしていない 

小学校 -5.0（83.0％） +3.5（12.4％） +1.8（4.1％） -0.8（0％） 

中学校 +13.5（81.2％） -6.2（15.6％） -4.8（2.7％） -2.4（0.5％） 

（ポイント） 

（ポイント） 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

27 

小・中学校で差異がある項目（全国平均との差） 

学校に行くのは楽しいと思いますか 

そう思う 
どちらかといえ
ば、そう思う 

どちらかと言えば、
そう思わない 

そう思わない 

小学校 -6.4（49.0％） +2.6（33.5％） +2.1（11.3％） +1.9（6.2％） 

中学校 +9.7（57.0％） +1.9（35.5％） -6.8（5.4％） -4.7（2.2％） 

学校で、友だちに会うのは楽しいと思いますか 

そう思う 
どちらかといえ
ば、そう思う 

どちらかと言えば、
そう思わない 

そう思わない 

小学校 -7.2（76.3％） +5.1（18.0％） +2.6（5.2％） +0.5（0.5％） 

中学校 +6.2（81.7％） -3.0（16.1％） -1.4（2.2％） -1.7（0％） 

（ポイント） 

（ポイント） 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

28 

小・中学校で差異がある項目（全国平均との差） 

学校の規則を守っていますか 

そう思う 
どちらかといえ
ば、そう思う 

どちらかと言えば、
そう思わない 

そう思わない 

小学校 -8.8（37.6％） +8.4（54.6％） -0.1（6.2％） +0.5（1.5％） 

中学校 +2.6（65.6％） +1.1（33.3％） -3.3（0.5％） -0.4（0.5％） 

友だちとの約束を守っていますか 

そう思う 
どちらかといえ
ば、そう思う 

どちらかと言えば、
そう思わない 

そう思わない 

小学校 -12.2（57.2％） +11.4（39.2％） 0（2.1％） +0.9（1.5％） 

中学校 +2.6（72％） -0.6（27.4％） -1.9（0％） -0.6（0.5％） 

（ポイント） 

（ポイント） 



Ｈ２９全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

29 

小・中学校で差異がある項目（全国平均との差） 

いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思いますか 

当てはまる 
どちらかといえ
ば、当てはまる 

どちらかと言えば、
当てはまらない 

当てはまらない 

小学校 -2.3（78.9％） +2.1（17.0％） -0.1（2.6％） +0.4（1.5％） 

中学校 +10.6（83.9％） -5.0（14.5％） -4.9（0％） -0.6（1.6％） 

友だちとの約束を守っていますか 

そう思う 
どちらかといえ
ば、そう思う 

どちらかと言えば、
そう思わない 

そう思わない 

小学校 -12.2（57.2％） +11.4（39.2％） 0（2.1％） +0.9（1.5％） 

中学校 +2.6（72％） -0.6（27.4％） -1.9（0％） -0.6（0.5％） 

（ポイント） 

（ポイント） 



 

 

 

 

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（１） 

  （出題のねらい：互いの話を聞き、考えの共通点や相違点を整理しながら、進行に沿って話し合うことがで

きるかどうかをみる。） 

○学級文集のタイトルを決める話し合いにおける野村さんの報告の説明として適切なものを選択する。 

（国東市 58.8％・全国 69.2％） 

   ・解答類型を見ると、多かった誤答の理由は「『太陽』がよい」以外に「『銀河』がよい」という意見があ

ったために、「同じ意見でも理由がちがうことを報告している」に結びつけたためと考えられる。また、

「ぜひみんなに考えてほしい」という表現が「学級全体で取り上げてほしい」という意図であることを

捉えられなかったためと考えられる。設問の内容をよく把握し、正確に選択肢を吟味できるようにした

い。 

   ・話し合いの指導にあたっては、目的や目指す到達点、進め方などを確認し、一人ひとりが司会者や提案

者、参加者などの役割に基づいて、話し合う必要性を意識して進めていく必要がある。そのためには、

教師の演示などによる話し合いのモデルを提示し、互いの考えの共通点や相違点を確認しながら話し合

っていく様子を具体的に示すことなどが考えられる。また、特別活動において集団としての意見をまと

める話し合い活動を行うなど他教科等とも関連付け、児童の日常生活に生きて働くように多くの場を設

定することが重要である。 

 

平成２９年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果（小学校：国語） 

 

・小学校国語の平均正答率は、 

国語Ａ・国語Ｂともに全国平均を下回った。 

 

 

 

 ＜領域別正答率＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国語Ａ「伝統的な国語文化と国語の特質に関する事項」では、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 58.8 69.6 69.2 

書くこと 57.7 62.1 60.6 

読むこと 68.7 71.2 70.2 

伝統的な国語文化と 

国語の特質に関する事項 
78.2 79.8 78.0 

国語Ｂ 

話すこと・聞くこと 59.5 65.0 64.9 

書くこと 48.1 54.7 53.4 

読むこと 47.6 49.7 49.2 

伝統的な国語文化と 

国語の特質に関する事項 

 
  

 

正答率 
小学校国語 

国語Ａ（知識） 国語Ｂ（活用） 

国東市 74 53 

大分県 76 58 

全国 74.8 57.5 

 



（２）書くこと（２ 二） 

  （出題のねらい：手紙の攻勢を理解し、後付けを書くことができるかどうかをみる。） 

○手紙の後付けに必要な、日付、署名、宛名のそれぞれの位置について、適切なものを選択する。 

（国東市 38.7％・全国 41.5％） 

   ・この問いは、「前文」「本文」「末文」「後付け」といった手紙の基本的な構成についての知識を問うもの

であった。誤答については「自分の名前を手紙の一番最後に書く」とした児童がいたと考えられる。 

   ・指導にあたっては、手紙全体の構成や、後付けにおける署名と宛名の位置関係といった手紙の基本的な

形式などについて指導する必要がある。また、相手や場面に応じて、丁寧語や尊敬語、謙譲語を適切に

用いることも繰り返し指導していく。「宛名を最終行の上の位置に書くことで相手への敬意を示すこと

につながる」など、手紙の形式がもつ意味についてもふれておきたい。また、依頼状や案内状、礼状な

どの実用的な文章としての手紙を書く学習活動を、国語科との関連を図りながら総合的な学習の時間や

社会科等に意図的、計画的に設定していくようにする。 

 

（３）読むこと（４ 一） 

（出題のねらい：俳句の情景を捉えることができるかどうかをみる。） 

○俳句の情景について考えたこととして適切なものを選択する。 

（国東市 75.3％・全国 79.4％） 

   ・解答類型を見ると、アの俳句カードと中西さんの発言を読んで答える問いであるのに、イの俳句カード

や本間さんの発言に反応してしまった児童もいたと考えられる。問題文のどの部分を読んでいくのかを

適切に判断できるようにする必要がある。 

   ・俳句の指導にあたっては、七音五音を中心としたリズムから、国語の美しい響きを感じ取りながら音読

したり暗唱したりすることを通して、文語の調子に親しむことができるように指導することが大切であ

る。また、児童が俳句を繰り返し音読しながら、言葉の美しい響きや俳句のもつリズムに着目して、俳

句に表れている情景や季節感、作者の思いなどについて、思い浮かんだことや感じたことを交流するこ

とで、想像を広げたり深めたりすることが大切である。 

 

（４）伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項（６） 

（出題のねらい：古文における言葉の響きやリズムを楽しみながら読むことができるかどうかをみる。） 

○【「外郎売」の一部】を音読して気が付いたことの説明として適切なものを選択する。 

（国東市 61.3％・全国 71.1％） 

   ・誤答の理由は、音読して気が付いたことについて、【ノートの一部】から適切に捉えることができてい

ないためだと考えられる。「読むこと ４ 一」と同様に、問題文のどの部分を読んでいくのかを適切

に判断できるようにする必要がある。 

   ・古文や漢文の指導にあたっては、読んで楽しいものであること、自分を豊かにするものであることを児

童が実感できるように指導することが重要である。教材は、言葉のリズムを実感しながら読めるもの、

音読することによって内容の大体を知ることができるものを選定することが大切である。音読や暗唱に

よって言葉やリズムを実感する学習が、本設問のような問いにも対応できる力となるであろう。 

 

＜国語Ｂ（主として活用）＞ 

（１）話すこと・聞くこと（１ 二） 

  （出題のねらい：話の構成を工夫して話したり、聞き手の反応を見て話したりすることができるなどのスピ

ーチメモのよさを捉えることができるかどうかをみる。） 

○グループの話し合いの中で、石田さんたちは、スピーチメモを使うことのよさについてどのように考えて

いるかについて書く。 

（国東市 60.8％・全国 69.2％） 

   ・本設問は、【グループの話し合いの様子】の言葉を使うことと、四十字以内で書くことの２つの条件に

沿って解答するものであった。誤答の理由は、本文中から該当部分を抜き出すのではなく、それぞれの

学習経験に基づいて「スピーチメモのよさ」を書いたと考えられる。 

   ・スピーチなどのまとまった発表を行う際の指導にあたっては、発表原稿を基に話すことのみならず、本

問のように、スピーチメモを活用して話すことができるようにすることが大切である。具体的には、話



の構成を意識して、相手の反応を見ながら話すことが求められる。また、発表の意図に応じて、自分の

考えが伝わるように複数の事例を取り上げたり、話す速さや間のとり方を工夫したりするなどして、考

えながら話すことができるように指導することが考えられる。 

 

（２）書くこと（２ 一） 

  （出題のねらい：目的や意図に応じて、文章全体の構成を考えることができるかどうかをみる。） 

○【緑のカーテンづくりへの協力のお願い】における文章の構成の工夫として当てはまるものを選択する。 

（国東市 62.4％・全国 70.8％） 

   ・誤答の理由は、選択肢１の「夏の教室が暑いとどう困るかの具体例」という部分と、【緑のカーテンづ

くりへの協力のお願い】の最初の部分「夏が来ると、教室が暑くなってこまったことはありませんか」

を結びつけて解答したためと考えられる。「具体例を述べるとはどういうことか」をあらためて指導す

る必要がある。 

   ・目的や意図に応じて文章全体の構成の効果を考えて書く指導にあたっては、目的・意図・相手・方法を

はっきりさせることや、常に読み手の立場に立って内容や構成を考えさせる必要がある。そのためには、

読み手の立場から文章を客観的に評価し、文章を見直して書く活動を設定することが大切である。具体

的には、構成の段階で友だちと読み合い、助言し合い、助言を基に文章を見直す活動が考えられる。ま

た、普段から単元設定の段階で、児童の日常生活の中から書く必要のあることを取り上げて題材を選び、

計画的に指導していきたい。 

 

（３）読むこと（３ 三） 

  （出題のねらい：物語を読んで考えたことを発表し合い、叙述を基に自分の考えをまとめることができるか

どうかをみる。） 

○「きつねの写真」から取り上げた言葉や文を基に、松ぞうじいさんととび吉がきつねだと考えたわけをま

とめて書く。 

（国東市 38.7％・全国 43.7％） 

   ・本設問は、３つの条件に合わせて自分の考えを書くというものであった。（条件は①【物語の一部】か

ら言葉や文を取り上げて書くこと②考えの理由③字数）誤答は、①を満たしているものの、②の記述が

なかったものが多くみられた。 

   ・物語を読んで、叙述を基に理由を明確にして自分の考えをまとめる指導にあたっては、目的の叙述を見

付けるために、場面の展開に沿って登場人物の言動や心情の変化を捉えて読ませる必要がある。また、

複数の場面の叙述を相互に関係づけながら読むことができるようにすることが大切である。具体的には、

物語全体を見通すことができる学習シートを用いたり、感想を記入したカード等を活用したりしながら、

どの叙述に着目したのかを明確にして友だちと意見交流できるように指導していきたい。さらに、「条

件に合わせた書き方」の指導も並行して行っておく必要がある。 

 

３ 指導の改善のポイント 

（１）これからの国語科の授業づくりの基本的な考え方 

 ①主体的・対話的で深い学びを促すために、以下の８点について留意し、単元構想と授業実践を行うことが大

切である。 

 

 

 

 

 

 ②国語科は、児童に付けたい力を付けるために、言語活動を単元全体で取り扱い、言語活動を通して指導事項

を指導する教科である。学習指導要領改訂後も、国語科の言語活動で育成した言語能力は、他教科の基幹に

なることは言うまでもなく、今後とも更なる言語活動の充実を図り、授業改善を推進していくという方針は

不変である。 

  

 

ア 児童生徒が興味をもつ教材・題材       イ 魅力的な課題の提示、児童生徒による課題の発見 

ウ 学習の見通し、本時の目標（めあて）の明示 エ 課題解決的な学習、既習事項を活用する学習 

オ  自分の考えを発表・交流する機会      カ「できた」「わかった」の実感 

キ 「できたこと」「わかったこと」の振り返り  ク  日常生活、社会生活への広がり 

 



（２）国語科授業改善の方向性 

  新学習指導要領を鑑み、これまでの国語科の授業を振り返った上で国語科の授業改善の方向性を以下に示す。

（具体的留意点） 

 ①適切な言語活動の設定とその充実 

  ア）付けたい力を付けるのにふさわしい言語活動であるか 

・単元を構想する際には、付けたい力と言語活動との領域のミスマッチはないか、よく吟味する必要があ

る。そして、主たる学習活動の設定時間数は十分であるかも併せて考えておきたい。 

   ・言語活動を設定した後、課題解決のための手法は適切であるかを考えていく。場合によっては、児童の

学習状況（付けたい力が付いているのか等）を把握しながら、弾力的に修正していくことも大切である。    

  イ）多様な図書資料等が有効に活用されているか 

   ・目的に応じた言語の能力を身に付けさせるために、国語科の教科書だけでなく、多様な図書資料等（書

籍、新聞、その他のメディアからの情報）を用いることが必要である。多様な図書資料等を活用する中

で、例えば必要な情報を素早く見付ける読みや、必要な部分を詳細に分析する読みの指導が可能となる。 

    また、自分の考えを深めたり広げたりするためにも学校図書館等を利活用し、多様な情報を関連づけて

読むことの指導にあたることが必要である。 

   ・そのためにも、「不読者」を少なくする取組が必要である。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、読書によって豊

かな語彙形成につながったり、自分を高めたりできるという視点からも、引き続き読書指導の在り方を

見直す必要がある。 

    

 

 

 

 

 

 

  ウ）既習事項（または知識・技能）を活用する言語活動であるか 

  エ）ウ）のために知識・技能の確実な定着を図っているか 

  オ）児童の興味関心を喚起する言語活動であるか 

   ・興味関心を喚起する言語活動を行えば、国語科の学習が「好き」という気持ちが強くなり、学びに向か

う力につながる。 

  カ）発表や交流活動を設定した言語活動であるか 

   ・本当に話し合いが必要なのか、必要であれば、どのような形式の話し合いが適切であるのかを吟味した

上で行うことが大切である。また、ペア学習やグループ学習のみに終わらないために、児童自身に気付

かせることと教師が教えるべきことの整理をしておく必要がある。 

・話し合う手段をとる際には、「何のために」「何の力を高めるために」行うのかということを、児童自身

にも自覚させるように心がけたい。 

・発表の際、ただ原稿を読み上げるようなものになっていないか、ということも重要な指導のポイントで

ある。例えば、メモをもとに発表する、ということも活用力を高める上で非常に重要である。 

 

 ②生徒の主体的な学びを促す「めあて」等の設定、指導に生かせる「より具体的な評価規準」の設定 

  ア）適切な「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の設定があるか 

   ・以下の資料を参考にして、設定すること。 

    「児童生徒の主体的な学びを促す『めあて』『課題』『まとめ』『振り返り』の設定例」 

    「主体的・対話的で深い学びを実現するための単元（題材、主題）計画 例」 

     http://kyouiku.oita-ed.jp/gimu/2017/05/291.html 

  イ）指導事項・指導領域・評価の焦点化が見られるか 

  ウ）単元・指導過程・本時の評価規準に整合性があるか 

   ・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、整合性をもったより具体的な評

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。見取りができにくい評価規準は、指導・

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

冊数 ０ １～２ ３～４ ５～６ ７～８ 9～10 11～20 21～30 31 冊以上 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 

大分県 6.5 15.1 15.7 13.9 9.8 12.1 11.9 5.7 8.8 0.5 

国東市 4.0 14.5 15.6 16.8 6.4 19.1 11.6 5.2 6.4 0.6 

 



支援が曖昧になってしまうと考えられる。 

  エ）「Ｂ 概ね満足できる」状況が具体的に想定され、それを判断する場面や方法は具体的で適切であるか 

・評価の場面は１時間で１、２箇所が妥当である。 

  オ）「Ｃ 努力を要する状況」の児童への指導や支援は行われているか、またその方法（手段）は有効であ

るか 

   ・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。 

 

③参考資料を活用した授業実践 

  ○全国学力・学習状況調査の調査問題 

  ○「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」   

   http://www.nier.go.jp/jugyourei/ 

  ○「小学校国語科映像指導資料～言語活動の充実を図った『読むこと』の授業づくり～」 

http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html 

  ○「平成２８年度『小学校学力向上対策支援事業』 個に応じた指導の手引き 小学校 国語科・算数科編」 

 

（３）その他、国語科授業で取り組むべきこと 

 ①学習用語の確実な理解 

 ・必要な言葉を使用し、言葉で思考を深めることが必要である。そのために、小学校で使用する教科書に掲載

されている学習用語は、その学年で確実に理解させることが大切である。既習の用語は授業で使わせ、指導

者が曖昧な言葉を使わないようにしなければならない。 

 ②言語活動の成果物の掲示や展示 

 ・作成したものを互いに見ることで、児童の励みになるとともに、ものの見方や考え方が広がる契機にもなる。

また、言語活動に関連する資料の紹介も学習環境を整える意味で有効である。 

 ③記述する活動の充実 

 ・記述は、「書くこと」の指導だけでなく、３領域の力を向上させるのに有効である。 

  

 

 

 

 

 ・また、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ことも有効である。時間・字数・文章の形態

や種類・文体・テーマ・対象・使用語彙・要約・引用・例示・技法・構成等、条件を踏まえる必然性のある

課題を設定していきたい。 

 

（４）学校全体で取り組むべきこと 

 ①漢字や語句、文法、表現技法等の習得 

 ・漢字や語句、文法等の確実な習得には、繰り返し練習が不可欠である。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。また、国語科以外の教科

の時間に、既習の漢字を必ず使用するように指導することも大切である。 

 ②全校一斉読書や各教科における学校図書館の活用 

 ・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。学校司書等と連携し、バランスのよい読書指導をす

ることが重要である。 

 ・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。例えば、新聞を児童の見えるところに掲示し、自然と情報が入ってくる環境を作るこ

ともその第一歩となる。また、国語科だけでなく各教科や領域において、図書館活用の推進をしていきたい。 

 ③全国学力・学習状況調査についての研修や情報共有 

 ・全国調査の結果分析を各学校の指導の充実に活かすために、学校全体で情報を共有し、授業改善のベクトル

を揃え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、スピーチ原稿等 

 （書く）鑑賞文、図表などを用いた説明・記録、案内、意見文、批評文 

 （読む）文章を読んで解釈し、自分の考え（感想や意見、評価、批評等）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。 

 



 

 

１．結果のポイント 

 ・算数 Aの正答率は 77％で、全国の 78.6％を 1.6 ポイント下回っている。大分県の 81％との比較

では、4.0 ポイント下回った。 

 ・算数 Bの正答率は 43％で、全国の 45.9％を 2.9 ポイント下回っている。大分県の 46％との比較

では、3ポイント下回った。 

 ・算数 A では、特に「量と測定」の領域が 63.1％の正答率で、全国の比較で 5.7％、大分県との

比較で 7％下回り、最も正答率の差が大きかった。また、この領域は全国・大分県との差が大き

いだけではなく、４つの領域の中では最も正答率が低く、課題が見られた。算数 B では、特に

「数量関係」の領域が 36.7％の正答率で、全国・大分県との比較でともに 3.3％下回った。 

 

２．課題が見られた問題と指導の改善事項 

 （※全国平均を大きく下回っていたもの・正答率が極端に低かったもの） 

 

 

（１）数と計算 １ （２）計算の能力（計算の意味と計算の仕方の理解） 

① 出題のねらいと内容 

 

   

 

② 解答状況 （※正答・・・正答の条件   ※誤答・・・誤答の中でも特に多かったもの） 

   正答率 61.3％  （全国 69.9％） 

   ・誤答・・・□が代金を表していることを捉えることはできているが、買うリボンの長さと代金

を対応させることはできていない。 

③ 指導の改善事項 

    指導にあたっては、例えば１ｍ当たりの値段が６０円のリボンを何ｍか買う場面において、下

のように、テープの図と数直線を合わせた図を用いて、基準量に当たる１に対応する数量が６０

であること、さらに、２ｍ当たりの代金が１２０円、0.1ｍ当たりの代金６円であることを確認し

た上で、0.4 と□が対応することについて説明し合う活動が考えられる。 

 

 

 

（２）数量関係 １ （３）計算の能力（計算の意味と計算の仕方の理解） 

① 出題のねらいと内容 

 

 

 

② 解答状況 

平成 29年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果分析（小学校：算数） 

A 問題 

１より小さい小数をかける乗法の問題場面を理解し、数量の関係を数直線に表すことができる

かどうかをみる。 

（整数）×（小数）の計算において、乗数を整数に置き換えて考えるときに用いる、乗法の性

質を理解しているかどうかをみる。 



正答率 83.5％  （全国 91.0％） 

・誤答・・・乗数を 10倍すると積も 10倍になるという乗法の性質を理解していない。 

③ 指導の改善事項 

 指導に当たっては、60×２の積と 60×20 の積を比較するなど、整数の乗法の計算の仕方

において、乗数を 10 倍すると積も 10 倍になるという乗法の性質が成り立つことを確認する

活動が考えられる。その後に、小数の乗法においても同様の性質が成り立つことを生かしな

がら、小数の乗法を整数の乗法に置き換えて小数倍の積を求める活動が考えられる。 

 

（３）量と測定 ４ 量の比較や測定 

① 出題のねらいと内容 

 

 

② 解答状況 

正答率 64.9％  （全国 70.7％） 

    ・誤答・・・長さに関する任意単位による測定については理解できているが、重さに関する任

意単位による測定については理解できていない。 

③ 指導の改善事項 

指導に当たっては、児童が既習の量の比較や測定の方法を想起して、新たに学習する量の比較や

測定に活用することができるように、既習の内容を振り返ったり、比較や測定の方法について見

通しをもったりすることができるようにするなど、授業の展開を工夫することが考えられる。ま

た長さやかさなどの異なる種類の量の比較や測定の方法について共通点を見いだし、統合的に捉

える活動も考えられる。その際、、任意単位のいくつ分という同じ見方で大きさのちがいを明確

に表して比べることを実感できるように系統性を意識した指導が大切である。 

 

 

（４）量と測定 ５ 高さが等しい図形の面積 

④ 出題のねらいと内容 

 

 

⑤ 解答状況 

正答率 61.3％  （全国 67.0％） 

    ・誤答・・・底辺の長さと高さが等しい平行四辺形と三角形において、向きや形に依存せずに、

三角形の面積は平行四辺形の面積の半分であることは理解できているが、高さは図形の内部に

のみあるものと捉えていると考えられる。  

⑥ 指導の改善事項 

指導に当たっては、底辺の長さと高さがそれぞれ等しい平行四辺形と三角形においては、図形の

向きや形に依存せずに、三角形の面積は平行四辺形の面積の半分であることを理解できるように

することが大切である。 

 

 

 

 

任意単位による測定について理解しているかどうかをみる。 

高さが等しい平行四辺形と三角形について、底辺と面積の関係を理解しているかどうかをみる。 



 

 

 

（４）数と計算 １ （１）（３） 

     数量の関係の考察と一般化（数字カード） 

① 出題のねらいと内容 

 

 

 

 

 

 

② 解答状況 

（１） 正答率 70.1％ （全国 76.0％） 

・誤答・・・誤答の中にには 41－14 という回答があると考えられる。カードを使った２けた

の引き算の条件を理解することはできているが、「カードの差」が４になるカー

ドを選ぶことはできていないと考えら得る。 

（３）正答率 20.6％ （全国 24.9％） ※特に、（３）の正答率が低い。 

     ・正答・・・次の①②③の全てを書き、「カードの差」が与えられたときに「２けたの引き算

の答え」が一つに定まるきまりを書いている。 

① 「カードの差」、「２けたの引き算の答え」の言葉 

② 「カードの差」と「２けたの引き算の答え」の例から見いだせる数の「９」 

③ 「カードの差」、「２けたの引き算の答え」、「９」の関係を情報で表現している言葉や式 

     ・誤答・・・問題に示された二つの数量の関係を一般化して捉え、そのきまりを言葉と数を

用いて記述することに課題がある。 

③ 指導の改善事項 

（１） 児童自らが数量の関係を見いだし、見いだした数量の関係がほかの場合でも成り立つか

どうかを予想し、確かめることが大切である。例えば、本問題にあるカードを使った２

けたの引き算を用いて２けたの引き算の式をいくつか立て、答えが同じ式を黒板などで

分類整理する活動が考えられる。この活動により「２けたの引き算の答えは、全て９の

倍数になるのではないか」などの児童の予想を引き出し、ほかの場合でも成り立つかど

うかを児童自らが確かめることができるようにすることが大切である。 

（３） 指導に当たっては、本設問を用いて「カードの差が１，２，３などの場合の２けたの引

き算の答え」を整理し、そこから見いだすことができる数量の関係について、互いに自

分の考え方を表現し伝え合う活動が考えられる。その際、児童自らが「カードの差がわ

かれば、２けたの引き算の答えもわかります。」などと気づくことができるように、児童

の発言内容をよく聞き取り、児童が発言内容に内在する数学的な価値について意識しな

がら授業を展開することが大切である。 

 

 

 

 

問題 B 

算数の問題場面から見いだした数量の関係を考察したり、その関係を一般化して表現したりす

ることができるかどうかをみる。 

（１）示された条件を基に、適切な式を立てることができるかどうかをみる。 

（３）問題に示された二つの数量の関係を一般化して捉え、そのきまりを言葉と数を用いて記

述できるかどうかをみる。 



（５）数と計算 ２（１）情報の選択と数学的な表現及び方法の解釈とその適用（手紙） 

  ①出題のねらいと内容 

 

 

 

 

 

② 解答状況 

正答率 32.0％ 全国（40.4％） 

     ・正答・・・「大きい封筒に入れて 20 通送るのにかかる料金から、小さい封筒に入れて 20 通

送るのにかかる料金を引いている」「大きい封筒に入れて１通送るのにかかる料

金と小さい封筒に入れて１通送るのにかかる料金の差を、20 倍している」のい

ずれかの考え方で言葉や式を書き、答えを 560 と書いている。正方形を縦に何

個かくことができるかを求める式や言葉が記述されている。さらに、 

     ・誤答・・・手紙を 20 通送ることは捉えることはできているが、１通の重さのみに着目して、

20 通分の重さの差を求めていると考えられる。 

③ 導の改善事項 

日常生活の問題の解決のために、様々な情報の中から必要な情報を収集した上で、条件に合うも

のを選択し、数学的に処理することができるようにすることが大切である。 

指導に当たっては、問題文と表を関連付けながら解釈し、複数の情報を適切に整理して問題の解

決のために必要な情報を選択し、数学的に処理する活動が考えられる。その際、教師から整理さ

れた情報を与えるのではなく、児童自らが情報を整理した上で、必要な情報を選択し、問題を解

決できるようにすることが大切である。 

 

（６）数量関係・量と測定 ３（１） 

実験結果の数理的な処理と解釈・表現（ゴムの力で動く車） 

  ①出題のねらいと内容 

 

 

 

 

 

② 解答状況  

   正答率 58.8％ （全国 67.9％） 

・誤答・・・２回目の測定値を除くことができていないと考えられる。 

③ 指導の改善事項 

    日常生活や他教科での学習場面で平均を求める際、平均を求める式の意味を場面や状況と

関連付けて考察し、適切に平均を求めることができるようにすることが大切である。指導に

当たっては日常生活の問題の解決のために、平均を求める式を判断する際、飛び離れた数値

を除いて平均を求めることが適切かどうかを、場面や状況と関連付けて考察する活動が考え

られる。 

【参考・引用】平成 29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） 

日常生活の問題解決のために、測定値を平均する考え方を用いて適切に判断したり、示さ

れた方法を解釈・表現したりすることができるかどうかをみる。 

（１）飛び離れた数値を除いた場合の平均を求める式を判断することができるかどうかを

みる。 

日常生活の問題の解決のために、必要な情報を選択して数学的に処理したり、示された方

法を場面に応じて適用したりすることができるかどうかをみる。 

（１）料金の差を求めるために、示された資料から必要な数値を選び、その求め方と答え

を、言葉や式を用いて記述できるかどうかをみる。 

 



- 1 -

１ 結果のポイント

・全国平均との比較では、国語Ａは+1.6ポイント

（昨年度：-1.6ポイント）で全国平均を上回り、国語

（ ） 。Ｂは-0.2ポイント 昨年度：-1.4ポイント となった

（ただし、市・県の数値は少数第一を四捨五入）

・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-0.3ポイント、国語Ｂでは

-3.6ポイントとなっている 。。

・領域別では、国語Ａにおいては「書くこと」-0.4ポイント 「読むこと」-0.1ポイントとなっている。国語、

Ｂにおいては 「話すこと・聞くこと」で-1.8ポイントという結果となっている。、

２ 課題が見られた問題と指導の改善事項

国語Ａ ２ スピーチをする

設問二

①趣旨 事実と考えとの関係に注意し、構成を工夫して話すことができるかどうかをみる。

◆学習指導要領における領域・内容

［第１学年］ Ａ 話すこと・聞くこと

イ 全体と部分、事実と意見との関係に注意して話を構成し、相手の反応を踏まえながら話すこと。

＜話すこと＞

◆評価の観点 話す・聞く能力

②解答類型と反応率

中学校：国語

正答率 国語Ａ 国語Ｂ

79 72国東市

79 73大分県

77.4 72.2全国

分類 国東市 大分県 全国

75.8 75.9 75.4話すこと・聞くこと

85.3 86.6 85.7国 書くこと

73.7 74.6 73.8語 読むこと

80.9 79.8 77.2Ａ 伝統的な言語文化と国語

の特質に関する事項

70.6 72.3 72.4話すこと・聞くこと

62.0 60.8 60.8国 書くこと

72.7 73.1 72.1語 読むこと

46.8 42.1 41.4Ｂ 伝統的な言語文化と国語

の特質に関する事項

生徒数の割合（％）２ 二

設問の概要 国東市 全国

スピーチの構成を説明したものとして適切なものを選択する

79.6◎１ １と解答しているもの 73.7

7.5 6.9２ ２と解答しているもの

8.6３ ３と解答しているもの 12.9

4.7４ ４と解答しているもの 5.9

0 0５ 上記以外の解答

0 0.3６ 無解答

◎が正答

◆正答について

筆者は、始めに「どのような違いがあるのでしょうか」とスピーチの話題を提示している。次に調べ

、 「 。 、た事実を具体的に述べ 最後に 私は雨傘を大切に使っていこうと思います そして雨傘だけではなく

他の身近な道具も見つめなおして大切に使っていきたいです 」と自分の考えを述べている。。

平成２９年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果（中学校：国語）
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◆分析と課題

正答率は ％であり、相当数の生徒ができているものの、全国平均正答率 ％を ポイント73.7 79.6 5.9

下回っている。

解答類型３の反応率が ％である。これは 「どのような違いがあるでしょうか」という話題の12.9 、

提示を自身の考えと捉え、調べた事実を話題の提示と捉えたものと考えられる。

事実と意見との関係を明らかにして話す③指導の改善事項

スピーチをする際には、事実と意見との関係に注意して話を構成するように指導することが引き続き

大切である。また、スピーチの後に、事実と意見がそれぞれ明確に伝わったかどうかを振り返るように

指導することも重要である。例えば、スピーチの様子を記録した動画を用いて、話の構成や文末表現な

どの観点から、事実と意見が分かりやすく表現されていたかどうかについて聞き手の立場から検討する

などの学習活動が考えられる。

国語Ａ ６ 文学的な文章を読む（ 夢十夜 ）「 」

設問一

①趣旨 場面の展開や登場人物の描写に注意して読み、内容を理解しているかどうかをみる。

◆学習指導要領における領域・内容

［第１学年］ Ｃ 読むこと

ウ 場面の展開や登場人物などの描写に注意して読み、内容の理解に役立てること。＜文章の解釈＞

◆評価の観点 読む能力

②解答類型

◆分析と課題

正答率は ％であり、全国平均正答率 ％を ポイント下回っており、課題がある。68.8 74.8 6

解答類型の１以外の回答は、 ％である。中学校に入り、問題文中のように登場人物の設定等を30.7

箇条書きで整理するといった丁寧な活動から遠ざかっているのではないかと考えられる。この点がで

きていなければ、登場人物相互の関係をとらえることが困難となり、主題はもちろん、内容も正しく

とらえることができない。

生徒数の割合（％）６ 一

設問の概要 国東市 全国

登場する人物を整理したものに当てはまる人物の組み合わせとして適切なも

のを選択する

74.8◎１ １と解答しているもの 68.8

6.5 7.2２ ２と解答しているもの

10.8 9.0３ ３と解答しているもの

8.5４ ４と解答しているもの 13.4

0 0５ 上記以外の解答

0.5 0.5６ 無解答

◎が正答

◆正答について

夢の中にいる「自分」が 「仁王」を彫っている運慶の様子を見物している場面であるという設定を、

押さえたうえで、場面の展開や登場人物の言動に注意して読み、登場人物の相互関係を整理する必要が

ある。
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文章全体を読み、場面の展開や登場人物の役割等を理解する③指導の改善事項

文学的な文章を読む際には、目的に応じて時間的、空間的な場面の展開、登場人物の心情や行動、情

景描写などに注意して読むように指導することが大切である。その際、文章全体を読むことによって、

作品における登場人物の役割や人物の相互関係などが明確になり、内容の理解に役立つことがあること

に気付くように指導することが重要である。例えば、各場面での登場人物の言動が文章全体に表れたも

のの見方などにどのように関わっているかを考え、それらの考えを交流して文章の理解を深めるなどの

学習活動が考えられる。

◆関連する問題

【小学校】Ｈ２６Ａ 物語の一部に入る適切な人物の名前を書く５

国語Ａ ９ 伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

設問五

①趣旨 事象や行為などを表す多様な語句について理解しているかどうかをみる

◆学習指導要領における領域・内容

［第１学年］ 伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項（１）イ

ウ 事象や行為などを表す多様な語句について理解を深めるとともに、話の文章の中の語彙について

関心を持つこと。

②解答類型と反応率

◆分析と課題

正答率は ％であり、事象や行為などを表す多様な語句について、場面や状況に応じて適切に使38.7

うことに課題がある。無回答率が、全国より低く、解答類型３の反応率が高いことから、適切な語句

が浮かばないものの、何とか答えようとしたことが伺える。

多様な語句・語彙指導の工夫③指導の改善事項

事象や行為などを表す多様な語句を、生活の中の様々な場面や状況に応じて、適切に使う事ができる

ようにする必要がある。例えば、本設問のように学校生活の中での話し合いなど具体的な場面を取り上

げ、その場の状況に応じた適切な言葉について考えたり、調べたりするなどの学習活動が有効である。

その際、漢語などを用いて短い言葉で表すのがよいのか、文や文章を用いて丁寧に表すのがよいのかな

ど、目的や場面を踏まえて考えさせることが大切である。

生徒数の割合（％）９ 五

設問の概要 国東市 全国

話合いの記録として適切な語句を考える

次の条件を満たして回答している

①結論が出ていないという状況や、後でもう一度話し合うという状況をあ

らわす言葉を適切に書いている。

②漢字三字以内で書いている。

正答例 ・再検討 ・保留

38.7 35.8◎１ 条件①②を満たして解答しているもの

0 0.3２ 条件①を満たし、②を満たさないで解答しているもの

54.3 49.2３ 条件②を満たし、①を満たさないで解答しているもの

1.1 1.6４ 上記以外の解答

5.9 13.1５ 無解答

◎が正答

◆正答について

結論が出ていないという状況や、あとでもう一度話し合うという状況をあらわす言葉を、結果の欄に

書かれている「可決」や「否決」という言葉を参考にして、漢字三字以内で書く必要がある。
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国語Ｂ １ 文学的な文章を読む（ スコーレＮｏ．４ ）「 」

設問一

①趣旨 登場人物の言動の意味を考え、内容を理解しているかどうかをみる。

◆学習指導要領における領域・内容

［第２学年］ Ｃ 読むこと

イ 文章全体と部分との関係、例示や描写の効果、登場人物の言動の意味などを考え、内容の理解に

役立てること。 ＜文章の解釈＞

◆評価の観点 読む能力

②解答類型

◆分析と課題

正答率は ％と高いが、全国平均正答率 ％からは、 ポイント下回っている。77.4 84.1 6.7

国語Ａの 一と同様の課題があると考えられる。６

③指導の改善事項

文学的な文章を読む際には、登場人物の言葉や行動が、話の展開や作品全体に表れたものの見方など

にどのように関わっているかを考え、文章の理解を深めるように指導することが引き続き大切である。

例えば、自分が着目した登場人物の言動を取り上げ、どのような人物として描かれているのか、他の登

、 。場人物とどのような関係があるのかなどについて 互いの考えを交流するなどの学習活動が考えられる

、 。その際 自分の考えの根拠となる表現を文章全体の中から探して示すように指導することが大切である

国語Ｂ １ 文学的な文章を読む（ スコーレＮｏ．４ ）「 」

設問三

①趣旨 表現の仕方について捉え、自分の考えを書くことができるかどうかをみる。

◆学習指導要領における領域・内容

［第１学年］ Ｂ 書くこと

ウ 伝えたい事実や事柄について、自分の考えや気持ちを根拠を明確にして書くこと。 ＜記述＞

［第１学年］ Ｃ 読むこと

エ 文章の構成や展開、表現の特徴について、自分考えをもつこと。 ＜自分の考えの形成＞

生徒数の割合（％）１ 一 １

設問の概要 国東市 全国

本の紹介カードに書かれている登場人物の様子が具体的に表現されている箇

所として適切なものを選択する

5.1１ １と解答しているもの 8.6

6.8２ ２と解答しているもの 9.7

84.1◎ ３ ３と解答しているもの 77.4

4.3 3.9４ ４と解答しているもの

0 0５ 上記以外の解答

0 0.1６ 無解答

◎が正答

◆正答について

【 】 「 」 「 」 、 、本の紹介カード の 七葉 を評した言葉である 自由奔放 の意味を 文脈の中で的確に捉え

何にも捉われず自分の思うがままに振る舞う「七葉」の様子を描写している箇所を捜すと 「水に濡ら、

してみようよ、と言った」という箇所が当てはまることがわかる。
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［第１学年］ 伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項（１）イ

オ 比喩や反復などの表現の技法について理解すること。

◆評価の観点 読む能力

②解答類型

◆分析と課題

46.8 41.4 5.4 50正答率は ％である。全国平均正答率 ％を ポイント上回っているものの、正答率が

％を下回っており、表現の仕方について捉え、自分の考えを書くことに課題がある。

解答類型３の反応率は ％である。このように解答した生徒は、 ＜感想＞に、＜心に残った一4.3

文＞で取り上げた表現について 「誰（何 」の 「どのような」様子なのかを明確にして書くことがで、 ） 、

きていない。

解答類型４の反応率は ％である。このように解答した生徒は、＜心に残った一文＞に、比喩を8.1

用いた表現が含まれる一文を抜き出して書くことができていない。

解答類型５の反応率は ％で全国よりも高い。このように解答した生徒の多くは、＜心に残った31.7

一文＞に、比喩を用いた表現が含まれる一文を抜き出して書くことができていない。また、＜感想＞

に「誰（何 」の「どのような」様子なのかを明確に書くことができていない。あるいは、＜心に残っ）

た一文＞に 比喩を落ち板表現が含まれる一文を抜き出して書くことはできているが ＜感想＞に 誰、 、 「

（何 」の 「どのような」様子なのかを明確に書くことができていない。また、感じたことや考えた） 、

ことを具体的に書くことができていない。

◆関連する問題

Ｈ２５Ｂ 三 文章を読んで感じたことや考えたことを具体的に書く２

Ｈ２６Ｂ 三 落語の演じ方を選択し、なぜそのように演じるのかを、本文を根拠に殿様の気持ちを想３

像して書く

Ｈ２８Ｂ 三 図鑑の説明を読むことで、よく分かるようになった物語の部分と、その部分についてど３

のようなことが分かったのかを書く

本を読んで感じたことを交流し、ものの見方や考え方を広げる③指導の改善事項

文学的な文章を読んで、感じたいことや考えたことなどについて交流することは、自分のものの見方

や考え方を広げたり、読書の楽しさを味わったりする上で重要である。例えば、印象に残った場面や描

、 。 、写を取り上げ なぜその場面や描写が印象に残ったのかを具体的に説明する学習が有効である その際

生徒数の割合（％）２ 一

設問の概要 国東市 全国

比喩を用いた表現に着目し、感じたことや考えたことを書く

正答の条件

①＜心に残った一文＞に 【本の一部】から比喩を用いた表現が含まれる、

一文を抜き出して書いている。

② ＜感想＞に、①で取り上げた表現について 「誰（何 」の 「どのよう、 ） 、

な」様子なのかを明確にして書いている。

③ ＜感想＞に、①で取り上げた表現について、感じたことや考えたこと

を具体的に書いている。

41.4◎ １ 条件①②③を満たして回答しているもの 46.8

4.3 3.2２ 条件①②を満たし、条件③を満たさないで解答しているもの

4.3 8.9３ 条件①③を満たし、条件②を満たさないで解答しているもの

8.5４ 条件②③を満たし、条件①を満たさないで解答しているもの 8.1

23.7５ 上記以外の解答 31.7

14.3６ 無解答 4.8
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取り上げた場面や描写がどのような内容であるのかを明確にしたり、感じたことや考えたことを具体的

に説明したりすることができるように指導する必要がある。さらに、比喩や反復などの表現の技法につ

いての知識を生かすなど、これまでの学習を踏まえた指導をすることも大切である。

また、新聞やインターネットの書評、本のポップなどを取り上げ、そこにかかれたものの見方や考え

方と自分のものの見方や考え方とを対比させて新しい考え方を知ったり、自分の考えを再構築したりす

る学習動も効果的である。

◆参考事例

「平成 年度【中学校】報告書」Ｐ１３７24

「平成 年度【中学校】授業アイデア例」Ｐ１１～Ｐ１２25

「平成 年度【中学校」授業アイデア例」Ｐ１３～Ｐ１４26

「言語活動事例集【中学校版 」Ｐ４５～Ｐ４６、Ｐ４７～Ｐ４８】

国語Ｂ ３ 必要な情報を集める（ 走れメロス ）「 」

設問一

①趣旨 集めた材料を整理して文章を構成することができるかどうかをみる。

◆学習指導要領における領域・内容

［第１学年］ Ｂ 書くこと

イ 集めた材料を分類するなどして整理するとともに、段落の役割を考えて文章を構成する ＜構成＞

◆評価の観点 書く能力

②解答類型

◆分析と課題

正答率は、 ％であり、全国平均正答率 ％を ％下回っている。目的に応じて情報を選択69.4 75.3 5.9

し整理することに課題がある。

解答類型の２の反応率は ％である。これは 【下書き】の「私が選んだ『走れメロス』の中の18.8 、

表現」の部分に作品の中の表現が書かれていることや 「 走れメロス』と『人質 」の部分に「走れメ、『 』

ロス」のもとになったと言われている詩が取り上げられていることなどについて理解できなものと考

えられる。

生徒数の割合（％）３ 一

設問の概要 国東市 全国

下書きについての説明として適切なものを選択する

2.7 3.2１ １と解答しているもの

18.8 13.6２ ２と解答しているもの

9.1 7.6３ ３と解答しているもの

69.4 75.3◎ ４ ４と解答しているもの

0 0５ 上記以外の解答

0 0.3６ 無解答

◎が正答

◆正答について

【下書き】には 「走れメロス」の作者である太宰治の他の作品や、太宰治と関係のある作家 「走れ、 、

メロス」の中の印印象に残る表現、別の作品との関連など、様々な角度からの情報が項目立てて示さ

れている。
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材料のまとまりや書く順序を工夫して文章を構成する③指導の改善事項

新聞やパンフレット、発表のための資料などを編集する際には、紙面全体で何を伝えるのかという目

的を明確にした上で、情報をどのようなまとまりで示すのか、どのような順序で配置するのかなど、構

成を考えて書くことが大切である。例えば、同じ材料であっても、まとまりや書く順序の違いによって

伝わり方がどのように違うのか、伝えたい事柄が適切に伝わるような構成になっているのかなどについ

てグループで確かめあい、助言し合うなどの学習活動が考えられる。



数学Ａ］［

１ 結果のポイント

・全国平均との比較では、数学Ａは－１．６ポイント（昨年度：－２．５ポイント）

となり、昨年度よりも伸びているが、全国平均を下回っている。

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

り、大分県平均を下回っている。

・領域別では 「数と式」は全国平均を上回っているが、他の３つの領域で全国平均を、

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

与えられた文字式の意味を、具体的な事象の中で読み取ることができるかどうかを

みる。 《Ａ問題２（２ 》）

②解答状況 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

１ ア と解答しているもの。 １．６ ３．７

２ イ と解答しているもの。 ２０．４ １５．４

３ ウ と解答しているもの。 ２．７ ３．１

４ エ と解答しているもの。 【正答】 ７２．０ ７５．４

５ オ と解答しているもの。 ３．２ ２．０

・上記以外の解答 ０．０ ０．１

・無解答 ０．０ ０．３

正答率は７２．０％であり、全国平均正答率の７５．４％を３．４ポイント

下回っている。

③指導の改善事項

様々な問題解決の場面で文字式を利用する際に、事象における数量の関係や法則を

文字式で表したり、文字式で表された事柄や数量の関係を読み取ったりすることがで

きるように指導することが大切である。

式の意味を解釈する活動を取り入れたり、線分図などで表したりする活動を取り

入れることが大切である。

（２）図形

①出題の内容とねらい

円柱の体積を求めることができるかどうかをみる。

《Ａ問題５（４ 》）

②解答状況 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

１ １５００π と解答しているもの。 【正答】 ３８．２ ５１．８

２ ３００π と解答しているもの。 ８．６ ５．６

３ １５０π と解答しているもの。 ７．５ ７．０

４ ５００π と解答しているもの。 ０．５ １．７

５ １００π と解答しているもの。 １．１ ０．５

・上記以外の解答 ３４．９ ２３．６

・無解答 ９．１ ９．７

平成２９年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果（中学校：数学）



正答率は３８．２％であり、全国平均正答率の５１．８％を１３．６ポイント

下回っている。

③指導の改善事項

柱体の体積を求める公式について、底面の図形が高さの分だけ平行に移動すること

によって構成される立体とみることと関連させて理解を深める場面を設定し、角柱や

円柱の体積を求めることができるように指導することが大切である。

円柱の模型について実測した底面の半径や高さから見積もった体積と、模型に満た

した水の容量とを比較する場面を設定するなどして、数量の感覚を豊かにすることも

大切である。

（３）関数

①出題の内容とねらい

与えられた一次関数の表において、変化の割合の意味を理解しているかどうかをみ

る。 《Ａ問題１１（２ 》）

②解答状況 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

１ ア と解答しているもの。 １１．８ １１．０

２ イ と解答しているもの。 ２０．４ １４．７

３ ウ と解答しているもの。 【正答】 ４４．１ ５６．０

４ エ と解答しているもの。 ２３．７ １６．４

・上記以外の解答 ０．０ ０．２

・無解答 ０．０ １．７

正答率は４４．１％であり、全国平均正答率の５６．０％より、１１．９ポイント

下回っている。

③指導の改善事項

一次関数ｙ＝ａｘ＋ｂの変化の割合を求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、表におけるｘ、ｙの値の変化の様子を調べ、変化の割合の意味を

理解できるようにすることが考えられる。

（４）資料の活用

①出題の内容とねらい

「同様に確からしい」ことの意味を理解しているかどうかをみる。

《Ａ問題１５（１ 》）

②解答状況 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

１ ア と解答しているもの。 ２．２ １．８

２ イ と解答しているもの。 【正答】 ６７．２ ７８．０

３ ウ と解答しているもの。 １２．９ ８．７

４ エ と解答しているもの。 ９．１ ４．８

５ オ と解答しているもの ８．６ ５．０

・上記以外の解答 ０．０ ０．０

・無解答 ０．０ １．８

正答率は６７．２％であり、全国平均正答率の７８．０％を１０．８ポイント

下回っている。

③指導の改善事項
起こり得る場合がどの場合も同じ程度に期待されることを確認し、起こり得る場合

を順序よく整理し正しく数え上げる場面を設定することで、同様に確からしいことの

意味を理解し、起こり得る場合の数を基にして確率を求めることができるように指導

することが大切である。



数学Ｂ］［

１ 結果のポイント

・全国平均との比較では、数学Ｂは－１．１ポイント（昨年度：－３．５ポイント）と

なり、昨年度よりも伸びているが、全国平均を下回っている。

・県平均との比較では、数学Ｂは±０ポイント（昨年度：－１．５ポイント）となり、

大分県平均と同じになっている。

・領域別では 「数と式 「資料の活用」で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（領域別）

（１）図形

①出題の内容とねらい

筋道を立てて考え、証明することができるかどうかをみる 《Ｂ問題４（１ 》。 ）

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）

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、正答例に記述されている程度のものとする。
（ａ） ＢＤ ＝ＣＥ.

（ｂ） ＡＢ＝ＢＣ
（ｃ） ∠ＡＢＤ＝∠ＢＣＥ
（ｄ） △ＡＢＤ≡△ＢＣＥ

（正答例）

仮定より
ＢＤ＝ＣＥ ・・・・①

正三角形の辺はすべて等しいから、
ＡＢ＝ＢＣ ・・・・②

正三角形の角はすべて等しいから、
∠ＡＢＤ＝∠ＢＣＥ・・・・③

①、②、③より、２組の辺とその間の角がそれぞれ等
しいから、

△ＡＢＤ≡△ＢＣＥ

１ （ａ （ｂ （ｃ （ｄ）とそれぞれの根拠を記述 ２３．１ ３６．９）， ）、 ）、
しているもの。 【正答】

２ （ａ （ｂ （ｃ （ｄ）の表現が十分でなかった ５．９ ５．０）， ）、 ）、
り、記号を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】

３ 上記１ ２以外で 正しく証明しているもの 正答 ０．０ ０．０， 、 。【 】

４ 上記３について、根拠が抜けていたり、根拠の表現が ２．７ ２．２
十分でなかったりするが、証明の筋道が正しいとわか

【 】るもの 正答

５ 上記１～４で、根拠に誤りがあるもの。 ３．２ ２．６

６ 仮定として、∠ＢＡＤ＝∠ＣＢＥを用いているもの。 ２．７ ３．５

７ 上記６以外で、仮定とされていないものを用いている １０．８ ４．８
もの。

８ ａ のみを記述しているもの または ａ ｄ ５．９ ４．０（ ） 。 、、（ ），（ ）
について記述しているもの。

・上記以外の解答 ２５．８ ２０．７

・無解答 １９．９ ２０．３

正答率 ３１．７ ４４．１

正答率は３１．７％であり、全国平均正答率の４４．１％より、１２．４ポイント

下回っている。

③指導の改善事項

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、事柄が成り立つ理由を筋道を立てて考えた

りする活動を取り入れ、証明できるように指導することが大切である。例えば、結論

から仮定、仮定から結論の両方向から考えて証明する場面を設定することが考えられ

る。



（２）関数

①出題の内容とねらい

、 。数学的な表現を事象に即して解釈し 的確に処理することができるかどうかをみる

《Ｂ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 ４６≦ｂ≦７０ と解答しているもの。 【正答】 ３２．３ ４３．２

２ ３≦ｂ≦５ と解答しているもの。 ０．５ １．５

３ ３６≦ｂ≦６０ と解答しているもの。 ２．２ ２．６

４ ４６≦ｂ≦□ と解答しているもの。 ０．０ １．１

５ □≦ｂ≦７０ と解答しているもの。 １．１ ２．１

・上記以外の解答 ５２．７ ３２．０

・無解答 １１．３ １７．５

正答率は３２．３％であり、全国平均正答率の４３．２％より、１０．９ポイント
下回っている。

③指導の改善事項

問題解決において用いた式を事象に即して捉え直す活動を取り入れ、式を事象に即

して解釈できるように指導することが大切である。変域を正しく求めることだけでな

く、具体的な事象について、変域を使って表現することや変域を意識しながら事象を

捉え説明することも大切である。

数学Ｂ］［数学Ａ］ ［
３ 指導の改善ポイント（全体を通して）

（１）数と式

数量の関係や法則について文字式を表すことができるようにするために、文字式から

数量の関係を捉えたりして、数量の関係や法則を文字式で表すことについて確認する活

動を重視することが大切である。

文字を用いて処理した式に基づいて、問題を解決する方法を説明することができるよ

うにするために、問題を解決するための対象を捉え、それを数学的に説明する活動を充

実させる。

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

図形における辺や角などの位置関係についての理解を深められるようにするために、

実際に平面上に図形をかいたり、コンピュータを利用して示したりしながら視覚的に捉

え、辺や角の位置関係について確認したり、検討したりする活動を重視することが大切

である。

命題における結論を導くために何がわかればよいかを明らかにし、与えられた条件を

整理することを通してその命題が成り立つことを筋道を立てて証明したり、それを検討

したりする活動を充実させる。

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

２つの数量の関係から関数関係を見いだすことができるようにするために、具体的な

事象における２つの数量について一方の値を決めれば他方の値がただ１つ決まる関係を

確認する活動を重視することが大切である。また、具体的な事象における２つの数量の

変化や対応の特徴を表・式・グラフを用いて捉え、それらを相互に関連付けて考察する



ことを通して、どのような関数になりそうか検討し、関数を判断する活動を重視する。

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、問題解決のために表した表

・式・グラフをどのように用いればよいか説明し合う場面を設定し、検討する活動を充

実させる。

（４）資料の活用

日常生活や社会における問題に対して、資料を用いて傾向を的確に捉え問題を解決で

きるようにするため、数学的な表現を用いて判断の理由を説明する活動を充実すること

が大切である。

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。

（５）その他

・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２９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）



国東市における今後の取組について 

新大分スタンダードに基づく組織的・計画的な授業構想による質の向上 

（「教材」「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の質の向上） 

年度当初に提起した５つのポイントを徹底する。学校訪問、要請訪問、教育委員・文教厚生委員訪問を取

組の検証、指導の機会にする。 

① 新大分スタンダードの理解  

② 「主眼・めあて・振り返り・課題・まとめ」の役割を理解した上での正しい表記 

③ 児童生徒の具体的な姿で表した「評価規準」の設定 

④ 評価基準に達しそうにない児童生徒への個別の支援（指導案への明記） 

⑤ 要請訪問の提案授業における「単元プラン」の作成 

中学校教科研究協議会の実施と定期考査における活用問題の取組 

中学校教科研究協議会において、各種研修会・協議会の環流報告を行うとともに、中間・期末テストの問

題やワークシートの交流を行う。 

定期考査に活用問題を出題するようにするとともに、定期考査で問うことを念頭に授業改善を図る。 

校内研修を活用した先進的な情報の伝達 

校内研修において、教務主任、研究主任をはじめ各種主任が研修・協議会で得た情報や学んだ内容を環流

報告する時間を確実に設ける。 

必要があれば、指導主事・学力向上支援教員を積極的に招聘する。 

自主公開研究発表会（本年度４校・学びに向かう学校づくり中核校（国東中 10/26 含）に積極的に参加す

る。 

管理職による指導力の向上と取組の徹底 

 年間５回の協議会を行い、授業観察力、指導力を高め、管理職による授業改善に向けた指導をＯＪＴで行

っていく。（8/24・9/6・10/19・11/16・11/21） 

 県、全国、市が行うテストの結果を受けた補充学習等の計画の進捗状況を把握し、取組を徹底する。 

習熟の程度に応じた指導 

 学習支援教員の活用の目的を明確にし、十分に活用する。 

 県、全国、市が行うテストの結果を受けた組織的な（当該教科・当該学年担当者だけでない）補充学習を

計画し、実施を徹底する。 

 学び塾、学びの教室への参加促進を行うとともに、学校と講師が連携を取り、課題に対応した学習に取り

組む。 

 児童生徒の実態を考慮し、「授業づくりの工夫」と「個別の支援」を意識した授業に取り組む。 

（授業づくりの工夫は「指導及び支援」の中に、「個別の支援」は「評価規準」の下に明記することで意識

化を図る） 

学級経営力の強化 

 夏季休業中に実施した「集団づくり研修」を年度内にもう一度実施し、参加者への研修を行うとともに年

度当初に活用できる実践力を養う。 

 学校の実態に応じた人材の活用及び管理職による支援を行う。 

 小学校における学年部制を積極的に導入する。 



 


