
平成３０年度全国学力・学習状況調査結果のポイント（小学校） 
国東市 教育委員会 

【国語】 
• 平均正答率は、国語Ａは全国平均を下回ったが国語Ｂは全国平均を上回った。  

• 国語Ａでは「話すこと・聞くこと」「書くこと」の正答率が全国平均を上回った。「読むこと」
は全国平均と同じであった。 

• 国語Ｂでは、「書くこと」「読むこと」の正答率が全国平均を上回った。 

 

【算数】 
• 算数Aの正答率は66％で，全国の63.5％を2.5ポイント上回っている。大分県の65％
との比較でも，1.0ポイント上回った。 

• 算数Bの正答率は53％で，全国の51.5％を1.5ポイント上回っている。大分県の52％
との比較でも，1.0ポイント上回った。 

• 算数Aでは，すべての領域で全国の正答率を上回っている。特に「図形」の領域は
62.0％の正答率で，全国の比較で5.1％，大分県との比較で3.6％上回っている。また
，算数Bも，すべての領域で全国の正答率を上回っている。 
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平成３０年度全国学力・学習状況調査結果のポイント（小学校） 
国東市 教育委員会 

【理科】 
• 全国平均との比較では、+0.7で全国平均を上回った。 

• 県平均との比較では、-2.0で県平均を下回った。 

• 「知識」「活用」ともに全国平均は上回っているものの、県平均を下回った。 

• 「エネルギー」「地球」の２つの区分で全国平均を下回った。 

• 選択式と短答式の問題は全国平均を上回っているが、記述式の問題は全国
平均を下回っている。 
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平成３０年度全国学力・学習状況調査結果のポイント（中学校） 
国東市 教育委員会 

【国語】 
• 全国平均との比較では、国語Ａは+0.9ポイント 

• （昨年度：-0.7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：
+2.3ポイント）となった。（ただし、市・県の数値は少数第一位を四捨五入） 

• 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 

  -1.2ポイント、国語Ｂでは -2.1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」-1.4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-1.3ポイント、「読むこと
」-0.1ポイントという結果となっている。 
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平成３０年度全国学力・学習状況調査結果のポイント（中学校） 
国東市 教育委員会 

【数学】 

• 全国平均との比較では、数学Ａは＋１．９ポイント（昨年度：－１．６ポイント）とな
り、昨年度よりも伸びている。 

• 県平均との比較では、数学Ａは＋２．０ポイント（昨年度：－１．０ポイント）とな  
り、大分県平均を上回っている。 

• 領域別では、「数と式」「関数」は全国平均を上回っているが、他の２つの領域で
全国平均を下回っている。 

 

【理科】 

• 全国平均との比較では２．９ポイント、県平均との比較では２．０ポイント上回っ
ている。 

• 領域別では、物理的領域・化学的領域・生物的領域・地学的領域ともに全国平
均及び県平均を上回っている。 
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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 70 57 66 53 61 77 61 68 44 69 

全国 70.7 54.7 63.5 51.5 60.3 76.1 61.2 66.1 46.9 66.1 

全国との差 -0.7 2.3 2.5 1.5 0.7 0.9 -0.2 1.9 -2.9 2.9 

大分県 72 56 65 52 63 77 62 66 45 67 

大分県 
との差 -2 1 1 1 -2 0.0 -1 2 -1 2 

Ｈ３０全国学力・学習状況調査結果 

正答率（%） 
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Ｈ２9全国学力・学習状況調査結果 

正答率（%） 
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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 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 



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 Ｈ３０ 
国語Ａ -3.1 -3.0 -2.9 -2.0 1.9 2.1 1.7 -0.8 -0.7 
国語Ｂ -1.6 -2.0 -5.2 -2.4 3.4 1.9 -0.3 -4.5 2.3 
算数Ａ -1.1 -0.3 0.2 -1.0 3.2 0.8 -1.1 -1.6 2.5 
算数Ｂ -2.5 -1.8 -2.3 -3.2 -0.3 -0.3 -1.5 -2.9 1.5 
理科     -1.7     -0.7     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 Ｈ３０ 
国語Ａ -0.6 1.9 0.9 -1.5 0.6 1.1 -1.6 1.6 0.9 
国語Ｂ -1.5 0.2 1.2 -2.1 -0.6 -1.1 -1.4 -0.2 -0.2 
数学Ａ -0.2 0.4 -0.5 -2.8 -0.4 1.8 -2.5 -1.6 1.9 
数学Ｂ -2.3 0.4 -4.0 -2.5 -2.5 -0.9 -3.5 -1.1 -2.9 
理科     0.5     0.3     2.9 



Ｈ３０ 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 

8.5問 

正答率が3

割以下の児
童の割合 

５．８% 

平均正答数  

国東市 ８．４ 

大分県 ８．６ 



Ｈ30 全国学力・学習状況調査（国東市小学校国語Ｂ度数分布） 
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全国平均正答数 

４．４問 

正答率が3割
以下の児童
の割合 

１８．６% 

平均正答数  

国東市 ４．６ 

大分県 ４．５ 



Ｈ30 全国学力・学習状況調査（国東市小学校算数Ａ度数分布） 

11 

全国平均正答数 

８．９問 

正答率が3

割以下の児
童の割合 

１０．３% 

平均正答数  

国東市 ９．２ 

大分県 ９．１ 



Ｈ30 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 

３０．２% 

平均正答数  

国東市 ５．３ 

大分県 ５．２ 



Ｈ30 全国学力・学習状況調査（国東市小学校理科度数分布） 
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全国平均正答数 

９．６問 

正答率が3

割以下の児
童の割合 

６．５% 

平均正答数  

国東市 ９．８ 

大分県１０．１ 



Ｈ30 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 

２４．３問 

正答率が
3割以下
の児童の
割合 

0% 

平均正答数  

国東市 ２４．７ 

大分県 ２４．５ 



Ｈ30 全国学力・学習状況調査（国東市中学校国語Ｂ度数分布） 

15 

全国平均正答数 

５．５問 

正答率が3

割以下の児
童の割合 

７．８% 

平均正答数  

国東市 ５．５ 

大分県 ５．５ 



Ｈ30 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 

２３．８問 

正答率が3

割以下の児
童の割合 

７．７% 

平均正答数  

国東市 ２４．４ 

大分県 ２３．９ 



Ｈ30 全国学力・学習状況調査（国東市中学校数学Ｂ度数分布） 

17 

全国平均正答数 

６．６問 

正答率が3

割以下の児
童の割合 

３１．８% 

平均正答数  

国東市 ６．２ 

大分県 ６．３ 



Ｈ30 全国学力・学習状況調査（国東市中学校理科度数分布） 

18 

全国平均正答数 

１７．９問 

正答率が3

割以下の児
童の割合 

２．０% 

平均正答数  

国東市 １８．５ 

大分県 １８．１ 



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（小学校国語Ａ：領域別正答率） 

（%） 

19 

「伝国」（国語についての知識・理解・技能）が全国平均を下回っている。 

12

話すこと・聞くこと 1

書くこと 1

読むこと 2

伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 8

国語への関心・意欲・態度 0

話す・聞く能力 1

書く能力 1

読む能力 2

言語についての知識・理解・技能 8

選択式 11

短答式 1

記述式 0

　全体 7270 70.7

67.0

91.3

79.2

74.0
学習指導要領の領域等

91.4 90.8

74.8 73.8

74.0 74.0

68.3

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

65.5

91.3

79.2

74.0

分類 区分

68.3 67.065.5

90.8

問題形式

74.9 73.9

36.3 35.5

73.9

30.1

74.8 73.8

74.0 74.0

評価の観点

91.4



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（小学校国語Ｂ：領域別正答率） 

（%） 

20 

「読むこと」が全国平均を大きく上回っている。 

「話すこと・聞くこと」が全国平均を下回っている。 

8

話すこと・聞くこと 3

書くこと 5

読むこと 2

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 2

言語についての知識・理解・技能 0

選択式 5

短答式 0

記述式 3

評価の観点

35.8 33.2

65.9 64.6

47.6 45.6

53.6 50.8

　全体 5657 54.7

64.4

48.8

56.6
学習指導要領の領域等

65.9 64.6

47.6 45.6

53.6 50.8

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

36.4

64.4

48.8

56.6

分類 区分

問題形式

68.4 67.6

35.8 33.2

69.5

36.4



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（小学校算数Ａ：領域別正答率） 

（%） 

21 

すべての項目で全国平均を上回っている。 

「図形」が県平均、全国平均を大きく上回っている。 

14

数と計算 5

量と測定 4

図形 3

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 5

数量や図形についての知識・理解 9

選択式 10

短答式 4

記述式 0

68.1

65.1

64.2

60.6

65.764.3

66.6

64.9

74.8

分類 区分
対象問題数
（問） 大分県（公立）

　全体 65

63.6

学習指導要領の領域

64.2

58.4

61.2

74.9

62.0

貴教育委員会

66

全国（公立）

平均正答率(％)

63.5

62.3

72.7

56.9

60.1

68.0

評価の観点

問題形式

63.0

63.8

61.8

67.8



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（小学校算数Ｂ：領域別正答率） 

（%） 

22 

すべての項目で全国平均を上回っている。 

10

数と計算 6

量と測定 4

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 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 1

選択式 3

短答式 2

記述式 5

51.5

平均正答率(％)

53

49.2

61.7

45.6

52.3

61.5

53.5

58.4

52.4

59.9

45.1

分類

61.0

59.2

区分
対象問題数
（問） 大分県（公立）貴教育委員会

　全体 52

学習指導要領の領域

46.0

45.8

69.9

75.1

評価の観点
49.851.4

70.5 71.7

問題形式

55.7

67.9

54.0

66.6

43.944.2

54.9

全国（公立）



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（小学校理科：領域別正答率） 

（%） 

23 

「エネルギー」「地球」に関する項目で全国平均を下回っている。 

16

主として「知識」に関する問題 3

主として「活用」に関する問題 13

物質 4

エネルギー 4

生命 4

地球 6

自然事象への関心・意欲・態度 1

科学的な思考・表現 12

観察・実験の技能 1

自然事象についての知識・理解 2

選択式 13

短答式 1

記述式 2

枠組み
81.0

57.0

Ａ区分

Ｂ区分

60.3

52.9

77.9

48.3

学習指導要領の区分等

83.0 78.0

56.259.0

62.4

55.8

77.6

51.2

59.8

53.1

73.6

49.5

26.9 28.6 28.0

87.6 88.7 81.5

問題形式

64.4 66.6 63.8

90.2 88.7 79.4

評価の観点

79.8 82.9 82.1

54.9 56.6 54.1

67.6 72.3 71.1

　全体 61 63 60.3

分類 区分
対象問題数
（問）

平均正答率(％)

貴教育委員会 大分県（公立） 全国（公立）



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（中学校国語Ａ：領域別正答率） 

（%） 

24 

「書くこと」と「読むこと」で全国平均を下回っている。 

32

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 21

国語への関心・意欲・態度 0

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 21

選択式 21

短答式 11

記述式 0

問題形式

77.3 76.8

75.4 74.7

77.5

76.4

76.578.3

学習指導要領の領域等

75.2 75.2

74.8 73.9

77.1 76.7

77.2

評価の観点

75.2 75.2

76.7

78.3

75.7

72.5

76.6

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

74.8 73.9

77.1

77.2

　全体 7777 76.1

76.5

75.7

72.5

76.6



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（中学校国語Ｂ：領域別正答率） 

（%） 

25 

「国語Ａ」同様「読むこと」で全国平均を下回っている。 

「伝国」 （国語についての知識・理解・技能）で全国平均を大きく上回っている。 

9

話すこと・聞くこと 3

書くこと 2

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 1

国語への関心・意欲・態度 3

話す・聞く能力 3

書く能力 2

読む能力 6

言語についての知識・理解・技能 1

選択式 6

短答式 0

記述式 3

問題形式

66.7 66.7

51.1 50.3

64.2

53.6

61.5

53.6

75.3

35.7

53.4

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

　全体 6261 61.2

49.2

75.3

35.7

53.4
学習指導要領の領域等

76.3 76.6

32.4 31.3

54.1 53.5

52.7

評価の観点

51.1 50.3

76.3 76.6

32.4 31.3

54.1 53.5

52.7 49.261.5



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（中学校数学Ａ：領域別正答率） 

（%） 

26 

「数と式」で全国平均を大きく上回っている。 

「図形」と「資料の活用」で全国平均を下回っている。 

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 14

数量や図形などについての知識・理解 22

選択式 18

短答式 18

記述式 0

70.4

63.3

61.5

70.7

貴教育委員会

68

全国（公立）

平均正答率(％)

66.1

71.1

69.1

55.5

63.5

71.8

評価の観点

問題形式

分類 区分
対象問題数
（問） 大分県（公立）

　全体 66

74.0

学習指導要領の領域

78.2

54.2

61.3

67.8

55.9

68.5

73.9

63.5

60.9

61.5

70.973.2

64.5

61.9



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（中学校数学Ｂ：領域別正答率） 

（%） 

27 

「数学Ａ」同様、「図形」と「資料の活用」で全国平均を大きく下回っている。 

引き続き、活用問題に課題がある。 

14

数と式 4

図形 3

関数 3

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 10

数学的な技能 4

数量や図形などについての知識・理解 0

選択式 2

短答式 7

記述式 5

全国（公立）

46.9

61.5

56.2

27.926.2

56.0

25.6

53.6

45.1

51.3

51.4

46.7

52.8

38.0

問題形式

61.1

54.5

53.0

35.7

43.8

52.7

42.5

評価の観点
43.6

49.6

42.9

46.6

分類

52.1

50.4

区分
対象問題数
（問） 大分県（公立）貴教育委員会

　全体 45

学習指導要領の領域

30.2

平均正答率(％)

44



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（中学校理科：領域別正答率） 

（%） 

28 

すべての項目で全国平均を上回っている。 

27

主として「知識」に関する問題 11

主として「活用」に関する問題 16

物理的領域 7

化学的領域 8

生物的領域 6

地学的領域 7

自然事象への関心・意欲・態度 1

科学的な思考・表現 16

観察・実験の技能 4

自然事象についての知識・理解 8

選択式 17

短答式 4

記述式 6

67.9

64.965.0

74.1

66.8

72.3 70.4

　全体 69 67 66.1

分類 区分
対象問題数
（問）

平均正答率(％)

貴教育委員会 大分県（公立） 全国（公立）

69.8 67.0

50.5 49.4

70.0
枠組み

72.0

66.0

74.8

69.4

74.2

60.6

評価の観点

81.3

66.0

第１分野

第２分野

学習指導要領の分野等

問題形式

73.6

74.1

73.5

58.6

74.4

65.0

72.5

57.8

68.7

72.3 70.9

71.1 70.2

73.1 74.0

64.8 64.9

71.6

50.1



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

29 

小・中学校共通したプラス項目（全国平均との差） 

家で、自分で計画を立てて勉強していますか 

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 +5.7（36.4%） +1.8（38.7%） -10.2（14.5%） +2.8（10.4%） 

中学校 -1.1（15.5%） +13.2（48.7%） -4.2（30.6%） -7.8（5.2%） 

（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 ５ ４ 

中学校 28 １ 



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

30 

小・中学校共通したプラス項目（全国平均との差） 

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 +8.0（43.9%） +3.3（30.1%） -4.2（15.0%） -7.0（11.0%） 

中学校 +6.3（24.9%） +14.5（41.5%） -2.0（25.9%） -18.6（7.8%） 

（ポイント） 

（ポイント） 

数学（算数）の授業で問題の解き方や考え方が分かるようにノートを書いていますか 

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 +8.5（65.3%） -2.4（26.6%） -4.1（6.4%） -1.8（1.7%） 

中学校 +4.7（50.3%） +2.3（37.3%） -5.3（8.3%） -1.6（4.1%） 



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

31 

小・中学校共通したマイナス項目（全国平均との差） 

１日当たりどれくらいの時間、勉強をしますか 

３時間以上 
２時間以上 

３時間未満 

１時間以上 

２時間未満 

３０分以上 

１時間未満 
３０分未満 全くしない 

小学校 -8.5 

（4.0%） 
+2.3

（19.1%） 
+3.6

（40.5%） 
-1.8

（22.0%） 
+3 

（10.4%） 
+1.5 

（4.0%） 

中学校 -4.8 

（5.7%） 
-0.5 

（25.4%） 
17.1 

（51.3%） 
-2.1 

（14.5%） 
-5.3 

（2.6%） 
-4.4 

（0.5%） 

数学（算数）の勉強は好きですか 

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 -3.3（30.6%） -0.6（29.5%） +4.3（26.0%） -0.3（13.9%） 

中学校 -1.9（23.8%） +0.3（28.5%） +4.0（30.6%） -2.4（17.1%） 

（ポイント） 

（ポイント） 



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

32 

小・中学校共通したマイナス項目（全国平均との差） 

調査問題の解答時間は十分でしたか（算数・数学Ｂ） 

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 -7.6（29.5%） +2.9（31.8%） +5.6（32.4%） -0.5（6.4%） 

中学校 -14.6（25.9%） +10（43.0%） +4.9（25.9%） -0.6（4.7%） 

（ポイント） 

（ポイント） 

理科の勉強は好きですか 

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 -0.6（52.0%） -2.0（28.9%） +2.8（14.5%） -0.1（4.6%） 

中学校 -3.1（26.9%） -0.3（32.6%） +6.5（30.6%） -3.1（9.8%） 



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

33 

小・中学校で差異がある項目（全国平均との差） 

将来の夢や目標をもっていますか 

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 -5.2（63.0%） +1.0（17.9%） +3.0（11.6%） +1.3（7.5%） 

中学校 -0.7（44.6%） +7.6（34.7%） +1.9（15.5%） -4.8（5.2%） 

家で、学校の授業の予習・復習をしていますか 

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 +1.8（29.5%） -3.1（31.8%） -0.1（27.2%） +1.6（11.6%） 

中学校 -6.8（11.4%） +13.3（50.3%） -1.0（30.6%） -5.3（7.8%） 

（ポイント） 

（ポイント） 



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

34 

小・中学校で差異がある項目（全国平均との差） 

家の人（兄弟姉妹を除く）と学校での出来事について話をしますか 

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 +2.1（54.9%） -3.4（24.3%） -0.5（14.5%） +2.0（6.4%） 

中学校 +2.5（47.2%） +2.9（34.2%） -2.6（15.0%） -3.3（2.6%） 

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 

どちらかと言えば、
当てはまらない 

当てはまらない 

小学校 -1.9（38.2%） -3.7（30.6%） +1.9（20.2%） +5.1（10.4%） 

中学校 +18.1（49.7%） +0.2（37.3%） -11.6（10.4%） -6.6（2.6%） 

（ポイント） 

（ポイント） 



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

35 

小・中学校で差異がある項目（全国平均との差） 

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 

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 -0.2（26.6%） -2.9（34.1%） +1.5（26.0%） +1.7（13.3%） 

中学校 -0.3（19.7%） +14.1（53.4%） -8.4（19.7%） -5.2（7.3%） 

テレビのニュース番組やインターネットのニュースを見ますか 

よく見る 時々見る あまり見ない 
ほとんどまたは 

全く見ない 

小学校 -5.9（51.4%） -2.9（26.0%） +4.3（12.7%） +4.7（9.8%） 

中学校 +6.7（59.1%） -0.5（34.7%） -6.0（2.6%） -1.5（2.6%） 

（ポイント） 

（ポイント） 



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

36 

小・中学校で差異がある項目（全国平均との差） 

理科の授業では、理科室で観察や実験をどのくらい行いましたか 

週1回以上 月1回以上 学期に１回以上 
ほとんどまたは全
く行っていない 

小学校 +1.6（42.8%） +0.1（48.0%） -1.6（6.4%） +0.3（2.9%） 

中学校 -9.1（31.6%） +5.4（51.8%） +3.3（13.0%） +0.1（3.1%） 

（ポイント） 

（ポイント） 

理科の授業の内容はよく分かりますか 

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 -0.4（55.5%） +3.5（37.0%） -3.1（5.2%） +0.1（2.3%） 

中学校 -7.9（18.7%） +4.8（48.2%） +6.2（29.0%） -3.0（4.1%） 



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

37 

小・中学校で差異がある項目（全国平均との差） 

理科の授業では、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 

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 +1.5（38.7%） -1.6（36.4%） 0（19.1%） +0.3（5.8%） 

中学校 -0.2（19.2%） +13.2（52.3%） -8.1（22.8%） -4.8（5.7%） 

（ポイント） 

（ポイント） 

観察や実験を行うことは好きですか 

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 -2.9（65.9%） -0.8（20.2%） +2.4（9.2%） +0.8（4.0%） 

中学校 +8.9（61.7%） +0.2（29.5%） -4.7（7.3%） -4.3（1.6%） 



Ｈ３０全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

38 

小・中学校で差異がある項目（全国平均との差） 
（ポイント） 

（ポイント） 

理科の授業で、どのようなことが分かったのか考えていますか（観察や実験の結果をも
とに考察していますか） 

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 +0.3（43.9%） -2.4（35.8%） +2.5（16.8%） -0.3（3.5%） 

中学校 -5.8（25.9%） +13.8（54.4%） -5.4（15.0%） -2.4（4.7%） 



Ｈ３０全国学力・学習状況調査「結果のまとめ」 

• 中学校については、全体としては、2年続けて成績を伸
ばしている。 

• 小学校については、国語Ａ以外は全国平均を越え、昨
年度に比べ大きく上昇した。また、算数Ｂで調査依頼
初めて全国平均を越えた。 

• 小中共に伸ばしていることについては、昨年度の調査
後の取組、市調査後の取組の成果だと考えられる。 

• 算数Ｂで初めて全国平均を越えたことについては、授
業改善の成果であると考える。 

• 中学校の数学Ｂで引き続き課題がある。 

39 



Ｈ３０全国学力・学習状況調査「結果のまとめ」 

• 児童生徒質問紙また、授業観察から、新大分スタンダ
ードの形式は、一定の定着が図られていることがわか
るが、成果として表れていないことから、新大分スタン
ダードの正しい理解と有用性の共通理解、教材・めあ
て・課題・まとめ・振り返り・問題解決学習等のより一層
の質の向上が求められる。 

• 児童生徒質問紙からも、学級集団、学年集団の状況
が、学力に大きな影響を与えていることは、明らかであ
る。それは、調査対象の学年、あるいは調査対象の前
年度の学年の問題ではない。学習意欲や集団づくり、
教科の愛好度、学習規律等の学びに向かう力は積み
重ねにより、育まれることから、組織的、継続的な取組
の徹底が求められる。 
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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）読むこと（３） 

（出題のねらい：目的に応じて必要な情報を捉えることができるかどうかをみる。） 

○【オムレツを作ったあとの感想】を踏まえ、【オムレツのページ】をどのように読めばよいか、適切なも

のを選択する。 

（国東市 73.4％・全国 73.9％） 

・解答類型を見ると「こげないようにしたい」という目的と「作り方」に書かれている「強火」「弱火」「火

が入り過ぎないように」という火に関する内容とを関係づけて捉えることができなかった児童がいるこ

とが考えられる。また「こげないようにしたい」という目的とフライパンのイラストとを結びつけて捉

え、文章には着目することができなかった児童がいることも考えられる。 

・指導にあたっては、目的に応じていろいろな本や文章を分析的に読み、内容の中心を捉えたり、段落相

互の関係を考えて全体の構成を把握し、自分の考えをまとめたりしながら読むなど、課題を解決するた

めに必要な情報を捉えて読む活動が必要である。目的に応じて、中心となる語や文を捉えて読むことが

できるようにするためには、学習活動において「目的を明確にし、調べる内容を具体的にすること」「図

鑑や事典などの読み方を身につけるようにすること」「他教科などとの関連を図り、国語科で身につけ

たことを活用できるようにすること」などの工夫が重要である。 

 

・平均正答率は、国語Ａは全国平均を下回ったが 

国語Ｂは全国平均を上回った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国語Ａでは「話すこと・聞くこと」「書くこと」の正答率が全国平均を上回った。「読むこと」は全国平均と

同じであった。 

・国語Ｂでは、「書くこと」「読むこと」の正答率が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 91.3 91.4 90.8 

書くこと 79.2 74.8 73.8 

読むこと 74.0 74.0 74.0 

伝統的な言語文化と 

国語の特質に関する事項 
65.5 68.3 67.0 

国語Ｂ 

話すこと・聞くこと 64.4 65.9 64.6 

書くこと 48.8 47.6 45.6 

読むこと 56.6 53.6 50.8 

伝統的な言語文化と 

国語の特質に関する事項 

 
  

 

平成３０年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果（小学校：国語） 

正答率 
小学校国語 

国語Ａ（知識） 国語Ｂ（活用） 

国東市 70.0 57.0 

大分県 72.0 56.0 

全国 70.7 54.7 

 〈領域別正答率〉 



 

（２）国語の特質に関する事項について（ ５ ７ ） 

（出題のねらい：文の中における主語と述語との関係などに注意して、文を正しく書くことができるかどうか

をみる。） 

○【春休みの出来事の一部】の中で点線部と実線部のつながりが合っていない文を選択し、正しく書き直

す。５ 

  （国東市 30.1%・全国 35.5％） 

・解答類型を見ると、主語と述語の関係を捉えることができず、「反省点は、用具の手入れをあまりしま

せんでした。」の文を主語と述語のつながり合っていないものとして捉えることができなかった児童が

いることが考えられる。また、つながりが合っていないものとして捉えることができても、主語と述語

の関係を踏まえて適切に書き直すことができなかった児童がいることも考えられる。 

・指導にあたっては、表現する時だけではなく、文章を読む時にも主語と述語の関係を強く意識できるよ

うにすることが大切である。また、書くことの学習とも関連を図り、児童が自分で書いた文や文章を、

主語と述語との関係に注意しながら丁寧に読み返していく習慣をつけることも大切である。 

 

（出題のねらい：相手や場面に応じて適切に敬語を使うことができるかどうかをみる。） 

  ○【話を聞いている様子の一部】の空欄ア・イに入る内容の組み合わせとして適切なものを選択する。７ 

   （国東市 54.3%・全国 56.0%） 

・高野さんが自分の母から聞いたことについて池田さんに質問するという状況において、身内に対して尊 

敬語を用いることが適切ではないと捉えることができなかった児童がいたと考えられる。 

・敬語を適切に使うことができるようにするためには、様々な場の状況で敬語を使うことに慣れることが

重要である。具体的には、地域の人や保護者などと関わる学校行事などにおいて、話をしたり、案内の

手紙を書いたりすることが考えられる。その際に、相手と自分との関係を意識しながら敬語を使うこと

に慣れるように指導することが大切である。また、自分や身内に関わる行動などについては尊敬語を用

いることが適切ではないというような、公の場における言葉の使い方に対する感覚を養うことも大切で

ある。 

 

＜国語Ｂ（主として活用）＞ 

（１）話すこと・聞くこと （１ 三） 

（出題のねらい：話し手の意図を捉えながら聞き、自分の意見と比べるなどして考えをまとめることができる

かどうかをみる。） 

○これから言葉をどのように使っていきたいかについて、北川さん、小池さんのいずれかの意見を取り上げ

自分の考えを書く。 

（国東市 31.8％・全国 33.8％） 

・解答類型を見ると、「北川さん、小池さんのいずれかの意見を取り上げる」「取り上げた意見に対してど

う考えるのか」「これから言葉をどのように使っていきたいか」の条件を全て満たして解答できなかっ

た児童がいることが考えられる。 

・指導にあたっては、話し合い活動の場を多く経験することに加えて、話し合い活動を振り返る学習も重

要である。また、計画的に話し合うためには、司会者、提案者、参加者それぞれの役割を捉え、話し合

いの目的に応じた進行や互いの発言の意図を理解することの大切さに気づくことも重要である。相手の

意見を踏まえて自分の考えをまとめる指導事例については『平成 30 年度【小学校】授業アイデア例』

を参考にするとよい。 

 

（２）書くこと （２ 二） 

（出題のねらい：目的や意図に応じ、内容の中心を明確にして、詳しく書くことができるかどうかをみる。） 

○【おすすめする文章】の空欄部分に、むし歯を防ぐ効果について、【保健室の先生の話から分かったこ

と】を取り入れて詳しく書く。 

（国東市 15.6％・全国 13.5％） 

・解答類型を見ると、児童は【紹介する文章】から「「かみかみあえ」は、するめが入っていて、よくかん

で食べるこんだて」であることを取り上げて書くことはできているが，そのことと関係付けて，【保健室



の先生の話から分かったこと】から「だ液がたくさん出て、口の中をきれいに保つ」ことについて取り上

げて詳しく書くことができなかったと考えられる。また、むし歯を防ぐ効果に着目して書くことはできて

いるが，【紹介する文章】と【保健室の先生の話から分かったこと】から，適切な内容を取り上げて書く

ことができなかった児童がいることも考えられる。 

・本問では，給食の献立を取り上げ，各家庭でメニューの一つに加えてもらうために推薦する文章（推薦文）

を書く場面を設定している。指導にあたっては、目的に応じて推薦する事物のよさを捉え、推薦理由を明

確にして書かせることが大切である。そのためには，構成を工夫したり、他のものと比較して適切な内容

を取り上げ、詳しく書いたりすることなどが考えられる。 

 

３ 指導の改善のポイント 

（１）授業改善の方向性 

①適切な言語活動とその充実 

ア．付けたい力をつける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。

また、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。 

・既習事項（または知識・技能）を活用する言語活動であるか、また知識・技能の確実な定着を図っている

か留意する必要がある。 

イ．多様な図書資料等の有効な活用を行っているか 

・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」を少なくする取り組みが必要である。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．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。 

エ．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。 

  

質問紙 「学校の授業時間以外に普段（月から金）１日当たりどれくらいの時間、読書をしますか」 

（単位は％） 

 ２時間以上 １時間以上２時

間より少ない 

３０分以上１時

間より少ない 

１０分以上３０

分より少ない 

１０分より少な

い 

全くしない 

全 国 ７．８％ １１．５％ ２１．８％ ２５．１％ １４．９％ １８．７％ 

大分県 ７．８％ １１．８％ ２１．５％ ２５．１％ １５．１％ １８．５％ 

国東市 ５．２％ ９．８％％ ２２．０％ ２３．１％ １５．６％ ２４．３％ 

 



オ．参考資料を活用した授業実践を行う 

   ○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」 

 

②主体的な学びを促す「めあて」等の設定と指導に生かすことができる「より具体的な評価基準」の設定 

・適切な「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の設定があるか、また、国語の学習として適切な「振り    

返り」となっているか、以下の資料を参考にして設定するとよい。 

「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」 

https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/2001425.html 

「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://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/2001723.html 

・指導事項・指導領域・評価の焦点化を行う。 

・単元の評価基準→指導過程の評価基準→本時の評価基準という道筋で整合性をもった、より具体的な評価

基準Ｂ（おおむね満足できる状況）を設定し、適切な評価の場面や方法を考える。 

・具体的な評価基準から本時のめあてを設定し、評価基準に基づき「Ｃ努力を要する状況」の児童を見極め

「Ｂおおむね満足できる」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）その他、国語科授業で取り組むこと 

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

導者も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「話す・聞く」「書く」「読む」の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、条件を踏まえる必要性の

ある課題を設定するとよい。 

 

（２）学校全体で取り組むこと 

①漢字や語句、文法、表現技法などの習得 

・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

http://www.nier.go.jp/jugyourei/
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html
https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/2001425.html
http://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/2001723.html


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。 



 

 

１．結果のポイント 

 ・算数 Aの正答率は 66％で，全国の 63.5％を 2.5ポイント上回っている。大分県の 65％との比較

でも，1.0ポイント上回った。 

 ・算数 Bの正答率は 53％で，全国の 51.5％を 1.5ポイント上回っている。大分県の 52％との比較

でも，1.0ポイント上回った。 

 ・算数 A では，すべての領域で全国の正答率を上回っている。特に「図形」の領域は 62.0％の正

答率で，全国の比較で 5.1％，大分県との比較で 3.6％上回っている。また，算数 Bも，すべて

の領域で全国の正答率を上回っている。 

 

 

２．課題が見られた問題と指導の改善事項 

 （※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 （１）計算の能力（計算の意味の理解と演算決定） 

① 出題のねらいと内容 

 

   

 

 

② 解答状況  

    正答率 60.1％  （全国 62.9％） 

    ・誤答・・・0.2ｍの重さは求めることができているがそこから 0.1ｍの重さを求めることがで

きていない。0.2ｍの重さではなく 0.1m の重さを求めている誤答が 12.1％みられた。 

③ 指導の改善事項 

0.４ｍの重さが 60ｇの針金の 0.2ｍ・0.1ｍの重さを求める問題であった。１ｍ当たりの重さ

を求める問題を考えることはできるが 0.2ｍとなるとそれがもとの半分の長さであり，重さも二

分の一になるということが理解できていない。計算の技能はあっても量的な感覚が豊かでないた

めに誤答になっていることが考えられる。0.2ｍの重さを誤って 40ｇと求めたため，0.1ｍの重さ

を半分にしていても誤った答えになっているものもあった。 

授業の中では，実際に針金やまたは半具体物としてのテープ等を半分にしてみる活動をし量的

な感覚を育てていくことも必要である。 

 

 

（２）数と計算 ３ 数の大小比較 

① 出題のねらいと内容 

 

 

② 解答状況 

正答率 74.0％  （全国 76.4％） 

平成３０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 

計算の能力を身に付けているかどうかをみる。 

・除法で表すことができる二つの数量の関係を理解していること。 

十進位取り記数法で表された数の大小について理解しているかどうかをみる。 



 

③ 指導の改善事項 

 3桁の整数の大きさを比べる問題であった。５６２と５□３とを比べたとき，５６２より

大きな数をつくるためには十の位の□にどのような数字が入るのかをすべて答えるといっ

たものである。７・８・９と解答している誤答が 22.0％あった。一の位の数字に着目する

ことができず，十の位の数字のみに着目し数の大小を比較していると考えられる。 

 3桁の数をつくる際に，一番大きな数や一番小さな数，ある数に一番近い数など条件を満

たす様々な数をつくる活動をすることにより十進位取り記数法で表された数の大小につい

て理解できるようにすることが大切である。 

 

（３）数量関係 ８ 割合 

 

① 出題のねらいと内容 

 

 

② 解答状況 

正答率 52.0％  （全国 52.9％） 

    ・誤答・・・基準量と比較量を正しく捉えることができていない。 

③ 指導の改善事項 

   200 人のうちの 80 人が何パーセントにあたるのかを求める問題であった。 

  200÷80 を計算し 25 パーセントと解答している誤答が 29.5％みられた。 

百分率を求めるためには，問題場面から基準量と比較量を正しく捉え，比較量÷基準量で割合

を求めることができるようにすること，および基準量を 100 として，それに対する割合で表す

方法が百分率であることを理解できるようにすることが大切である。 

 

 

（４） 量と測定 ９ 折れ線グラフの読み取り 

 

① 出題のねらいと内容 

 

 

② 解答状況 

正答率 62.4％  （全国 63.6％） 

    ・誤答・・・時間の経過に伴う気温の変化の様子に関する事柄を読み取ることはできているが，

同時刻の気温の違いに関する事柄を読み取ることはできていないと考えられる。 

③ 指導の改善事項 

 折れ線グラフから変化の特徴を読み取るとは，一方の数量が増加するときの他方の数量の増減

の様子を視覚的に捉え，二つの変化する数量の間にある関係を明確にすることである。その際，

グラフの部分の変化の特徴だけでなくグラフの全体の変化の特徴に着目して考察することがで

きるようにすることが大切である。 

 

 

百分率を求めることができるかどうかをみる。 

折れ線グラフから変化の特徴を読み取ることができるかどうかをみる。 



 

 

 

（５）図形 １ （１）図形の観察と論理的な考察・表現 （敷き詰め模様） 

 

① 出題のねらいと内容 

 

 

 

 

 

② 解答状況 

正答率 70.5％ （全国 71.7％） 

・誤答・・・敷き詰められた模様の中の図形の構成要素を捉えることができず，直角を含む図形

を選択している。 

    正三角形四つではなく，正三角形六つでできている図形を見いだしている。 

③ 指導の改善事項 

 図形についての見方や感覚を豊かにするために，敷き詰められた図形の中に，ほかの敷き詰め

ることができる図形を見いだし，図形の構成要素や性質を基に考察することができるようにする

ことが大切である。 

 合同な正三角形で敷き詰められたうろこ模様の中に，正三角形四つでできている図形である平

行四辺形を見いだし，平行四辺形であることを図形の構成要素や性質を基に説明する活動が考え

られる。その際，正三角形は一つの角の大きさが６０度であることから，長方形や直角三角形な

どの直角を含む図形は見いだすことができないことに気付くことができるようにすることが大

切である。 

 合同な多角形で敷き詰められた図形の中に，ほかの敷き詰めることができる図形を見いだすこ

とが，図形についての見方や感覚を豊かにすることにつながると考えられる。 

 

 

 

（５） 数量関係 ３（１）（２）情報の関連付けと解釈・表現及び判断 

                       （アンケートの結果調べ） 

  ①出題のねらいと内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題 B 

日常生活の事象を図形の構成要素や性質を基に観察し，図形を判断したり，事柄が成り立つこ

とを論理的に考察し，数学的に表現したりすることができるかどうかをみる。 

・合同な正三角形で敷き詰められた模様の中に，条件に合う図形を見いだすことができるかど

うかをみる。 

日常生活の事象を，グラフの特徴を基に，複数の観点で考察したり表現したりすること

ができるかどうかをみる。 

（１） メモの情報と棒グラフを組み合わせたグラフを関連付け，総数や変化に着目してい

ることを解釈し，それを言葉や数を用いて記述できるかどうかをみる。 

（２） 一つの事柄について表した棒グラフと帯グラフから読み取ることができることを，

適切に判断することができるかどうかをみる。 

 



② 解答状況 

（１）正答率 20.8％ 全国（20.7％） 

     ・正答・・・「メモ１は，12 月の人数に着目して書かれていて，メモ２は，7 月の人数と 12

月の人数の差に着目して書かれています。」 

     ・誤答・・・内容は正しく書かれているが，それぞれがどちらを対象にして書かれているの

かが明確ではない。メモ 1 については書かれているが，メモ２については示さ

れた数値が二つの月の人数の差であることを捉えることができていない。 

（２） 正答率 22.0％ 全国（23.9％） 

 

③ 指導の改善事項 

 設問（１）については，グラフの特徴を複数の観点で捉えて，情報を読み取ることができるよ

うにするために，他者が読み取った情報や観点をグラフと関連付けて解釈することができるよう

にすることが大切である。自分が読み取った情報と他者が読み取った情報を比較したり，グラフ

のどの部分に着目したものなのかを説明したりする活動が大切になってくる。 

 設問（２）については，複数のグラフを関連付けて考察することができるようにすることが大

切である。あるグラフから読み取った情報が適切かどうか検討したり，考察した結果から見いだ

した新たな問題を解決したりするために，グラフを新たに作り，それぞれのグラフから読み取る

ことができる情報を関連付けながら考察することができるようにすることも必要になってくる。 

人数を表したグラフから，割合を表したグラフを新たにつくるといった経験をさせたり，それぞ

れのグラフから読み取ることができる情報を関連付けながら考察させたりする活動が考えられ

る。 

 このような活動が，他教科の学習や日常生活の問題の解決において，読み取った情報が適切か

どうかを検討し，目的やデータの種類に応じてグラフを新たに作り，複数のグラフを関連付けて

考察し結論をまとめようとする態度の育成につながると考える。 

 

【参考・引用】平成 30年度全国学力・学習状況調査報告書（文部科学省・国立教育政策研究所） 
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平成３０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で全国平均を上回った。
・県平均との比較では、-2.0で県平均を下回った。
・「知識」「活用」ともに全国平均は上回っているものの、県平均を下回った。

・「エネルギー」「地球」の２つの区分で全国平均を下回った。

・選択式と短答式の問題は全国平均を上回っているが、記述式の問題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

（１）生命（ひなの観察）

①出題の内容とねらい

安全に留意し，生物を愛護する態度をもって，野鳥のひなを観察できる方法を構想できるか

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

２．４と解答【正答】 79.8 82.1
１．２と解答 1.7 0.5
２．３と解答 0.6 0.6
１．４と解答 11.6 9.0
３．４と解答 4.6 6.8
１．３と解答 0.0 0.5
上記以外の解答 1.7 0.5
無回答 0.0 0.0
「はしごを使って高いところに登り，観察する」という選択肢「１」を選んだ国東市の反応

率の合計は 13.3 ％である。このように解答した児童は，はしごを使って観察することは，高い
位置にある巣に観察者が直接近づくことになることから，安全かつ，親鳥の子育ての邪魔にな

らないようにするといった生物を愛護する態度をもって野鳥のひなを観察できる方法を構想す

ることができていないものと考えられる。

「ひなを鳥かごに入れ，教室で飼育しながら観察する」という選択肢「３」を選んだ国東市

の反応率の合計は 5.2 ％である。このように解答した児童は，ひなを鳥かごに入れて飼育しなが
ら観察することは，親鳥からひなを離すことになることから，親鳥の子育ての邪魔にならない

ように観察できる方法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，本設問のように，野鳥のひなを観察する際には，親鳥の子育てが数日間

継続して行われることを見通し，観察者自身の安全に留意し，親鳥の子育ての邪魔にならない

適切な方法で観察できるようにすることが大切である。観察方法を構想する際に，あらかじめ

個人で観察方法を構想し，その後，その構想した方法について根拠を基にして議論するなど，

話合いを通して，観察方法が安全への配慮と生物への影響を考えられた方法かといった妥当性

を見直す学習場面を設定することが大切である。
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（２）生命（鳥の翼と人の腕のつくり）

①出題の内容とねらい

調べた結果について考察する際に，問題に対応した視点で分析できたり，骨と骨のつなぎ目

について，科学的な言葉や概念を理解したりしているかどうかをみる。《１－（２）》

②解答状況 児童数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

３．５と解答【正答】 71.7 76.2
１．３と解答 1.2 0.5
２．３と解答 1.7 1.2
３．４と解答 2.9 4.1
１．５と解答 1.7 0.9
２．５と解答 5.2 3.2
４．５と解答 12.1 11.8
上記以外の解答 3.5 1.9
無回答 0.0 0.1
選択肢「４」を選んだ国東市の反応率の合計は 15.0 ％である。これは，たかしさんがまとめ

た内容に，翼や腕の曲がる方向に関する記述がないにもかかわらず，翼や腕の曲がる方向を示

す選択肢「４」を選んでいる。このように解答した児童は，調べた結果について考察する際，

問題に対応した視点で分析することができていないと考えられる。

③指導の改善事項

指導に当たっては，本設問のように，「鳥のつばさの骨」，「人の手やうでの骨」を「同じとこ

ろ」，「ちがうところ」で比較した結果を基に考察する際に，どのような問題意識をもってまと

められているのかを確認することや，「同じところ」，「ちがうところ」で書かれている内容は，

何について書かれているのかを話し合うなどの学習活動が考えられる。

（３）地球（上流側の天気と下流側の川の水位）

①出題の内容とねらい

より妥当な考えをつくりだすために，複数の情報を関係付けながら，分析して考察できるか

どうかをみる。《２－（４）》

②解答状況 児童数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全国

２．３と解答【正答】 56.6 59.8
１．２と解答 6.4 8.6
２．４と解答 8.7 7.0
１．３と解答 20.8 17.3
３．４と解答 0.6 1.3
１．４と解答 6.9 5.3
２と解答 0.0 0.1
３と解答 0.0 0.1
上記以外の解答 0.0 0.1
無回答 0.0 0.3

選択肢「１」を含む解答の反応率の合計は 34.1 ％である。これは，上流で雨が降り始めると
同時に，水位は高くなるという選択肢を選んでいる。このように解答した児童は，上流の降雨
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と下流の水位の関係について，かつやさんの調べた結果から分析して考察することができてい

ないと考えられる。

③指導の改善事項

指導に当たっては，本設問のよう

に，雲の様子や川の水位などを観察

した結果や，気象レーダーや雲画像

の内容など，児童が目的に応じて複

数の情報を分担して収集し，それら

の複数の情報からどのようなことが

言えるのかについて，話し合うこと

を通して情報を関係付けながら，多

面的に分析することが大切である。

児童が問題の解決に必要な情報をリ

アルタイムに収集・蓄積したり，そ

の情報をグループや学級全体で共有

したりすることができるように，タ

ブレットＰＣや電子黒板などの活用

が考えられる。

（４）エネルギー（電流の向きと大きさ）

①出題の内容とねらい

電流の流れ方について，予想が確かめられた場合に得られる結果を見通して実験を構想でき

たり，実験結果から電流の流れ方について，より妥当な考えに改善できたりするかどうかをみ

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 11.6 11.4
２と解答【正答】 45.7 47.7
３と解答 13.3 10.3
４と解答 29.5 30.1
上記以外の解答 0.0 0.1
無回答 0.0 0.5

本設問の正答率は 45.7 ％である。自分の考えと異なる他者の予想を把握し，その予想が確か
められ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と考えられる。選択

肢「４」の反応率は 29.5 ％である。このように解答した児童は，モーターの左右で電流の向き
や大きさは変わらないという，これまでの学習を通して獲得した知識を基に結果を見通してお

り，既存の知識を基に構想することができているものの，やす子さんの予想に当てはめて考え

ることができていないと考えられる。
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③指導の改善事項

実験結果の見通しを伴った解決の方向性を構想でき

るようにするためには，自らの予想や仮説を基に実験

計画を立案し，実験を行う前に，予想が確かめられた

場合に得られる実験結果を見通すことが大切である。

指導に当たっては，本設問のように，回路の中をど

のように電流が流れているかについて，第３学年「電

気の通り道」の学習内容や生活経験と関係付けて，根

拠のある予想や仮説を設定し，図などで表現しそれを

基に話し合う学習活動が考えられる。また，実験方法

を構想し，予想したことが確かめられた場合に得られ

る結果の見通しを行い，それぞれの見通しを話し合う

場面を取り入れ，自分と異なる予想をした他者の予想

が確かめられた場合に得られる結果の見通しを共有す

る学習活動も考えられる。児童が他者の予想の内容も

捉えつつ，見通しをもって実験を構想できるようにす

ることが大切である。また，検流計を複数用いて実験

を行うなど，児童が構想した実験方法を実現できるよ

うにすることも大切である。

（５）エネルギー（太陽の１日の位置の変化と光電池）

①出題の内容とねらい

太陽の１日の位置の変化と光電池に生じる電流の変化の関係を目的に合ったものづくりに適

用できるかどうかをみる。《３－（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 16.2 19.8
２と解答 28.3 22.5
３と解答 17.9 15.2
４と解答【正答】 37.6 41.9
上記以外の解答 0.0 0.1
無回答 0.0 0.6

選択肢「１」の反応率は 16.2 ％，選択肢「２」の反応率は 28.3 ％である。これらは，光電池
を南に向けて正午頃に日光が当たる状態であることを示す選択肢であり，目的の時間だけ扇風

機を作動させるために適切な位置に光電池を設置することができていないと考えられる。この

ように解答した児童は，午後１時頃から午後３時頃の太陽の位置は南よりも南西側である１日

の太陽の動きについて十分に理解できていないことが考えられる。

③指導の改善事項

指導に当たっては，例えば，設定したものづくりの目的に対し，必要な知識を明らかにする

ことが大切である。その際，複数の領域や単元で獲得した知識を適用することも考えられる。

本設問のように，「午後１時頃から午後３時頃のメダカの水槽の水温を下げるようにしたい」と
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いう目的を達成するには，これまでに獲得した知識として，「時間経過による太陽の位置や動き」

と，「光が当たったときに発電する光電池の性質」を児童が想起し，ものづくりへ適用できるよ

うにすることが大切である。さらに，光電池を入れる箱の切れ込みの幅，設置する光電池の角

度などは，獲得した知識の適用だけでなく実際につくりながら，試す中で調節が必要であり，「あ

る時間だけ光電池を発電させる」という目的を設定し，実際の発電状況を計測して，繰り返し

試しながら光電池の置き方を制御するといった学習活動が考えられる。

（６）粒子（ろ過の操作）

①出題の内容とねらい

ろ過の適切な操作方法を身に付けているかどうかをみる。《４－（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 6.4 3.6
２と解答 17.9 18.7
３と解答 7.5 6.2
４と解答【正答】 67.6 71.1
上記以外の解答 0.0 0.0
無回答 0.6 0.5

解答「２」の反応率は 17.9 ％である。これは，ガラス棒がろ紙に穴をあけてしまう可能性が
あることや，ガラス棒でろうとの穴がふさがれ，正しくろ過できない方法である。このように

解答した児童は，ろ過をする際にガラス棒を使用することの意味の理解を伴った適切な操作が

十分に身に付いていないと考えられる。

③指導の改善事項

器具の適切な操作方法を身に付けることができるようにするためには，器具の操作の手順の

理解だけでなく，器具を使用する目的や操作の意味を捉えることが大切である。指導に当たっ

ては，本設問のように，砂などの不純物と液体を分けるという目的意識を明確にして器具を操

作することが大切である。ろ紙の役割を確認した上で，砂などがビーカーの中に入らないよう

にするために，ろ紙に穴を開けないようにガラス棒をろ紙のどの位置に当てればよいのか，ろ

過する液がろ紙を超えないようにろ紙の大きさや入れる液の量をどれぐらいにすればよいのか

について話し合い，確かめ合う学習活動が考えられる。また，ろ紙の真ん中にガラス棒を当て

たり，ろ紙を超える液を注いだりといった誤った操作を教師があえて演示し，そのことによっ

て起こり得ることを想定するなどしながら，ろ過の各操作の意味を捉えることができるように

することが大切である。

【参考・引用】平成３０年度全国学力・学習状況調査報告書（文部科学省・国立教育政策研究所）
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１ 結果のポイント

・全国平均との比較では、国語Ａは+0.9ポイント

（昨年度：-0.7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：+2.3ポイント）となった。

（ただし、市・県の数値は少数第一位を四捨五入）

・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-1.2ポイント、国語Ｂでは

-2.1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」-1.4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-1.3ポイント、「読むこと」-0.1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 図書だよりを作成する
設問二

①趣旨 伝えたい事実や事柄が相手に分かりやすく伝わるように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２学年〕Ｂ 書くこと

ウ 事実や事柄，意見や心情が相手に効果的に伝わるように，説明や具体例を加えたり，描写を工夫

したりして書くこと。《記述》

②解答類型と反応率

中学校：国語

正答率 国語Ａ 国語Ｂ

国東市 77 61
大分県 77 62
全国 76.1 61.2

分類 国東市 大分県 全国

話すこと・聞くこと 75.7 75.2 75.2
国 書くこと 72.5 74.8 73.9
語 読むこと 76.6 77.1 76.7
Ａ 伝統的な言語文化と国語 78.3 77.2 76.5

の特質に関する事項

話すこと・聞くこと 75.3 76.3 76.6
国 書くこと 35.7 32.4 31.3
語 読むこと 53.4 54.1 53.5
Ｂ 伝統的な言語文化と国語 61.5 52.7 49.2

の特質に関する事項

２ 二 生徒数の割合（％）

設問の概要 国東市 全国

二つの意見の内容を一文で書き加える

◎１ 条件①，②，③を満たして解答しているもの 55.7 64.4
２ 条件①，②を満たし，条件③を満たさないで解答しているもの 4.2 3.8
３ 条件①，③を満たし，条件②を満たさないで解答しているもの 3.1 1.1
４ 条件②，③を満たし，条件①を満たさないで解答しているもの 28.1 23.2
５ 上記以外の解答 7.3 4.6
６ 無解答 1.6 3.3
◎が正答

◆正答について

次の条件を満たして解答している。

① 【意見１】と【意見２】の両方の内容を取り入れて書いている。

② 「なお，市立図書館では，」に適切に続けて，伝えたいことが分かるように書いている。

③ 三十字以内の一文で書いている。

平成３０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

○ 解答類型４の反応率は28.1％である。具体的な例としては，以下のようなものがある。

（例）

・（なお，市立図書館では，）パソコンを利用するには，受付で申し込むとよい（。）（22字）

・（なお，市立図書館では，）パソコンが設置されていますが，数に限りがあります（。）（24字）

このように解答した生徒は，【意見１】の「パソコンを利用するには，受付で申し込めばよいこと」

という内容と，【意見２】の「パソコンは，数に限りがあること」という内容のどちらか一方しか書く

ことができていない。

（例）

・（なお，市立図書館では，）受付で申し込めますが，数に限りがあるのでお気を付けください（。）

・（なお，市立図書館では，）数に限りがあるので利用を希望する人は受付で申し込んでください（。）

このように解答した生徒は，読み手に伝える必要がある事実や事柄を踏まえて，「受付で申し込」む

ものや，「数に限りがある」ものがパソコンであることを明らかにして書くことができていない。

（例）

・（なお，市立図書館では，）パソコンが利用できますが，数に限りがあります（。）（22字）

このように解答した生徒は，読み手に伝える必要がある事実や事柄を踏まえて，【意見１】の「（市

立図書館のパソコンを利用するには，）受付で申し込めばよい」ことを明らかにして書くことができて

いない。

③指導の改善事項 目的や意図に応じて説明や具体例を書き加える

伝えたい事実や事柄，意見などを相手に効果的に伝えるためには，目的や意図に応じて説明や具体例

を書き加えたり，表現しようとする内容に最もふさわしい語句を選んで描写を工夫したりするように指

導することが大切である。例えば，係からの報告や記録の文章に不足している情報や，付け加えた方が

よい情報について検討し，実際に説明や具体例を書き加えるなどの学習活動が考えられる。その際，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)の「イ言葉の特徴やきまりに関する事項」(ｴ)

との関連を図り，指示語や接続詞及びこれら同じような働きをもつ語句などに注意するように指導する

ことも有効である。

指導に当たっては，平成21年度全国学力・学習状況調査【中学校】国語Ｂ１三アに係る授業アイディ

ア例「身近な資料を用いて，表現の仕方や文章の特徴をとらえ，自分の表現に役立てることができるよ

うにする。」，平成22年度全国学力・学習状況調査【中学校】国語Ａ９二に係る授業アイディア例「相手

に応じた適切な表現で案内文を書くことができるようにする。」，平成24年度全国学力・学習状況調査【中

学校】国語Ｂ２三に係る授業アイディア例「資料に書かれている情報の中から必要な内容を選び，伝え

たい事柄が明確に伝わるように書くことができるようにする。」，平成25年度全国学力・学習状況調査【中

学校】国語Ａ３二に係る授業アイディア例「合唱コンクール必勝法を伝えるポスターを書く」，平成27年

度全国学力・学習状況調査【中学校】国語Ａ７二に係る授業アイディア例「問合せのメールに回答する」，

平成28年度全国学力・学習状況調査【中学校】国語Ｂ１三に係る授業アイディア例「係の活動への協力

を呼びかけるちらしを作る」も参考になる。

（参照）

「平成21年度【中学校】授業アイディア例」P.３ 「平成21年度【中学校】報告書」P.214

「４年間のまとめ【中学校編】」P.102 「平成22年度【中学校】授業アイディア例」P.２

「平成22年度【中学校】報告書」P.136 「平成24年度【中学校】報告書」P.199

「平成25年度【中学校】授業アイディア例」P.13～P.14 「平成27年度【中学校】授業アイディア

例」P.３

「平成28年度【中学校】授業アイディア例」P.５～P.６

国語Ａ ６ 話し合いをする
設問二

①趣旨 ・話合いの話題や方向を捉えて的確に話すことをみる
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◆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

オ 話合いの話題や方向をとらえて的確に話したり，相手の発言を注意して聞いたりして，自分の考

えをまとめること。《話し合うこと》

②解答類型

◆分析と課題

○ 解答類型３の反応率は 22.9％である。具体的な例としては，以下のようなものがある。
（例）

・（黒川さんと木村さんは，）どう思いますか（。）

・（黒川さんと木村さんは，）確認しなければならないことがあります（。）

このように解答した生徒は，司会である谷さんの「意見を述べる際には，その方法がよいと考える

理由も言ってください。」という発言に着目することができていなかったり，黒川さんと木村さんの発

言に理由が不足していることを捉えることができていなかったりするものと考えられる。また，黒川

さんと木村さんの発言に理由が不足していることは捉えられてはいるが，相手に伝わるように表現す

ることができていないものとも考えられる。

③指導の改善事項 話合いの話題や方向を捉えて話し合う

話合いをする際には，司会や議長の立場で直接話合いを進行していく場合はもとより，それ以外の立

場で参加する場合にも，話合いが課題の解決に向かうように進め方を提案したり，話合いが効率よく進

むように協力したりするように指導することが大切である。その際，話合いの目的，話題や方向を的確

に捉えて話したり聞いたりするように指導することが重要である。例えば，話合いの様子を動画で記録

し，それぞれの立場における発言の意図や効果について考えるなどの学習活動が有効である。

指導に当たっては，平成 24年度全国学力・学習状況調査【中学校】国語Ｂ１三に係る授業アイディア
例「対談を読んで考えたことを基に座談会を行う。」，平成 25年度全国学力・学習状況調査【中学校】国
語Ａ１二に係る授業アイディア例「話合いの動画を見ながら，司会の役割を話し合う」も参考になる。

（参照）

「平成 24年度【中学校】授業アイディア例」P.３～ P.４
「平成 24年度【中学校】報告書」P.188～ P.189
「平成 25年度【中学校】授業アイディア例」P.７

６ 二 生徒数の割合（％）

設問の概要 国東市 全国

話し合いの中で確認しなければならないことについての司会としての発言を

書く

◎１ 条件①，②を満たして解答しているもの 63.5 65.8
２ 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 0.0 0.1
３ 条件②を満たし，条件①を満たさないで解答しているもの 22.9 17.8
４ 上記以外の解 5.2 3.0
５ 無解答 8.3 13.3
◎が正答

◆正答について

（正答の条件）

次の条件を満たして解答している。

① 黒川さんと木村さんのそれぞれの理由を確認しなければならないことが分かるように書いている。

② 「黒川さんと木村さんは，」に続けて，実際に話すように適切に書いている。
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国語Ａ ８ 伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項
設問三

①趣旨 語句の意味を理解し，文脈の中で適切に使うことができるかどうかをみる。

◆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，話や文章の中の語彙について

関心をもつこと。

〔第２学年〕伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項(1)イ
(ｲ) 抽象的な概念を表す語句，類義語と対義語，同音異義語や多義的な意味を表す語句などについて

理解し，語感を磨き語彙を豊かにすること。

②解答類型と反応率

◆分析と課題

エの解答類型１の反応率は 17.7％，解答類型３の反応率は 8.3％，解答類型４の反応率は 37.0％
である。このように解答した生徒は，「せきを切る」という言葉になじみがなく，意味が理解できてい

ないものと考えられる。また，「くうを切る」の意味や用法を正しく捉え，文脈に即して適切に使った

り，「水気を切る」，「紙を切る」という表現の意味を踏まえて適切に使ったりすることに課題がある。

③指導の改善事項 場面に即した語句を活用する指導の工夫

語感を磨き語彙を豊かにするためには，語句の意味を辞書や資料集などを用いて確認するだけでなく，

話や文章の中で実際に使用するように指導することが大切である。その際，取り上げようとする語句に

ついて他に適切な表現がないかを考えたり，複数の語句を比べてどれが最もふさわしい表現かを検討し

たりすることも効果的である。同音異義語については，読み方だけでなく，漢字一字一字の意味を確認

しながら熟語の意味について考えることが大切である。場面に即した語句を選択し，活用することがで

きるようになるためには，例えば，以下のような学習活動が考えられる。

・気になった語句をノートに書き留め，その語句を使った短文を作ったり，話や文章の中で使ったり

する。

・文学的な文章の学習で，登場人物の人物像などを四字熟語や慣用句を用いて表す。

指導に当たっては，平成 21年度全国学力・学習状況調査【中学校】国語Ａ８三に係る授業アイディア
例「語句の意味を理解し，文脈の中で適切に使うことができるようにする。」，平成 24年度全国学力・学
習状況調査【中学校】国語Ａ７三に係る授業アイディア例「語句の意味を理解し，文脈の中で適切に使

うことができるようにする。」，平成 26年度全国学力・学習状況調査【中学校】国語Ａ８三に係る授業ア
イディア例「言葉を集め，言葉カレンダーを作ろう」，平成 29 年度全国学力・学習状況調査【中学校】
国語Ａ９五に係る授業アイディア例「自分が使ってみたい語句についてスピーチをする」も参考になる。

（参照）

「平成 21年度【中学校】授業アイディア例」P.２ 「平成 21年度【中学校】報告書」P.200
「４年間のまとめ【中学校編】」P.110 「平成 24年度【中学校】報告書」P.162
「平成 26年度【中学校】授業アイディア例」P.８
「平成 29年度【中学校】授業アイディア例」P.４

８ 三 エ 生徒数の割合（％）

設問の概要 国東市 全国

適切な語句を選択する（彼はせきを切ったように話し始めた）

１ １と解答しているもの 17.7 22.3
◎２ ２と解答しているもの 37.0 29.2
３ ３と解答しているもの 8.3 10.3
４ ４と解答しているもの 37.0 37.4
６ 無解答 0.0 0.0
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設問四２

①趣旨 目的に応じて文の成分の順序や照応，構成を考えて適切な文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２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) 文の中の文の成分の順序や照応，文の構成などについて考えること。

②解答類型と反応率

◆分析と課題

○ 平成 27年度全国学力・学習状況調査【小学校】国語Ａ２一では，「文の中における主語を捉えること
ができるかどうかをみる」問題（正答率 53.4 ％）に課題が見られた。これを踏まえて，目的に応じて
文の成分の順序や照応，構成を考えて適切な文を書く問題を出題したところ，正答率は 28.6 ％であっ
た。今回の結果から，文の中における主語を捉えたり，主語を明示しながら適切に表現したりするこ

とに引き続き課題があると考えられる。

○ 解答類型５の反応率は 59.9％である。具体的な例としては，以下のようなものがある。
（例）

・親友の勇気ある行動に（心を打たれた。） ・映画の最後のシーンに（心を打たれた。）

・ピアノを上手に演奏している彼に（心を打たれた。）

・サッカーの試合で，最後まで諦めずにプレーする選手たちに（心を打たれた。）

このように解答した生徒は，「心を打たれる」という言葉の意味が理解できており，「誰（何）」の「ど

のようなこと」に「心を打たれた」のかが分かるように書くことはできているが，主語と述語の照応の

理解については課題がある。

③指導の改善事項 文の成分の順序や照応に注意して書く

文を書く際には，文の成分の順序や主語と述語の照応などを整え，伝えたいことが相手に適切に伝わ

るように書くことができているかを常に吟味するように指導することが大切である。例えば，心の動き

や，身の回りの様々な物事などについて具体的な内容を盛り込んだ文を書き，伝えたいことを適切に表

現するための語順や語の照応について検討するなどの学習活動が考えられる。また，「書くこと」の学習

との関連を図り，推敲の際の観点の一つとして取り入れることも効果的である。

指導に当たっては，平成 21年度全国学力・学習状況調査【中学校】国語Ａ１一に係る授業アイディア

８ 四 ２ 生徒数の割合（％）

設問の概要 国東市 全国

「心を打たれた。」を文末に用いた一文を、主語を明らかにし、「誰（何）」

の「どのようなこと」に「心を打たれた」のかが分かるように書く

◎１ 条件①，②，③，④，⑤を満たして解答しているもの 28.6 22.3
２ 条件①，②，③，④を満たし，条件⑤を満たさないで解答しているもの 0.0 0.1
３ 条件①，②，③，⑤を満たし，条件④を満たさないで解答しているも 0.0 0.7
４ 条件①，②，④，⑤を満たし，条件③を満たさないで解答しているもの 5.2 1.1
５ 条件①，③，④，⑤を満たし，条件②を満たさないで解答しているもの 59.9 63.5
６ 条件②，③，④，⑤を満たし，条件①を満たさないで解答しているもの 0.5 0.6
７ 上記以外の解答 4.2 5.1
８ 無解答 1.6 6.5
◎が正答

◆正答について

次の条件を満たして解答している。

① 「心を打たれた」の正しい意味を理解して書いている。＊ 条件①は，設問四１で正答しているかどうかで判断する。

② 「心を打たれた」の主語を明確にして書いている。

③ 「誰（何）」のことに「心を打たれた」のかが分かるように書いている。

④ 「どのようなこと」に「心を打たれた」のかが分かるように書いている。

⑤ 一文で書いている。
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例「推敲の観点に基づいて，推敲の仕方を身に付けることができるようにする。」も参考になる。

（参照）

「平成 21年度【中学校】授業アイディア例」P.１ 「平成 21年度【中学校】報告書」P.169

国語Ｂ １ 説明的な文章を読む
設問一

①趣旨 文章とグラフとの関係を考えながら内容を捉え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〕Ｃ 読むこと

イ 文章の中心的な部分と付加的な部分，事実と意見などとを読み分け，目的や必要に応じて要約し

たり要旨をとらえたりすること。《文章の解釈》

②解答類型

◆分析と課題

○ 解答類型１の反応率は 40.1 ％である。このように解答した生徒は，文章の「全体では」という表
現で始まる段落と《全体》のグラフ，文章の「年齢別に見ると」という表現で始まる段落と《年代

別》のグラフをそれぞれ結び付けながら読み，内容を正しく捉えることができていないものと考え

られる。

○ 全国調査において、Ａ５二と本設問ともに誤答であった生徒は全体の 23.7 ％である。これは，文
章と図表などとを関連させて内容を捉えることができていないものと考えられる。本市でも同様の

傾向があると思われる。

③指導の改善事項 文章と図表などとの関係を捉え，内容を的確に理解する

グラフや図表，写真やイラストなどが用いられている文章を読む際には，文章の構成や展開を適切に

把握し，それぞれの図表などが文章のどの部分と関連しているのかを捉えるように指導することが大切

である。また，書き手が図表などを用いた意図や読み手に与える効果について考えるように指導するこ

とも重要である。例えば，図表などが用いられた説明や記録の文章を読み，図表などが文章の中心的な

部分，又は付加的な部分のどの部分と関連しているのかを確認し，互いに説明し合うなどの学習活動が

考えられる。また，図表などを用いた説明や記録の文章を書くなど，「書くこと」の学習との関連を図る

ことも有効である。

指導に当たっては，平成 24年度全国学力・学習状況調査【中学校】国語Ａ６二に係る授業アイディア
例「目的に応じて必要な情報を読み取ることができるようにする。」，「言語活動の充実に関する指導事例

集～思考力，判断力，表現力等の育成に向けて～【中学校版】」国語－４「文章と図表との関係を読み解

こう」も参考になる。

（参照）

「平成 24年度【中学校】授業アイディア例」P.２ 「平成 24年度【中学校】報告書」P.150
「言語活動事例集【中学校版】」P.25～ P.26

１ 一 生徒数の割合（％）

設問の概要 国東市 全国

グラフからわかることについて文章中で説明しているものとして適切なもの

を選択する

１ １と解答しているもの 40.1 40.6
２ ２と解答しているもの 5.7 6.5

◎ ３ ３と解答しているもの 45.8 45.9
４ ４と解答しているもの 8.3 6.9
５ 上記以外の解答 0.0 0.0
６ 無解答 0.0 0.2
◎が正答
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国語Ｂ １ 説明的な文章を読む
設問三

①趣旨 目的に応じて文章を読み，内容を整理して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２学年〕Ｂ 書くこと

ウ 事実や事柄，意見や心情が相手に効果的に伝わるように，説明や具体例を加えたり，描写を工夫

したりして書くこと。《記述》

〔第１学年〕Ｃ 読むこと

イ 文章の中心的な部分と付加的な部分，事実と意見などとを読み分け，目的や必要に応じて要約し

たり要旨をとらえたりすること。《文章の解釈》

②解答類型

◆分析と課題

○ この文章では，｢天地無用｣を誤った意味で受け取る人が多い理由について，複数の段落を設け，「ま

た」という接続詞を用いて大きく二つ述べている。そのような文章の構成や展開に着目しながら，

目的に応じて文章を読み，内容を的確に捉えてまとめることが求められる。

○ 解答類型２の反応率は 21.9％である。具体的な例としては，以下のようなものがある。
（例）

・「無用」は「してはならないこと」という意味だが，現在は，「禁止」という言葉を用いたり，丁寧

に書かれたりするようになった。そのために，「してはならないこと」という意味での使い方がある

こと自体，分かりにくくなっているから。

・「天地無用」の「無用」は「してはならないこと」という意味だが，最近はこの言葉を用いずに「禁

止」という言葉を用いたり，もっと丁寧に「……しないでください」などと書かれたりすることが

多いから。このように解答した生徒は，目的に応じて，文章の内容の一部を捉えることはできてい

るが，文章の構成や展開を踏まえ，必要かつ十分な内容を捉えることができていない。

○ 解答類型３の反応率は 18.8％である。具体的な例としては，以下のようなものがある。

１ 三 生徒数の割合（％）

設問の概要 国東市 全国

「天地無用」という言葉を誤った意味で解釈してしまう人がいる理由を書く

◎ １ 条件①，②を満たして解答しているもの 9.9 13.3
２ 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 21.9 18.6
３ 条件②を満たし，条件①を満たさないで解答しているもの 18.8 20.1
４ 上記以外の解答 46.9 40.7
５ 無解答 2.6 7.0

◎が正答

◆正答について

次の条件を満たして解答している。

① 以下の a，bのうち，一つ以上の内容を適切に取り上げて書いている。
a 「してはならないこと」という意味を表す際に，現在は「無用」以外の表現を用いるようになっている。
b 「無用」という言葉に「してはならないこと」という意味での使い方があること自体が，分かりにくくなっている。

② 以下の a，bのうち，一つ以上の内容を適切に取り上げて書いている。
a 「天地無用」には，「逆にする」に当たる内容が省略されている。
b 「逆にすること」が省略されていることに気付かないと，「天地無用」の「無用」の意味を，「してはならないこと」
以外の意味で捉えてしまう。
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（例）

・「天地無用」は「天地を逆にすること無用」の「逆にする」という部分が省略された言い方になって

いるので，その省略部分に気付かなければ，「無用」の意味は「役に立たないこと。いらないこと」

や「用事が無いこと」に取られかねない。その結果，「天地はいらない＝上下は気にしなくていい」，

「天地に用事はない＝天地は関係ない」と解釈されることになりやすいから。このように解答した

生徒は，目的に応じて，文章の内容の一部を捉えることはできているが，文章の構成や展開を踏ま

え，必要かつ十分な内容を捉えることができていない。

○ 解答類型４の反応率は 46.9％である。具体的な例としては，以下のようなものがある。
（例）

・「天地無用」は，本来，誤解があってはならない注意喚起の言葉ですから，見過ごせない結果であるとい

えるかもしれません。

・字面だけを見ても，そのことは分かりませんから，本来の意味で読み取るのは難しいでしょう。

・「無用」の意味は「役に立たないこと。いらないこと」や「用事が無いこと」に取られかねない。そ

の結果，「天地はいらない＝上下は気にしなくていい」，「天地に用事はない＝天地は関係ない」など

と解釈されることになりやすいから。

・「天地無用」という言葉を誤った意味で解釈してしまう人がいる理由は「無用」という言葉を「役に

立たないこと。いらないこと」や「用事が無いこと」という意味に取ってしまっているからです。

・「天地無用」という言葉は，いつも荷物を取り扱っている人や，意味を知っている人にはごく当たり

前のものかもしれないが，初めて目にした場合には解釈が難しい表現だから。

このように解答した生徒は，文章中の表現を用いて書いているが，目的に応じて文章を読み，必要な

内容を捉えることができていない。

（例）

・無用の「無」という文字に目がいってしまい，天地無用を天と地が無い，つまり上と下は関係ない

と捉えてしまう人が多いから。

・「天地無用」は辞書によって書かれている意味が違うから。このように解答した生徒は，目的に応じ

て文章を読むことができていないものと考えられる。また，文章に書かれていることを誤って捉え

ているものとも考えられる。

③指導の改善事項 目的に応じて文章の内容を読み取る

目的に応じて文章の内容を的確に読み取るためには，文章の中心的な部分と付加的な部分，事実と意

見などとを読み分け，文章の構成や展開を捉えて内容を理解するように指導することが大切である。そ

の際，段落ごとに内容を捉えたり，段落相互の関係を正しく押さえたりしながら，更に大きなまとまり

ごとに，文章全体における役割を捉えるように指導することが重要である。また，図表などが示されて

いる文章を読む際は，文章と図表などとの関連を捉えたり，書き手の意図やその効果について考えたり

するように指導することが大切である。

指導に当たっては，平成 23年度全国学力・学習状況調査【中学校】国語Ｂ２一，三に係る授業アイデ
ィア例「文章の内容を『Ｑ＆Ａ集』の形式で紹介する。」，平成 24年度全国学力・学習状況調査【中学校】
国語Ａ６一に係る授業アイディア例「文章の展開に即して内容を捉えることができるようにする。」も参

考になる。

（参照）

「平成 23年度【中学校】授業アイディア例」P.３～ P.４ 「４年間のまとめ【中学校編】」P.96～ P.97
「平成 24年度【中学校】報告書」P.148
※出典等

・文化庁国語課『文化庁国語課の勘違いしやすい日本語』（平成 27年 12月幻冬舎）による。
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国語Ｂ ２ 資料を作成して発表する
設問三

①趣旨 全体と部分との関係に注意して相手の反応を踏まえながら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》

②解答類型

◆分析と課題

○ 解答類型２の反応率は 25.5 ％である。このように解答した生徒は，【資料】の中の３の情報を取り
上げながら発表をまとめることが，目的に合った適切な話の進め方であることが理解できていない

ものと考えられる。

○ 解答類型３の反応率は 14.6 ％である。このように解答した生徒は，聞き手の反応や聞き手とのや
りとりを踏まえながら話すことが，効果的な話の進め方であることが理解できていないものと考え

られる。

○ 解答類型４の反応率は 8.9 ％である。このように解答した生徒は，「ロボットに期待すること」を
発表するという目的を意識することができていないものと考えられる。なお，解答類型１，２，４

に反応した生徒は，聞き手の反応を踏まえて話すことについての意識はあるものと考えられる。

③指導の改善事項 目的に応じて話の構成を工夫し，聞き手の反応を踏まえながら話す

説明や発表などをする際には，話の全体として伝えたいことを明確にし，それを分かりやすく伝える

ために各部分をどのように組み立てるかを考えるように指導することが大切である。また，聞き手の反

応から，話の受け止め方や理解の状況を捉え，それらを踏まえながら話すように指導することも重要で

ある。例えば，話し手と聞き手だけでなく，その場の様子を観察する立場を設け，発表の進め方等につ

いてそれぞれの立場から検討するなどの学習活動が考えられる。

指導に当たっては，「言語活動の充実に関する指導事例集～思考力，判断力，表現力等の育成に向けて

～【中学校版】」国語－１「『体験入部』の報告をしよう」も参考になる。

（参照）

「言語活動事例集【中学校版】」P.19～ P.20

３ 一 生徒数の割合（％）

設問の概要 国東市 全国

ロボットに期待することを述べて発表をまとめる際の話の進め方として適せ

るなものを選択する

◎ １ １と解答しているもの 51.0 54.6
２ ２と解答しているもの 25.5 21.8
３ ３と解答しているもの 14.6 10.6
４ ４と解答しているもの 8.9 12.5
５ 上記以外の解答 0.0 0.0
６ 無解答 0.0 0.4
◎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。



［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＋１．９ポイント（昨年度：－１．６ポイント）
となり、昨年度よりも伸びている。

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

り、大分県平均を上回っている。
・領域別では、「数と式」「関数」は全国平均を上回っているが、他の２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）図形
①出題の内容とねらい

ひし形は、線対称な図形であり、点対称な図形でもあることを理解しているかどう
かをみる。 《Ａ問題４（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。 【正答】 ５６．３ ６７．１

２ イ と解答しているもの。 ３３．３ ２４．７

３ ウ と解答しているもの。 ７．８ ５．７

４ エ と解答しているもの。 ２．６ ２．１

・上記以外の解答 ０．０ ０．０

・無解答 ０．０ ０．３

正答率は５６．３％であり、全国平均正答率の６７．１％を１０．８ポイント
下回っている。

③指導の改善事項

線対称や点対称の学習では、図形の対称性に着目して考察することを通して図形の
性質を捉えることができるように指導することが大切である。
また、いろいろな平面図形に対称軸や対称の中心をかきこんでみたり、対称性に着

目して図形を分類したりする活動を通して、線対称と点対称についての理解を確かな
ものにすることが大切である。

（２）関数
①出題の内容とねらい

一次関数について、ｘの値の増加に伴うｙの増加量を求めることができるかどうか
をみる。 《Ａ問題１１（１）》

②解答状況 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

１ ６ と解答しているもの。 【正答】 ３２．３ ４５．３

２ ２ と解答しているもの。 ６．３ ５．８

３ ３ と解答しているもの。 ５．７ ２．５

４ ９ と解答しているもの。 ０．５ ０．５

５ １５ と解答しているもの。 ７．３ ５．１

６ ７ と解答しているもの。 ０．５ １．２

７ ９から１５まで と解答しているもの ３．１ ３．４

・上記以外の解答 ３９．６ ２１．４

平成３０年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果（中学校：数学）



・無解答 ４．７ １４．８

正答率は３２．３％であり、全国平均正答率の４５．３％を１３．０ポイント
下回っている。

③指導の改善事項
ｘの値の増加に伴うｙの増加量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、ｘの値の増加に伴って、ｙの値がどのように変化するかを調べる活動
を取り入れることが考えられる。また、ｘの値がある値からある値まで増加するとき
のｙの増加量を求めたり、求めた増加量を用いて変化の割合を調べたりする場面を設

定することが考えられる。

（３）資料の活用
①出題の内容とねらい

「ある試行を多数回繰り返したとき、全体の試行回数に対するある事象の起こる回
数の割合は、ある一定の値に近づく」こと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。 ２５．０ ２０．３

２ イ と解答しているもの。 【正答】 ３５．４ ４０．２

３ ウ と解答しているもの。 １４．６ １５．７

４ エ と解答しているもの。 ２５．０ ２２．１

・上記以外の解答 ０．０ ０．０

・無解答 ０．０ １．８

正答率は３５．４％であり、全国平均正答率の４０．２％より、４．８ポイント
下回っている。

③指導の改善事項

実験を通して、ある試行を多数回繰り返したときに、ある事象が起こる回数の全体
に対する割合が近づいていく値として、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。そのために、観察や実験などの活動を取り入れることが
考えられる。その際、実験による結果を表やグラフにまとめる場面を設定し、実験結
果を表したグラフからわかったことを数学的な表現を用いて説明する活動を取り入れ

ることが考えられる。

［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－２．９ポイント（昨年度：－１．１ポイント）と
なり、全国平均を昨年度よりも下回っている。

・県平均との比較では、数学Ｂは－１．０ポイント（昨年度：±０ポイント）となり、
大分県平均を下回っている。

・領域別では、「図形」「関数」「資料の活用」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）図形
①出題の内容とねらい

証明を振り返り、証明された事柄を基にして、新たな性質を見い出すことができる
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

１ ア と解答しているもの。 【正答】 ４７．９ ５５．４

２ イ と解答しているもの。 ８．３ ９．７



３ ウ と解答しているもの。 ３１．８ ２５．６

４ エ と解答しているもの。 １２．０ ８．６

・上記以外の解答 ０．０ ０．０

・無解答 ０．０ ０．７

正答率は４７．９％であり、全国平均正答率の５５．４％を７．５ポイント
下回っている。

③指導の改善事項
証明を書くこととともに、証明を読む場面を設定し、証明の結果や過程を振り返り

新たな性質を見いだすことができるように指導することが大切である。
本設問を使って授業を行う際には、証明の過程で用いた事実や得られた結論に着目

し、新たな性質を見いだす活動を取り入れることが考えられる。

（２）関数
①出題の内容とねらい

事象を理想化・単純化することで表された直線のグラフを、事象に即して解釈する

ことができるかどうかをみる。 《Ｂ問題３（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。 【正答】 ６４．１ ６７．６

２ イ と解答しているもの。 ４．２ ６．５

３ ウ と解答しているもの。 ８．９ ６．８

４ エ と解答しているもの。 ２２．４ １８．６

・上記以外の解答 ０．０ ０．０

・無解答 ０．５ ０．５

正答率は６４．１％であり、全国平均正答率の６７．６％より、３．５ポイント
下回っている。

③指導の改善事項
数学的に表現された結果を事象に即して解釈することができるように指導すること

が大切である。その際、問題の中で理想化・単純化されているものを確認する場面を
設定することが大切である。
本設問を使って授業を行う際には、ダイヤグラムは、列車の運行のようすを列車の

速さが一定であると理想化・単純化して直線で表したものであると捉えることができ
るようにすることが大切である。

（３）資料の整理
①出題の内容とねらい

与えられた情報を分類整理し、不確定な事象の起こりやすさの傾向を捉えることが
できるかどうかをみる。 《B問題１（２）》

②解答状況 生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

１ １／１２ と解答しているもの。 【正答】 ３２．８ ４３．９

２ １／２４ と解答しているもの。 ６．３ ７．９

３ １／２ と解答しているもの。 １２．５ ４．６

４ １／６ と解答しているもの。 ７．３ ７．１

５ １／４ と解答しているもの。 １７．７ １１．９

６ １／１６ と解答しているもの。 １．６ １．７

７ 整数の値を解答しているもの １．０ １．５

・上記以外の解答 １８．８ １４．４



・無解答 ２．１ ７．０

正答率は３２．８％であり、全国平均正答率の４３．９％を１１．１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合を設定することで、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。
本設問を使って授業を行う際には、４日間で４曲を流す順番の組み合わせを全て書

き出すことを通して、起こり得る場合を落ちや重なりがないように数え上げ、それを

基にして確率を求める活動を取り入れることが考えられる。樹形図や表を利用するこ
とで、起こり得る場合を順序よく整理する場面を設定することが考えられる。

［数学Ａ］ ［数学Ｂ］
３ 指導の改善ポイント（全体を通して）
（１）数と式

具体的な事象について取り上げ、数量の変化を正の数と負の数を用いて表す際に、そ

の変化について図や数直線に表し、立式する活動を重視することが大切である。
事柄が一般的に成り立つ理由を、構想を立てて説明できるようにするために、文字式

や言葉を用いて解決するための見通しをもち、根拠を明らかにする活動を充実すること
が大切である。

（２）図形

証明の必要性と意味についての理解を深められるようにするために、観察や操作、実
験などの活動によって帰納的に導かれたものと演繹的に導かれたものの違いを比較しな
がら、演繹的な推論による説明の役割を確認する活動を重視することが大切である。
新たに条件を加えた際に、見いだした事柄の前提に当たる条件と、それによって説明

される結論について検討し、それらを数学的に表現する活動を充実することが大切であ

る。

（３）関数
２つの数量の関係から関数関係を見いだし、関数を判断することができるようにする

ために、具体的な事象において取り出した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ことが大切である。
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、問題解決の方法に焦点を当

て、「用いるもの」と「用い方」を明確にして問題解決の方法を説明する活動を充実す
ることが大切である。

（４）資料の活用
確率の意味について実感を伴って理解するために、実験を通してある試行を多数回繰

り返したときの相対度数がある値に近づくことを捉えるために、それをグラフにまとめ
るなどして考察する活動を重視することが大切である。
判断の理由を数学的な表現を用いて説明できるようにするために、説明すべき事柄と

その根拠の両方を示し、確率を用いて的確に説明する活動を充実することが大切である。

（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３０年度全国学力・学習状況調査報告書（文部科学省・国立教育政策研究所）
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１ 結果のポイント

１ 結果のポイント

・全国平均との比較では２．９ポイント、県平均との比較では２．０ポイント上回っている。

・領域別では、物理的領域・化学的領域・生物的領域・地学的領域ともに全国平均及び県平

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）物理的領域 １ （２）

①趣旨

光の直進と反射についての知識・技能及び「テレプロンプターは，話し手からは文字が 見えて，

聞き手からは文字が見えない」という情報を活用して，テレプロンプターのモデルの光の道筋を検

討して改善し，適切な光の道筋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６８．９％であり、全国平均正答率の７３．７％を４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 ８．８ ７．５

イ と解答しているもの ６８．９ ７４．１

ウ と解答しているもの １９．７ １５．２

エ と解答しているもの ２．６ ３．０

上記以外の解答 ０．０ ０．０

無解答 ０．０ ０．２

③指導の改善事項

指導に当たっては，例えば，本問題のように，光の直進と反射についての知識・技能と「テレプ

ロンプターは，話し手からは文字が見えて，聞き手からは文字が見えない」という情報とを活用し

て，テレプロンプターのモデルの光の道筋を説明する学習場面を設定することが考えられる。その

際，個人の考察をグループで検討して改善し，考察をより妥当なものにすることが大切である。

（２）生物・化学的領域 ２ （２）

①趣旨

濃度が異なる食塩水のうち，濃度の低いものを指摘できるかどうかをみる。

②回答状況

正答率は７５．６％であり、全国平均正答率の７６．５％を約１ポイント下回っている。

生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

A と解答しているもの ２３．３ ２１．６

B と解答しているもの ７５．６ ７６．９

上記以外の解答 ０．５ ０．３

無解答 ０．５ １．２

③指導の改善事項

指導に当たっては，みそ汁や紅茶などの濃さを調整する日常生活における経験と，溶質と溶媒の

質量を変化させることとを関連付けて捉えられるようにすることが考えられる。例えば，砂糖を入

れて紅茶の甘さを調整することを取り上げ，溶質と溶媒の質量の組合わせから濃度の高低を指摘す

る学習場面を設定することも考えられる。

平成３０年度 国東市：全国学力・学習状況調査結果（中学校：理科）
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（３）生物・化学的領域 ２ （４）

①趣旨

条件制御の知識・技能を活用して，要因が複数あると考えられる自然の事物・現象の実験を検討

して改善し，１つの要因（変える条件）を変えるとその他にも変わる可能性のある要因（変わって

しまう条件）を指摘することができるかどうかをみる。

②回答状況

正答率は５２．３％であり、全国平均正答率の６１．３％を９ポイント下回っている。

生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

（正答の条件）

明るさに伴って変化すると考えられる環境要因について記述している

もの。

「温度」に関して記述しているもの。 ４９．２ ５８．２

例 水の温度，水温，気温，温度など

「蒸発による水の量の変化」に関して記述しているもの。 ２．６ ２．９

例 水の質量，水の体積，水の密度など

「蒸発による濃度の変化」に関して記述しているもの。 ０．５ ０．６

例 食塩水の濃度，塩分濃度など

「水温の上昇による水に溶けた気体の量」に関して記述しているもの。 ０．０ ０．１

例 水中の酸素の量，水中の気体の量など

「光」に関して記述しているもの。 １９．７ １２．０

例 光の強さ，蛍光灯，明るい窓ぎわの光など

「砂」に関して記述しているもの。 ７．８ ４．７

例 （アサリが）出した砂の質量（重さ）など

「アサリ」に関して記述しているもの。 ５．７ ４．９

例 アサリの状態，個体差，数など

「ラップフィルム」に関して記述しているもの。 １．６ ０．５

例 ラップフィルムの色など

上記以外の解答 ８．３ ６．９

無解答 ４．７ ９．２

③指導の改善事項

例えば，はじめに「変化すること（従属変数）」と「原因として考えられる要因」を全て挙げ，

それらの妥当性を検討する。次にそれらの要因を「変える条件（独立変数）」と「変えない条件」

に整理して，実験を計画する学習場面を設定することが考えられる。 その際，「変化すること

（従属変数）」以外に「変える条件（独立変数）」に伴って「変わってしまう条件」について検

討することが大切である。

（４）生物的領域 ５ （２）

①趣旨

動物の刺激と反応についての知識と自然の事物・現象とを実験の装置や操作に対応させるモデル

実験の知識・技能を活用して，運転中の運転士に話しかけてはいけない理由を探究するために，反

応の時間を測定する装置や操作を刺激と反応に対応させた実験を計画できるかどうかをみる。

②回答状況

正答率は６０．６％であり、全国平均正答率の６２．８％を２ポイント以上下回っている。
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生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

Y Z
ア と解答しているもの ア と解答しているもの ８．３ ４．０

イ と解答しているもの １３．０ １２．０

イ と解答しているもの ア と解答しているもの １８．１ ２０．１

イ と解答しているもの ６０．６ ６３．４

上記以外の解答 ０．０ ０．１

無解答 ０．０ ０．５

③指導の改善事項

指導に当たっては，例えば，本問題のように，実験を計画する際に自然の事物・現象と実験の装

置や操作との対応を指摘する学習場面を設定することが考えられる。 その際，自然の事物・現象

と実験の装置や操作との関係を板書やワークシートに図示して線で結ぶなど視覚化することも大切

である。

（５）物理的領域 ６ （１）

①趣旨

電流計は回路に直列に接続するという技能及び電流計の電気用図記号についての知識を身に付け

ているかどうかをみる。

②回答状況

正答率は６８．９％であり、全国平均正答率の７０．５％を１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

名称 電気用図記号

ア と解答しているもの ア と解答しているもの ４．１ ２．４

イ と解答しているもの ６．７ ５．６

ウ と解答しているもの ６８．９ ７０．６

イ と解答しているもの ア と解答しているもの １．６ ２．３

イ と解答しているもの １３．５ １２．７

ウ と解答しているもの ４．７ ５．７

上記以外の解答 ０．５ ０．３

無解答 ０．０ ０．４

③指導の改善事項

指導に当たっては，小学校で学習した回路の知識・技能を活用して，電流や電圧を測定したり，

回路図に表したりする学習場面を設定することが考えられる。 その際，電流を流す前にグループ

で回路を確認したり，ほかのグループと確認し合ったりして， 安全に留意することが大切である。

（６）物理・地学的領域 ７ （２）

①趣旨

初期微動継続時間の長さと震源からの距離の関係の知識を活用して，緊急地震速報の仕組みを踏

まえて地震の記録を分析して解釈し，緊急地震速報を受け取ってから，Ｓ波による揺れ（主要動）

が始まるまでの時間が最も長いと考えられる観測地点を指摘することができるかどうかをみる。

②回答状況

正答率は７６．２％であり、全国平均正答率の７８．５％を２ポイント以上下回っている。
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生徒数の割合（％）

解 答 類 型 国東市 全 国

A と解答しているもの １５．５ １１．０

B と解答しているもの ３．６ ４．９

C と解答しているもの ７６．２ ７８．８

D と解答しているもの ４．７ ４．７

上記以外の解答 ０．０ ０．０

無解答 ０．０ ０．５

③指導の改善事項

指導に当たっては，過去に起きた各地の地震の記録と，その際の緊急地震速報との関係を見いだ

す学習場面を設定することが考えられる。 例えば，本問題のように，緊急地震速報を受け取って

から初期微動が始まるまでの時間と震源からの距離との関係を見いだすことが考えられる。この関

係を理解することは，震源からの距離や地震の規模などを推測し，状況に応じた行動を考えること

につながる。 このような学習を通して，理科を学ぶことの意義や有用性を実感することができる。

（７）生物的領域 ９ （２）

①趣旨

蒸発と湿度に関する知識と，問題解決の知識・技能を活用して，植物を入れた容器の中の湿度が

高くなる蒸散以外の原因を指摘することができるかどうかをみる。

②回答状況

正答率は１６．６％であり、全国平均正答率１９．４％を２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），（ｂ）及び（ｂ’）又は，（ａ）及び（ｂ）又は，（ａ）及

び（ｂ’） 又は，（ａ）を満たしているもの。

（ａ） 土（鉢，皿）の場所について記述している。

（ｂ）水蒸気という語句を使って湿度が上がる仕組みを記述している。

（ｂ’）（水の）蒸発という語句を使って湿度が上がる仕組みを記述し

ている。

（ａ），（ｂ）及び（ｂ’）を満たしているもの。 ０．５ ０．７

例 土（鉢，皿）から水が蒸発して水蒸気となった。

（ａ）及び（ｂ）を満たしているもの。 １．６ ２．７

例 土（鉢，皿）から水蒸気が出た。

（ａ）及び（ｂ’）を満たしているもの。 １１．４ １２．４

例 土（鉢，皿）から水が蒸発した。

（ａ）を満たしているもの。 ３．１ ４．１

例１ 土（鉢，皿）

例２ 土（鉢，皿）から出た（何が出たか記述していない）。

例３ 土（鉢，皿）が乾いた。

（ｂ）を満たしているもの。 １１．９ ７．３

例１ 水蒸気

例２ 水蒸気が出た（出た場所を記述していない）。

例３ 植物から水蒸気が出た。

例４ （箱の中の）水蒸気量が増えた。

（ｂ’）を満たしているもの。 １．６ １．０

例１ 蒸発

例２ 水が蒸発（蒸発した場所を記述していない）

例３ 植物から水が蒸発
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（ａ），（ｂ）及び（ｂ’）を満たさず，「湿度」という語句を使って湿 １０．４ ９．４

度の変化を記述しているもの。

例 箱の中の湿度が変わった。

（ａ），（ｂ）及び（ｂ’）を満たさず，「温度（気温）」という語句を ８．３ ６．１

使って記述しているもの。

例１ 温度（気温）が変わらない（一定） 。

例２ 温度（気温）が上がった（下がった）。

上記以外の解答 ４５．１ ３５．４

無解答 ６．２ ２１．０

③指導の改善事項

指導に当たっては，はじめに「変化すること（従属変数）」と「原因として考えられる要因」を

全て挙げ，それらの妥当性を検討する。次にそれらの要因を「変える条件（独立変数）」と「変え

ない条件」とに整理して，実験を計画する学習場面を設定することが考えられる。 例えば，本問

題のように，鉢植えの植物を入れて密閉した透明な容器内の湿度が高くなる「原因として考えられ

る要因」を全て挙げ，実験の計画を検討して改善することが考えられる。その際，他の分野や領域

で身に付けた知識・技能も活用して，自然の事物・現象や日常生活で目にする事象を多面的な視点

に立って考えることが大切である。

３ 指導の改善のポイント（全体を通して）

（１）観察・実験を計画すること

○ 自然の事物・現象から問題を見いだして課題を設定する学習活動の充実

自然の事物・現象から問題を見いだし，解決可能な課題を設定できるようにすることは，学習意欲

を高め，科学的に探究する能力の基礎と態度を育成する上で重要である。指導に当たっては，教師

が課題を提示するだけでなく，自然の事物・現象や身の回りの事象 から問題を見いだし，生徒自ら

が課題を設定して科学的に探究する学習活動を充実することが 大切である。

○ 予想や仮説を立て，検証するための観察・実験を計画する学習活動の充実

原因と結果の関係で考える自然の事物・現象を扱う際，予想や仮説を立てて，検証するための観察

・実験を計画できるようにすることは，科学的に探究する能力の基礎と態度を育成する上で大切で

ある。指導に当たっては，例えば，はじめに「変化すること（従属変数）」と「原因として考えられ

る要因」を全て挙げ，それらの妥当性を検討する。次にそれらの要因を「変える条件 (独立変数)」

と「変えない条件」に整理して，実験を計画する学習場面を設定することが考えられる。 その際，

「原因として考えられる要因（独立変数）」の変化に伴って，「変化すること（従属変数）」がどの

ように変化するかという視点を踏まえ，課題解決の見通しが明確になる 実験を計画できるようにす

ることが大切である。

（２）検討して改善すること

○ 自分の考えをもち，自分や他者の考えを検討して改善する学習活動の充実

主体的に探究する学習活動に取り組めるようにする上で，自分の考えをもち，自分や他者の 考えを

検討して改善することが大切である。指導に当たっては，予想や仮説を立てる場面では， はじめに

習得した知識・技能や日常生活の経験から，自分の考えをもつようにする。次に 自分の考えを，対

話を通して生徒自身が検討して改善できるように，助言や問い返しをする ことが大切である。また，

考察の場面における話合いでは，「予想や仮説と観察・実験の結果が 一致しているかどうか」とい

う視点や，課題に正対した考察になっているかなどの視点を明示 することも大切である。

（３）知識・技能を活用すること

○ 日常生活や社会との関連を図り，理科を学ぶことの意義や有用性を実感する学習活動の充実

理科で学習したことが日常生活や社会と深く関わりをもっていることや，様々な原理や法則が科学

技術を支えていることに気付くことは，理科を学ぶことの意義や有用性を実感する上で大切である。

○ 日常生活や社会の特定の場面で，理科で学習した知識・技能を活用する学習活動の充実学習内容に

関連した自然の事物・現象や科学技術などを考えたり説明したりする学習活動は，科学的に探究す



- 6 -

る能力の基礎と態度を育てる上で大切である。単元の計画に当たっては，単元のはじめに位置付け

て，単元を貫く課題を設定したり，単元の終わりに位置付けて，理解を深めたりすることが考えら

れる。指導に当たっては，はじめに個人で知識・技能を 活用して考え，次にグループで互いの考え

を共有することが大切である。また，生徒が説明 する際には，根拠を示し，事実と考えを区別して

表現することが大切である。

【参考・引用】

平成３０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６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。授業前に本時案を通して他者と協議することにより、より深く授業の構想を

立てて、授業に臨む。 

Ｐｏｉｎｔ１ 授業のねらいを焦点化した主眼の設定 

Ｐｏｉｎｔ２ 授業内容や主眼に合致した適切な評価規準の設定 

Ｐｏｉｎｔ３ めあて、課題の質の向上 

Ｐｏｉｎｔ４ 評価規準に達しない（達しそうにない）児童生徒に対する個別の指導 

Ｐｏｉｎｔ５ Ｐｏｉｎｔ１～４を表記した本時案の作成（別紙参照） 

Ｐｏｉｎｔ６ 単元のまとまりを見通した授業の実施のための単元プランの策定 

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 

① 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。 

② 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 

① 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。 

② 自主公開研究発表会（本年度３校＋外国語活動研究指定校公開授業）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 

① 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。（第 1回 5/22 第 2回 6/15 第 3回 8/2 第 4回 11/19 第 5回 11/21） 

② 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・家庭学習、補充学習の充実 

① 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、課題がある内容について、学級、個人に対しての実施を徹底する。（フォローアップシート、

ｅライブラリ、過去問等、数学・英語問題データベース（中学校）等を活用） 

② 「家庭学習の手引き」等をもとに、家庭学習の目的について保護者と共通理解を図り、学校と家庭が連

携した取組みを実施するとともに、学校において看取りを行い、取組の徹底と充実を図る。 

③ 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。（本時案

にきちんと位置付ける） 

④ 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。 

⑤ 学習支援教員の活用の目的を明確にし、十分に活用する。 

学級経営力の強化 

① Ｈｙｐｅｒ-ＱＵ、ｉ-ｃｈｅｃｋ、児童生徒質問紙の回答をもとに、児童生徒や学級、学年の実態を理

解するとともに、必要に応じて個人面談を行う。 

② 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。 

③ 小学校における学年部制を積極的に導入する。 

④ 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。 



 


