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は じ め に 
東京都教育委員会教育長  大 原 正 行  

 

東京都教育委員会は、教科の目標や内容の実現状況や課題を把握して指導方法の改

善・充実に生かすことで、児童・生徒に確かな学力の定着と伸長を図ることを目的に、

平成１５年度から「児童・生徒の学力向上を図るための調査」を実施してきました。  

この調査の特徴は、都内公立小学校第５学年のすべての児童約８万９千人と都内公立中

学校第２学年のすべての生徒約７万１千人を対象としていること、児童・生徒一人一人に

調査結果（個票）を返却していること、調査結果を生かして各小・中学校において授業改

善の取組を進めていることにあります。  

平成１８年度から「確かな学力」の伸長を図るための調査として「問題解決能力等に関

する調査」を実施するとともに、平成１９年度から「確かな学力」の定着を図るための調

査として「基礎的・基本的な事項に関する調査」を実施いたしました。また、これらの調

査に加えて、学習にかかわりがあると思われる、児童・生徒の生活状況や行動に関する意

識調査も併せて実施いたしました。  

東京都教育委員会は、平成２０年１０月に、これまでの都の調査結果とともに国の「全

国学力・学習状況調査」の結果を分析し、国語及び算数・数学の学習の素地として確実に

身に付けさせる必要がある資質・能力とその段階的な指導を明らかにした「児童・生徒の

学習のつまずきを防ぐ指導基準（東京ミニマム）」を作成しました。また、平成２２年３月

には、新学習指導要領及び平成２０年度の都や国の調査結果を踏まえて、「東京ミニマム」

を改訂いたしました。 

現在、すべての小・中学校において、「児童・生徒の学力向上を図るための調査」の結果

や「改訂版 東京ミニマム」等を踏まえて、児童・生徒の学力の実態を分析し、課題に応

じた具体的な方策を取り入れた「授業改善推進プラン」を作成・改善するとともに、全教

職員の共通理解のもとに、保護者・地域の方々の理解と協力を得ながら組織的・計画的に

授業改善に取り組んでいただいております。  

そのため、「平成２１年度 児童・生徒の学力向上を図るための調査」本報告書では、「授

業改善推進プラン」の作成・改善の際に、教師がどのように具体的に修正したらよいか、

その参考となるよう授業改善のポイントとともに、「改訂版 東京ミニマム」との関連を明

示しました。  

各学校におかれましては、「授業改善推進プラン」を作成・実施・検証・改善していく授

業改善サイクルに沿って、学力向上を図るための取組をより一層充実させていただくよう

お願いいたします。  

最後になりましたが、今回の調査の実施に当たり、御尽力いただいた皆様に、改めて深

く感謝申し上げます。  
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調査の概要 
 

１ 調査目的 

 (1) 児童・生徒一人一人に確かな学力の定着を図る。 

(2) 国語、算数・数学の目標や内容の実現状況を把握し、指導方法の改善に生かす。 

 

２ 調査対象 

調査対象学年 調査を実施した学校数 調査を受けた児童・生徒数

都内公立小学校第４学年(抽出) ５５８校 ３７，５９７名 

都内公立中学校第１学年(抽出) ２８８校 ３２，７８８名 

 

３ 調査内容 

 (1) 学習に関する意識調査 

 (2)  「確かな学力」の定着を図るための調査 

    ・小学校第４学年…国語、算数の基礎的・基本的な事項 

・中学校第１学年…国語、算数・数学の基礎的・基本的な事項 

※  「確かな学力」の伸長を図るための調査問題等の提供 

・小学校第５学年、中学校第２学年…問題解決能力等 

 

４ 調査方法 

東京都教育委員会では、次の基本方針に基づき調査問題を作成した。 

(1) 学習に関する意識調査は、学習にかかわりのある児童・生徒の意識や生活状況などを質問紙形

式で調査する。 

 (2) 「確かな学力」の定着を図るための調査＜国語、算数・数学の基礎的・基本的な事項＞は、国

語、算数・数学の学習指導要領に示されている内容に基づいた基礎的・基本的な事項について、

ペーパーテスト形式により調査する。 

 

５ 調査結果の活用 

児童・生徒一人一人の学習状況の把握及び、その改善に役立てるとともに、各学校における授業

の改善及び区市町村における学力向上のための施策の充実に役立てる。 

なお、「確かな学力」の定着を図るための調査＜国語、算数・数学の基礎的・基本的な事項＞につ

いては都全体の調査結果を公表する。 

 

６ 調査実施日 

平成２２年１月１５日(金) 



 

 

 

 

 

第 １ 章 

 

 

 

 

 

 

「確かな学力」の定着を図るための調査 
 

（基礎的・基本的な事項に関する調査） 
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  Ⅰ 「基礎的・基本的な事項に関する調査」の概要 

 

１ 調査実施の趣旨 

東京都教育委員会では、国語、算数・数学、社会、理科、英語(中学校のみ)の教科の目標や内容

の実現状況を把握し、それを指導方法の改善・充実に結び付けることを目的に、教科別・観点別の

学力定着状況調査を、中学校では平成１５年度から４年間、小学校では平成１６年度から３年間実

施してきた。 

これまでの調査の結果から、東京都の児童・生徒の学力の定着状況については、全体的にはおお

むね良好であるが、個々の学習状況を見ると基礎的な漢字の読み書きや計算につまずいている児

童・生徒がいることが明らかになった。 

そのため、東京都教育委員会では、平成１９年度から国語及び算数・数学の学習指導要領に示さ

れている内容に基づいた「基礎的・基本的な事項に関する調査」を実施し、指導方法の改善・充実

に生かすことにした。さらに平成２０年度においては、調査結果を基に学習のつまずきの傾向や原

因を分析し、東京都の児童・生徒が学習指導要領の内容を身に付けるために必要な、最低限の知識・

技能や考え方等とその指導方法を示した「児童・生徒の学習のつまずきを防ぐ指導基準（東京ミニ

マム）」を作成した。 

平成２１年度においては、「改訂版 児童・生徒の学習のつまずきを防ぐ指導基準（改訂版東京

ミニマム）」として改訂し、その活用の普及を図ることにした。 
 

２ 調査問題作成の基本方針 

  東京都教育委員会では、次の基本方針に基づいて調査問題を作成した。 

(1) 国語及び算数・数学の学習指導要領に示されている内容のうち、「児童・生徒が確実に身に付

けておかなければ、後の学年等の学習内容に影響を及ぼす基礎的・基本的な事項」を出題し、学

習の素地として確実に身に付けさせておく必要がある資質・能力の定着状況を調査する。 

(2) (1)のことを踏まえて、観点別学習状況の評価では、「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」の 

３観点について調査する。 
 

３ 調査項目 

（1） 小学校第４学年 

教科 調  査  項  目 

国
語 

・漢字の読み（「学年別漢字配当表」第３学年までのもの） 
・漢字の書き（「学年別漢字配当表」第３学年までのもの） 
・言葉に関する知識   ・話すこと・聞くこと   ・書くこと   ・読むこと

・文学的な文章の読み  ・説明的な文章の読み 

算
数 

［数と計算］(1) 数についての理解   (2) 整数の四則  (3) 小数の加法・減法

［量と測定］(1) 角の大きさ       (2) 時間と時刻  (3) 長さ  

［図  形］(1) 基本的な平面図形 

［数量関係］ 
※その他、既に第１学年から第３学年までに学習した内容を含む。 

（2） 中学校第１学年 

 教科 調  査  項  目 

国
語 

・漢字の読み（常用漢字で学習されたもの） 
・漢字の書き（小学校「学年別漢字配当表」第５学年までのもの） 
・言葉に関する知識   ・文学的な文章の読み   ・説明的な文章の読み 
・書くこと        ・話すこと・聞くこと 

 

・中学校第１学年 

(1) 正の数・負の数  (2) 文字を用いた式  (3) 一元一次方程式 

※その他、小学校において学習した内容を含む。 
算
数
・ 

数
学 
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Ⅱ 「基礎的・基本的な事項に関する調査」の結果について 

１ 調査結果の概要 
 

《内容ごとの正答率》 《観点ごとの正答率》 

教
科 内  容 全都平均 

正答率 
全都平均正答率グラフ（％）

0    50    100
評価の観点 全都平均 

正答率 
全都平均正答率グラフ（％）

0    50    100

話すこと･聞くこと 86.7% 
 

 話す・聞く能力 86.7% 
 

 

書くこと 71.3% 
 

 書く能力 71.3% 
 

 

読むこと 74.5% 
 

 読む能力 74.5% 
 

 

言語事項 88.9% 
 

 
言語についての知識・

理解･技能 
88.9% 

 
 

国 
 

語
（
小
学
校
第
４
学
年
）

教科全体 82.3% 
 

  

話すこと･聞くこと 84.1% 
 

 話す・聞く能力 84.1% 
 

 

書くこと 65.2% 
 

 書く能力 65.2% 
 

 

読むこと 72.0% 
 

 読む能力 72.0% 
 

 

言語事項 73.1% 
 

 
言語についての知識・

理解･技能 
73.1% 

 
 

国 
 

語
（
中
学
校
第
１
学
年
）

教科全体 73.1% 
 

  

数と計算 70.8% 
 

 数学的な考え方 59.3% 
 

 

量と測定 74.7% 
 

 
数量や図形について

の表現・処理 
72.1% 

 
 

図形 77.9% 
 

 
数量や図形について

の知識・理解 
74.7% 

 
 

数量関係 66.7% 
 

 

算 
 

数
（
小
学
校
第
４
学
年
）

教科全体 72.3% 
 

 

 

数と計算 69.5% 
 

 
数量や図形について

の表現・処理 
64.4% 

 
 

量と測定 72.5% 
 

 
数量や図形について

の知識・理解 
71.4% 

 
 

図形 83.6% 
 

 

数量関係 60.2% 
 

 

算 
 

数
（
中
学
校
第
１
学
年
）

教科全体 69.2% 
 

 

 

数と式 56.5% 
 

 
数学的な見方や考え

方 
25.7% 

 
 

数学的な表現・処理 56.6% 
 

 

 
数量、図形などにつ

いての知識・理解 
66.4% 

 
 

数
学
（
中
学
校
第
１
学
年
） 

教科全体 56.5% 
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５０ １００ ０ 

２ 各教科の問題ごとの正答率一覧と正答数分布 

(1) 国語（小学校第４学年対象） 

評価の観点 

問
題
番
号 

通
し
番
号 

学
習
指
導
要
領
の
内
容 

出題のねらい 

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 

  

１（１） 1 言語⑴ 
ア（ア） 

当該学年までに配当されている漢字を文脈に即

して正しく読む。    ○ 96.2％ 

  

１（２） 2 言語⑴ 当該学年までに配当されている漢字を文脈に即

して正しく読む。    ○ 82.7％ 

  

２ 3 ア（ア） 当該学年までに配当されている漢字を文脈に即
して正しく読む。    ○ 96.0％ 

  

３（１） 4 
 

言語⑴ 前学年までに配当されている漢字を文脈に即し

て正しく書く。    ○ 94.5％ 

  

３（２） 5 ア（ア） 前学年までに配当されている漢字を文脈に即し
て正しく書く。    ○ 91.5％ 

  

４ 6 言語⑴ 前学年までに配当されている漢字を文脈に即し

て正しく書く。    ○ 95.1％ 

  

５ 7 1・2年言

⑴エ(ｱ) 
文の中における主語と述語の関係に注意する。

   ○ 88.4％ 

  

６ 8 1・2年言

⑴エ(ｱ) 
文の中における主語と述語の関係に注意する。

   ○ 73.5％ 

  

７ 9 言語⑴

エ(ｱ) 
語句の意味や用法を理解する。 

   ○ 78.1％ 

  

８ 10 言語⑴

エ(ｱ) 
語句の用法を理解する。 

   ○ 93.3％ 

  

９（１） 11 Ａ話聞
ウ 

話合いの話題をつかむ。 
○    91.4％ 

  

９（２） 12 1･2 年
Ａ話聞

ウ 

相手の意見を確かめ、話題に沿って話し合う。

○    86.2％ 

  

９（３） 13 Ａ話聞 発言の仕方などルールに気を付けて話し合う。

○    82.4％ 

  

正答率グラフ(％) 正答率 



－9－ 

10（１） 14 Ｂ書ア 書く題材を明確にする。  ○   86.7％   

10（２） 15 Ｂ書ウ 文章の組立てを考える。  ○   72.7％   

10（３） 16 Ｂ書オ 文章のよいところを見付けたり、間違いなどを

正したりする。 
 ○   54.6％ 

  

11（１） 17 Ｃ読イ 叙述に即して文章を正しく読む。   ○  86.7％   

11（２） 18 Ｃ読ウ 場面の様子を、叙述を基に想像しながら読む。

 
  ○  38.7％ 

  

11（３） 19 Ｃ読ウ 場面の様子を、叙述を基に想像しながら読む。

 
  ○  91.6％ 

  

12（１） 20 Ｃ読イ 叙述に即して文章を正しく読む。   ○  78.4％   

12（２） 21 Ｃ読イ 中心となる語をとらえて、文章を正しく読む。

 
  ○  70.7％ 

  

12（３） 22 Ｃ読オ 目的に応じて内容を大きくまとめて読む。 
 

  ○  80.9％ 
  

 

◇正答数分布 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

正答数

人

数

 
 
 
 
 



－10－ 

５０ １００ ０ 

(2) 国語（中学校第１学年対象） 

評価の観点 

問
題
番
号 

通
し
番
号 

学
習
指
導
要
領
の
内
容 

出題のねらい 

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 

  

１（１） １ 1年 
言語(2) 

ア 

文脈に即して漢字を正しく読む。 

   ○ 85.0％ 

  

１（２） ２ 1年 
言語(2) 

ア 

文脈に即して漢字を正しく読む。 

   ○ 99.2％ 

  

１（３） ３ 1年 
言語(2) 

ア 

文脈に即して漢字を正しく読む。 

   ○ 79.8％ 

  

１（４） ４ 1年 
言語(2) 

ア 

文脈に即して漢字を正しく読む。 

   ○ 94.1％ 

  

２（１） ５ 1年 
言語(2) 

イ 

文脈に即して漢字を正しく書く。 

   ○ 40.1％ 

  

２（２） ６  １年 
言語(2) 

イ 

文脈に即して漢字を正しく書く。 

   ○ 41.1％ 

  

２（３） ７ 1年 
言語(2) 

イ 

文脈に即して漢字を正しく書く。 

   ○ 75.0％ 

  

２（４） ８ 1年 
言語(2) 

イ 

文脈に即して漢字を正しく書く。 

   ○ 97.7％ 

  

３（１） ９ 1年 
言語(1) 

オ 

単語の類別を理解し、主語と述語との関係に注

意する。    ○ 72.8％ 

  

３（２） 10 1年 
言語(1) 

オ 

単語の類別を理解し、主語と述語との関係に注

意する。    ○ 77.4％ 

  

３（３） 11 1年 
言語(1) 

オ 

単語の類別を理解し、主語と述語との関係に注

意する。    ○ 64.7％ 

  

４（１） 12 1年 
言語(1) 

オ 

単語の類別を理解し、修飾と被修飾の関係に注

意する。    ○ 62.4％ 

  

４（２） 13 
 

1年 

言語(1) 

オ 

単語の類別を理解し、修飾と被修飾の関係に注

意する。    ○ 82.5％ 

  

４（３） 14 
 

1年 

言語(1) 

オ 

単語の類別を理解し、修飾と被修飾の関係に注

意する。    ○ 40.6％ 

  

正答率グラフ(％) 正答率 
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５（１） 15 1年 
言語(1) 

イ 

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。    ○ 87.8％ 

  

５（２） 16 1年 
言語(1) 

イ 

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。    ○ 69.2％ 

  

６（１） 17 1年 
Ｃ 読 

ウ 

登場人物の心情や場面についての描写を的確に

読み取ることができる。   ○  78.3％ 

  

６（２） 18 1年 
Ｃ 読 

ウ 

登場人物の心情や場面についての描写を的確に

読み取ることができる。   ○  83.2％ 

  

６（３） 19 1年 
Ｃ 読 

ウ 

登場人物の心情や場面についての描写を的確に

読み取ることができる。   ○  76.5％ 

  

７（１） 20 1年 
Ｃ 読 

イ 

文章の構成や展開を正確にとらえ、内容を理解

する。   ○  61.2％ 

  

７（２） 21 1年 
Ｃ 読 

イ 

文章の構成や展開を正確にとらえ、内容を理解

する。   ○  60.7％ 

  

８（１） 22 1年 
Ｂ 書 

オ 

書いた文章を読み返し、表現や語句の用法、叙

述などを確かめて、読みやすく分かりやすい文

章にする。 

 ○   83.5％ 

   

８（２） 23 1年 
Ｂ 書 

オ 

書いた文章を読み返し、表現や語句の用法、叙

述などを確かめて、読みやすく分かりやすい文

章にする。 

 ○   47.0％ 

  

９（１） 24 1年 

Ａ話・聞 

ウ 

相手の反応を踏まえながら、自分の考えや気持

ちを進んで伝えようとする。 ○    81.6％ 

  

９（２） 25 1年 

Ａ話・聞 

イ 

話し手の意図を考えながら、話の内容を聞き取

ることができる。 ○    86.6％ 
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５０ ０ １００ 

(3) 算数（小学校第４学年対象） 

 

評価の観点 

問
題
番
号 

通

し

番

号 

学習指導

要 領 の 

内 容 

出題のねらい 

数
学
的
な
考
え
方 

数
量
や
図
形
に
つ
い

て
の
表
現
・
処
理 

数
量
や
図
形
に
つ
い

て
の
知
識
・
理
解 

正答率  

１（1） 1 3 年 A（２） 

イ 

３位数＋３位数で繰り上がり２回の

加法の計算ができる。 
 ○  91.3％ 

 
 

１（2） 2 

 

3 年 A（２） 

イ 

３位数－３位数で繰り下がり２回の

減法の計算ができる。 
 ○  83.0％ 

 
 

１（3） 3 3 年 A（２） 

イ 

３位数（十の位が空位）－３位数で繰り

下がり２回の減法の計算ができる。 
 ○  82.1％ 

 
 

１（4） 4 3 年 A（３） 

イ 

２位数（一の位が空位）×２位数（一

の位が空位）の乗法の計算ができる。
 ○  72.3％ 

 
 

１（5） 5 4 年 A（３） 

イ 

３位数（一の位が空位）÷２位数（一

の位が空位）で商が１位数、余りのあ

る除法の計算ができる。 

 ○  75.1％ 

 

 

１（6) 6 4 年 A（３） 

イ 

３位数÷１位数で商が３位数（十の位

が空位）の除法の計算ができる。 
 ○  61.1％ 

 
 

１（7) 7 4 年 A（３） 

イ 

３位数÷２位数で商が２位数、余りの

ある除法の計算ができる。 
 ○  73.9％   

１（8)  8 4 年 A（５） 

イ 

1/10 の位までの小数の減法の計算が

できる。 
 ○  50.1％   

２（1) 9 3 年 A（５） 

ア 

小数の仕組み（加法的な構成）が分か

る。 
  ○ 73.6％ 

 
 

２（2) 10 3 年 A（５） 

ア 

小数の仕組み（数の相対的な大きさ）

が分かる。 
  ○ 87.1％   

２（3) 11 ３年 A（５） 

ア 

小数の大きさが分かる。 
  ○ 94.3％   

３ 12 3 年 A（３） 

ア 

２位数×１位数の例を基にして、乗数、

被乗数を近似することで３位数×１位

数の計算で、積の概算を行い、積の見積

もりができる。 

○   55.0％ 

 

 

４ 13 3 年 A（３） 

ウ 

計算の工夫のよさが分かる。 
○   54.5％ 

 
 

５ 

  

14 

 

3 年 A（４） 

ア 

整数の除法の意味が分かる。 
  ○ 70.8％   

６（1） 

 

15 

 

3 年 A（４） 

イ 

整数の除法の意味が分かる。 
  ○ 49.8％   

６（2） 16 3 年 A（１） 

ウ 

整数の除法の計算ができる。 
 ○  50.3％   

７（1） 17 3 年 B（３） 

イ 

時刻を求めることができる。 
 ○  84.3％   

正答率グラフ(％) 
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７（2） 18 3 年 B（３） 

イ 

経過時間を求めることができる。 
 ○  62.9％   

８ 19 3 年 B（１） 

エ 

およそ１ｍの長さのものが分かる。 
  ○ 76.9％ 

 
 

９(1) 20 3 年 C（１） 

イ 

直角が弁別できる。 
  ○ 83.9％   

９(2) 21 3 年 C（１） 

イ 

直角よりも大きい角が弁別できる。 
  ○ 81.2％   

９(3) 22 3 年 C（１） 

イ 

直角よりも小さい角が弁別できる。 
  ○ 84.3％   

10 23 3 年 C（１） 

イ 

角を作図することができる。 
 ○  91.0％   

11(1) 24 2 年 C（１） 

イ 

長方形の向かい合う辺の長さが等し

いことを理解している。 
  ○ 87.1％ 

 
 

11(2) 25 

 

2 年 C（１） 

イ 

長方形の周と一辺の長さの関係を理

解している。 
  ○ 39.6％   

12(1) 26 3 年 D（３） 

ア 

棒グラフから総数を求めることがで

きる。 
 ○  61.1％   

12(2) 27 3 年 D（３） 

ア 

棒グラフの項目間の関係を求めるこ

とができる。 
  ○ 67.7％ 

 
 

12(3) 28 3 年 D（３） 

ア 

棒グラフの項目間の関係を求めるこ

とができる。 
 ○  70.7％   

 

◇正答数分布 
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０ １００５０

(4) 数学（中学校第１学年対象） 

評価の観点 
算 数 数 学 

問
題
番
号 

通
し
番
号 

学
習
指
導
要
領
の
内
容 

出題のねらい 

数
量
や
図
形
に
つ
い
て
の
表
現
・
処
理 

数
量
や
図
形
に
つ
い
て
の
知
識
・
理
解 

数
学
的
な
見
方
や
考
え
方 

数
学
的
な
表
現
・
処
理 

数
量
，
図
形
な
ど
に
つ
い
て
の
知
識
・
理
解 

正答率 

 

１(1) １ ４年Ａ(5)イ 位をそろえて小数の加法ができる。 ○     81.3％   

１(2) ２ ５年Ａ(3)イ 整数と小数の除法ができる。 ○     76.2％   

１(3) ３ ６年Ａ(1)イ 分数と小数の乗法ができる。 ○     50.8％   

２(1) ４ ４年Ａ(1)エ 
あまりのある除法について理解して

いる。 
 ○    74.8％ 

  

２(2) ５ ５年Ａ(4)ア 
分数を含んだ正の数の大小について

理解している。 
 ○    70.6％ 

  

２(3) ６ １年Ａ(1)ア 
負の数を含む数の大小について理解

している。 
    ○ 84.9％ 

  

３(1) ７ ３年Ａ(6)イ 小数を分数で表すことができる。  ○    84.3％   

３(2) ８ ４年Ａ(6)ア 
大きさの等しい分数について理解し

ている。 
 ○    80.4％ 

  

３(3) ９ ５年Ｂ(4) 
基にする量と比べられる量の関係を

理解している。 
○     37.7％ 

  

３(4) 10 ６年Ｂ(4) 分速について理解している。 ○     83.2％   

３(5) 11 ４年Ａ(3)ウ 
除数、商とあまりから被除数を求め

ることができる。 
○     60.7％ 

  

４(1) 12 ５年Ｂ(2)イ 
直方体の体積を求める公式について

理解している。 
 ○    92.2％ 

  

４(2) 13 ５年Ａ(3)ア 

乗数が１より小さい数の場合、積は

被乗数より小さいことについて理解

している。 

 ○    61.0％ 

  

４(3) 14 ５年Ｂ(4)  
重さ÷枚数の式が表す意味を理解し

ている。 
 ○    74.6％ 

  

５(1) 15 ６年Ｄ(2)ア 
グラフから１分間に入る水の量を求

めることができる。 
○     84.1％ 

  

５(2) 16 ６年Ｄ(2)イ 

比例の関係ｙ＝ａｘから、ａの意味

を正しく理解し、ｙの値が決まった

ときのｘの値を求める式を表現す

る。 

 ○    33.0％ 

  

６ 17 ５年Ｂ(4)  
割合の関係から全体を求める式を理

解している。 
 ○    61.7％ 

  

７(1) 18 １年Ａ(1)ウ 正の数・負の数の加法ができる。    ○  87.1％   

７(2) 19 １年Ａ(1)ウ 正の数・負の数の減法ができる。    ○  81.7％   

７(3) 20 １年Ａ(1)ウ 正の数・負の数の乗法ができる。    ○  84.8％   

正答率グラフ(％) 
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７(4) 21 １年Ａ(2)イ 

文字式の簡約と計算の意味を基にし

て文字を含んだ累乗の計算ができ

る。 

   ○   6.6％ 

  

７(5) 22 １年Ａ(2)ウ 一次式の減法ができる。    ○  45.4％   

８(1) 23 １年Ａ(1)エ 

正の数・負の数で表された気温の関

係を読み取り、値を求め適切な地域

を選択できる。 

    ○ 55.4％ 

  

８(2) 24 １年Ａ(3)ア 
方程式の解の意味について理解して

いる。 
    ○ 58.8％ 

  

９ 25 １年Ａ(3)ウ 

問題に示されたそれぞれの情報を正

しく取り出し、それらの関係を読み

取り、一元一次方程式に表すことが

できる。 

   ○  44.1％ 

  

10(1) 26 １年Ａ(3)ウ 
一元一次方程式を解くことができ

る。 
   ○  66.5％ 

  

10(2) 27 １年Ａ(3)ウ 
分数係数を含む一元一次方程式を解

くことができる。 
   ○  36.4％ 

  

11 28 ４年Ｃ(2)ア 

立方体の展開図から組み立てたとき

に重なる頂点の位置について理解し

ている。 

 ○    79.2％ 

  

12 29 ４年Ｃ(1)イ 

方眼の格子点上にある３点を頂点に

含む平行四辺形について理解してい

る。 

 ○    87.9％ 

  

13 30 １年Ａ(2)エ 

文字式に値を代入して、条件に合う

組合せについて考えることができ

る。 

  ○   25.7％ 

  

14 31 ６年Ｂ(2)ア 

円の面積を求める公式を作り出す過

程を長方形の面積と関連付けて理解

している。 

 ○    40.1％ 

  

 

◇正答数分布 
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３ 各教科の問題ごとの結果分析と授業改善のポイント 

 

(1) 国語（小学校第４学年対象） 

 

１ 当該学年までに配当されている漢字を文脈に即して正しく読む。【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

次の(1)と(2)の―をつけた漢字の読みがなをひらがなで書きましょう。 

 (1) 急な坂道をゆっくりと登る。 

 (2) サッカーゴールにねらいを定めてける。 

２ 当該学年までに配当されている漢字を文脈に即して正しく読む。【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

次の―をつけた漢字の読みがなとして、もっともふさわしいものを、次の１から４までの中

から一つ選び、番号で答えましょう。 

  十一月に学習発表会を行う。 

１ ゆ   ２ い   ３ おこな   ４ こう 
【結果分析】 

１ (1) 

「のぼ」 

（正答） 

「とう」「とお」と解答

しているもの 

「と」と解答している

もの 
その他 無解答 

96.2％ 1.0％ 0.2％ 2.2％ 0.3％ 

１(1)は、「登（る）」という漢字を正しく読むことができるかどうかをみる問題である。「登」は

第３学年の配当漢字である。平成 20 年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（以下、「平

成20年度調査」という。）において訓読みの方が正答率が低い傾向が見られたため出題した。正答

は「のぼ」で、96.2％の正答率である。正答の要因としては、児童の生活の中で多く使われ、活用

する経験も多いことから、「登」という漢字を実際に読み、正しい意味で活用した経験をもつ児童

が多く、児童にとって理解の定着した、なじみのある漢字になっているためと考えられる。 

(2) 

「さだ」 

（正答） 

「てい」と解答して

いるもの 

「き」と解答して

いるもの 

「もと」と解答して

いるもの 
その他 無解答 

82.7％ 0.2％ 9.7％ 0.3％ 6.3％ 0.8％ 

１(2)は、「定（めて）｣という漢字を正しく読むことができるかどうかをみる問題である。「平成

20年度調査」において、「定」という漢字を書くことができるかどうかについて出題したところ、正

答率は、40.9％という低い結果であったことから、読むことができるかどうかについて出題した。

「定」は、第３学年の配当漢字である。正答は「さだ」で、82.7％の正答率である。誤答を見ると、

「『き』と解答しているもの」が9.7％で最も多い。誤答の要因としては、児童が「さだめて」と似

ている意味をもつ言葉に着目し、「決めて」などと誤って判断をしたためと考えられる。 

２ 

１「ゆ」 ２「い」 ３「おこな」（正答） ４「こう」 その他 無解答 

0.3％ 1.3％ 96.0％ 0.5％ 1.4％ 0.4％ 

 



－17－ 

２は、「行（う）」という漢字の正しい読みについて選択することができるかどうかをみる問題で

ある。「行」は第２学年の配当漢字である。「平成 20 年度調査」において、児童の理解が漢字の読

み方の音声に偏っている傾向が見られたため出題した。正答は「おこな（う）」で、96.0％の正答

率である。正答の要因としては、「行」という言葉は、児童が会話の中で使用したり日記や手紙に

書いたりする経験をもっており、児童に漢字の意味とその意味が定着しているためと考えられる。 

【授業改善のポイント】 文脈に即して漢字の意味と用法を理解させる指導を工夫する。 

  結果分析から、定着度が高い傾向が見られる漢字は、児童の生活での使用頻度が高く、その言葉

の意味と字形が結び付いている漢字であることが考えられる。したがって、学習した漢字がもつ意

味と音読みや訓読みによる用法の違いを国語科の学習の中で実感させ、漢字が表す意味と用法を併

せて理解させる指導の工夫を図る必要がある。 

例えば、同じ漢字を用いた複数の文を比較し、漢字の意味や用法について考えさせたり、音読み

と訓読みによる意味や用法の違いについて考えさせたりして、漢字に対する児童の理解を深めてい

くことなどが考えられる。また、字形が難解な漢字や読む機会が限られている漢字を特に取り上げ

て指導をすることも大切である。 

  児童が学習した漢字の読み方は、声に出して使用する機会が多い。そのため、声に出すことにの

み児童の意識が集中し、音読みと訓読みの違いにより意味や用法が異なることや複数の意味を表す

漢字があるということにまで児童の意識が至らない場合がある。指導の際には、口頭で十分に指導

するとともに、板書を用いて用法の違いを確認したり、児童のノートに書き表す表現に留意させ、

意味を確かめさせたりするなどの指導を工夫する必要がある。 

「改訂版東京ミニマム」では、「文字」についての段階的な指導において、「例えば、第１学年

及び第２学年では、分からない漢字を見付けて、尋ねることができるようにする。その際、分

からない漢字をそのままにせず、理解しようとする態度も含めて指導する。」と示しているよ

うに、まず分からない漢字を尋ねようとする態度を養うことが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「文字」についての段階的な指導 Ｐ. 27参照 

 

３ 前学年までに配当されている漢字を文脈に即して正しく書く。【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

次の(1)と(2)の―をつけたかたかなの部分にあたる漢字を書きましょう。 

(1) さいごのページになったので、アタラしいノートを買った。 

(2) 妹は父からもらった金魚を大切にソダてている。 

４ 前学年までに配当されている漢字を文脈に即して正しく書く。【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

次の―をつけたかたかなの部分にあたる漢字として、もっともふさわしいものを、次の１か

ら４までの中から一つ選び、番号で答えましょう。 

音楽会のカイシを知らせるブザーが鳴った。 

１ 開時      ２ 開始      ３ 会始      ４ 界時 

【結果分析】 

３ (1) 

「新」（正答） その他 無解答 

94.5％ 4.0％ 1.5％ 

３(1)は、「アタラ（しい）」という漢字を正しく書くことができるかどうかをみる問題である。「新」

は第２学年の配当漢字である。「平成20年度調査」で出題した「近所」という字は、正答率が79.9％

で「斤」の部分の書き間違いが多く見られたため出題した。「新」は「斤」の部分が同じ字である。
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正答は「新」で、94.5％の正答率で、昨年度と比べて約 15 ポイント高い結果となった。正答の要

因としては、児童にとって「新」という字は、学校生活の中で読んだり書いたりする機会が多く、

意味も平易なものであるため、正しい字形を身に付けていることによるものと考えられる。 

(2) 

「育」（正答） 「植」と解答しているもの その他 無解答 

91.5％ 1.2％ 4.0％ 3.3％ 

３(2)は、「ソダ（てて）」という漢字を正しく書くことができるかどうかをみる問題である。「育」

は、第３学年の配当漢字である。正答は「育（てて）」で、91.5％の正答率である。「平成 20 年度

調査」で訓読みの漢字を書くことについて正答率が低かったことから出題した。「平成20年度調査」

では、「定（めて）」という、児童にとっては比較的、書くことが少ないと思われる漢字を出題した

が、今回は、児童の多くが使用した経験があると思われる漢字として「育（てて）」を出題してい

る。「平成 20 年度調査」の「定（めて）」と正答率を比較すると約 40 ポイント高い結果となった。

正答の要因としては、「育（てて）」という語句は児童が使用する機会が多く、漢字の読みと字形に

ついての理解が定着していたためと考えられる。 

４ 

１「開時」 ２「開始」（正答） ３「会始」 ４「界時」 その他 無解答 

0.7％ 95.1％ 2.8％ 0.3％ 0.8％ 0.4％ 

４は、「カイシ」という漢字を正しく選択することができるかどうかをみる問題である。「開」は

第３学年、「始」は第２学年の配当漢字である。「平成 20 年度調査」において、児童の理解が漢字

の読み方の音声に偏っている傾向が見られたため出題した。正答は「開始」で、95.1％の正答率で

ある。このことから、「開始」という漢字の字形については、おおよそ理解が定着しているものと

考えられる。誤答の中で最も反応率が高いのは、選択肢「３」の「会始」で、2.8％である。正答

の要因としては、「会始」は選択肢の中で、文脈から「開始」がもつ意味と似た意味を想起させる

字の組み合わせであるため、誤って判断したことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 漢字の意味と字形を意識して、使用する機会の充実を図る指導を工夫する。 

  結果分析から、児童の日常生活での使用頻度が高いと考えられる漢字のうち、実際に書いて使用

した経験があると思われる漢字については、字形と意味が「知識・理解」として児童におおむね定

着している。日常生活での使用頻度が低いと思われる漢字についても、児童が漢字を使用する機会

を十分に確保し、漢字の字形や意味について正しく理解させる指導の充実を図る必要がある。 

例えば、「へん」と「つくり」など漢字の構成について学んだ後、その漢字を用いて複数の文を

書いたり、実際に日記等に書いて使用する場面を設定したりすることなどを通して、漢字を使用す

る機会を確保していくことなどが考えられる。 

 また、字形が複雑な漢字や画数の多い漢字を取り上げた指導をすることも大切である。その際、

友達に係活動の報告をするといった学習した漢字を用いる場面を設定し、取り上げた漢字を繰り返

し書く活動を通して、文脈の中で正しく表記することを意識させたり、自分が書いた文章を読み、

正しい表記について見直しをさせたりすることが大切である。 

  さらに、国語科の学習に限らず、例えば、社会科の学習における調べたことをまとめて報告する

場面や理科の学習における観察記録を書く場面など、各教科等の学習の中で書いて表現する場面を

とらえ、適切に漢字を用いているかどうか児童自身に確かめさせることも有効である。 

「改訂版東京ミニマム」では、こうした漢字を書くことに関して、「文字」についての段階的な指

導において、「第３学年及び第４学年では、辞書を利用して、分からない漢字を調べることができ
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るようにする。その際、辞書をいつでも活用できるように環境を整え、分からない漢字をいつでも

調べることができるように指導する。」と示しているように、分からない漢字について調べ、正し

く書いたり読んだりすることが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「文字」についての段階的な指導 Ｐ. 27参照 

 

５ 文の中における主語と述語との関係に注意する。【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

動物園のゾウが長い鼻を使っておいしそうに草を食べています。 

 

「食べています。」とありますが、何が食べているのですか。 

 

 １ 動物園   ２ ゾウ   ３ 鼻   ４ おいしそう 

【結果分析】 

１ ２（正答） ３ ４ その他 無解答

0.4％ 88.4％ 2.2％ 4.8％ 3.9％ 0.4％ 
  ５は、主語について理解しているかどうかをみる問題である。正答は、選択肢「２」で、88.4％

の正答率である。平成 19 年度に実施した「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（以下、「平

成19年度調査」という。）において、主語について出題したところ正答率は53.8％であり、文頭に

ある語句を主語としてとらえる傾向が見られたため出題した。今回は約 35 ポイント高い結果とな

っている。正答の要因としては、本問は、述語を示した上で主語を問うており、「平成19年度調査」

の結果分析と合わせて分析すると、文脈に即して述語と照らし合わせることで主語を正しくとらえ

ることができたためと考えられる。 

誤答の中で最も反応率が高いのは、選択肢「４」の「おいしそう」であり、4.8％である。誤答の

要因としては、「何が食べているか」ではなく、「おいしそうに食べている」と語句の並び順に着目

したことによるものと考えられる。 

 

６ 文の中における主語と述語との関係に注意する。【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

次の文の主語にあたる部分とじゅつ語にあたる部分を、番号で選びましょう。 

 白い  ゆきが  空から  ふってきた。 
  １    ２    ３     ４ 

【結果分析】 

２、４の順に解

答している 

（正答） 

１、２の順に解

答している 

１、３の順に解

答している 

１、４の順に解

答している 

２、３の順に解

答している 

３、４の順に解

答している 
その他 無解答

73.5％ 1.4％ 3.7％ 3.9％ 4.3％ 2.4％ 9.5％ 1.1％

６は、例文の主語と述語に当たる部分について正しく選択することができるかどうかをみる問題

である。「平成20年度調査」において、主語と述語の理解に課題が見られたことから出題した。正

答は、「選択肢２、選択肢４の順に解答しているもの」で、73.5％の正答率である。誤答の中で最

も反応率が高いのは、「選択肢２、選択肢３の順に解答している」ものであり、4.3％である。この

要因としては、児童が主語を検討した結果、語句の並び順に着目し、「ゆきが 空から」ととらえ

たことによるものと考えられる。 

文頭に当たる選択肢「１」を主語として理解していると考えられる児童の割合は 9.0％であり、
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これまでの調査と比較すると低い傾向が見られる。また、述語である選択肢４「ふってきた」を正

しくとらえることができなかった児童の割合は9.4％である。この要因としては、今回の調査では、

５において、述語から主語を考えさせる問題を出題しており、児童が述語を語句の並び順に着目し

てとらえたためと考えられる。 

【授業改善のポイント】 主語と述語を意識して使用する機会を充実させる指導を工夫する。 

主語と述語の指導内容については、学習指導要領の第１学年及び第２学年に示されているが、第

３学年以上の児童においても「知識・理解」として定着するまで、実際に使用する機会をとらえ、

繰り返し確かめさせるような指導が大切である。例えば、児童が書いた文章を、主語と述語の照応

に着目させて確かめさせたり、主語に着目させて文章を読ませたりすることが考えられる。 

  また、「平成20年度調査 報告書結果」では、「短く簡潔な文については主語と述語との関係につ

いての理解ができていることが分かる。」との報告がある。このことを踏まえ、児童に短く簡潔な

文を書かせ、主語と述語について確かめることから指導を始め、徐々に複雑な構成の文で確かめる

というような、段階的な指導を工夫し、児童の理解の定着を図ることが大切である。また、語句の

並び順だけではなく、語句それぞれの意味と語句同士のかかわりから、主語と述語について児童に

考えさせる指導も有効である。 

「改訂版東京ミニマム」では、「文のつくり」の段階的な指導として「第３学年及び第４学年

においては、主語と述語との関係、修飾と被修飾との関係、文の構成などに注意して、話した

り書いたりさせるようにする。」と示しているように、話したり書いたりする場面で、主語と述

語との関係について確かめ、理解の定着を図っていくことが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「文のつくり」についての段階的な指導 Ｐ. 24参照 

 

７ 語句の意味や用法を理解する。【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

 次の文の   をつけた言葉が、同じ意味で使われているのはどの文ですか。 

大きな木が地面にどっしりとたつ。 

１ 十年という月日がたつ。   ３ あみで魚のにげ道をたつ。 

２ 明日の朝には宿をたつ。   ４ 先生がみんなの前にたつ。 

【結果分析】 

１ ２ ３ ４（正答） その他 無解答 

11.4％ 6.9％ 3.0％ 78.1％ 0.2％ 0.4％ 
 ７は、語句の意味と用法について理解しているかどうかをみる問題である。「平成20年度調査」

において、語句の理解に課題が見られたことから出題した。例文で示した語句は、多くの児童が使

用した経験があると思われる「たつ」を取り上げた。正答は選択肢「４」の「先生がみんなの前に

たつ」で、78.1％の正答率である。 

誤答の中で最も反応率が高いのは、選択肢「１」の「十年という月日がたつ」で 11.4％である。

誤答の要因としては、多くの児童は「たつ」という語句を用いた経験があるものの、「たつ」とい

う語句の意味が文脈に即して「時間が経過する」「まっすぐに保つ」「切る」「出発する」というよ

うに異なることを意識することが少ないことによるものと考えられる。 

 

 

 

 

 



－21－ 

８ 語句の用法を理解する。【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

 次の１から４の中で「かえる」という言葉を、「もとの所へもどる」という意味で使っている

のは、どの文ですか。 

１ 親鳥が温めているたまごがかえる。 

２ そうじの時間に水そうの水をかえる。 

３ ちょうど時間になったので家にかえる。 

４ 空にうかぶ雲がいろいろと形をかえる。 

【結果分析】 

１ ２ ３（正答） ４ その他 無解答 

2.8％ 2.4％ 93.3％ 1.0％ 0.1％ 0.3％ 
 ８は、語句の用法を理解しているかどうかをみる問題である。例文で示した語句は、多くの児童

が日常生活で使用した経験があるものの一つとして、「かえる」を取り上げた。正答は選択肢「３」

の「ちょうど時間になったので家にかえる。」で、93.3％の正答率である。 

正答の要因としては、問題で取り上げた「かえる」という語句の意味が「もとの所へもどる」と

いう意味であり、児童にとって、なじみのある語句であったことによるものと考えられる。このこ

とから、児童が活用する機会が多い語句の用法については、語句の意味を適切に理解している児童

が多いことが分かる。 

【授業改善のポイント】 多様な文を取り上げ、語句の意味と用法についての理解の定着を図る指導

を工夫する。 
結果分析から、児童が日常生活で聞いたり、使ったりしたことがあると考えられる語句であって

も、その語句を使用する際の意味と用法により、児童の理解が異なってくることが分かった。一つ

一つの語句について、その意味を正しく理解させる指導を工夫する必要がある。 
例えば、すでに学習した経験のある語句についても、意味や用法の異なる複数の文を提示し、検

討することを通して、語句の意味を確かめ、語句の意味を理解させる指導を行うことが考えられる。 
また、表現活動と関連を図った指導を工夫することも効果的である。例えば、児童が書いた文章

を用い、そこで使われている語句の意味について考えたり、確かめたりすることが考えられる。 
さらに、国語科の指導場面とともに、他教科等の学習の場面においても、語句の意味を調べ、正

しく理解できるように辞書を活用する習慣を身に付けさせることも大切である。 
「改訂版東京ミニマム」では、こうした語句の理解に関して、「その指導に当たっては、例えば、

第３学年及び第４学年では、辞書の使い方を学習するのに合わせて、語句の意味や使い方を調べる

ことができるようにする。」と示しているように、必要な語句の意味を調べたり確かめたりするこ

とを習慣付けることが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「語句」についての段階的な指導 Ｐ. 26参照 
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９ (1) 話合いの話題をつかむ。【話す･聞く能力】 

【問題の概要】 

かずおさんとひろこさんは、どのようなことを話し合っていますか。一つ選びましょう。 

＜話し合いの様子（抜粋）＞ 

かずお   これを見て。ぼくが考えたポスターなんだ。つたわるかな。 

ひろこ   すごいわね。だけど、「ボールをけってはいけない。」とつたわりそうね。 

かずお   そうかなあ。でも、ポスターをよく見て。ランドセルをしょっているでしょう。 

１ つたえたいことが分かりやすくなっているかどうか。 

２ ポスターをつける場所を公園にしてよいかどうか。 

３ ボールをけって遊ぶためにはどうするとよいか。 

４ 公園でボールを使えるようにおねがいするかどうか。 

【結果分析】 

１（正答） ２ ３ ４ その他 無解答 

91.4％ 4.1％ 3.3％ 0.8％ 0.1％ 0.4％ 
９(1)は、問題に示された話合いの話題をとらえることができるかどうかをみる問題である。そ

のため、話合いの基本となる活動として対話の場面を取り上げ、出題している。正答は、選択肢「１」

の「つたえたいことが分かりやすくなっているかどうか。」で、91.4％の正答率である。正答の要

因としては、話題として取り上げている材料がポスターという具体的なものであり、その内容につ

いての話合いであるということを児童が認識できたためと考えられる。誤答の中で最も反応率が高

いのは、選択肢「２」の「ポスターをつける場所を公園にしてよいかどうか。」で、4.1％である。

この誤答の要因としては、ポスターで示している絵の情報と話合いの内容とを整理することができ

ず、ポスターに示された絵の様子に着目して「ポスターを公園につけるための話合いである」と誤

って判断したことによると考えられる。 

このことから、本問において誤答であった児童は、話合い活動の経験はもっているが、何のために

話し合っているか、何について話し合っているかなど、目的や話題を十分に意識させる必要があると考え

られる。 

９ (2) 相手の意見を確かめ、話題に沿って話し合う。【話す･聞く能力】 

【問題の概要】 

ひろこさんは、かずおさんに、そうすると、と言っていますが、その理由は何ですか。一つ選

びましょう。 
＜話し合いの様子（抜粋）＞ 

ひろこ   あ、学校の帰りにランドセルをしょったまま遊んでいるのね。 

かずお   そうなんだ。ぼくの家の近くの二丁目公園は、学校の帰りに遊んでいく子がいるんだよ。

ちゃんと帰らないといけないよね。 

ひろこ   そうすると、かずおさんは、このポスターで「公園により道をしないで帰りましょう。」

とつたえたいのね。 

１ 何について話し合うのかをそうだんしたいと考えたから。 

２ 自分がポスターを作るきっかけを話したいと考えたから。 

３ 話題からそれているのでもとにもどしたいと考えたから。 

４ かずおさんがつたえたいことをたしかめようと考えたから。 

【結果分析】 

１ ２ ３ ４（正答） その他 無解答 

2.1％ 6.2％ 5.0％ 86.2％ 0.1％ 0.5％ 
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９(2)は、話題に沿って話し合うことができるかどうかについてみる問題である。そのため、相

手の意見を確かめ、話題に沿って話合いを進める場面を設定し、出題している。正答は、選択肢「４」

の「かずおさんがつたえたいことをたしかめようと考えたから。」で、86.2％の正答率である。 

誤答の中で最も反応率が高いのは、選択肢「２」の「自分がポスターを作るきっかけを話したい

と考えたから。」で、6.2％である。この誤答の要因としては、「そうすると」という言葉の後に続

くひろこさんの話の内容がかずおさんのポスターに関する内容であることをとらえられず、ひろこ

さんが自分のポスター作りのきっかけを伝えていると誤って判断したためと考えられる。また、選

択肢３の反応率が5.0％である。この誤答の要因としては、「そうすると」という言葉を、相手の話

を止める言葉と誤って判断し、選択したことによると考えられる。 

このことから、９(1)と同様に、話題を常に意識させ、話合いを進行させるとともに、話をつな

げる言葉を意識させる指導の充実を図る必要と考えられる。 

 

９ (3) 発言の仕方などルールに気を付けて話し合う。【話す･聞く能力】 

【問題の概要】 

かずおさんとひろこさんは、どのようなことに気をつけて話し合っていますか。一つ選びまし

ょう。 
＜話し合いの様子（抜粋）＞ 

ひろこ   そうすると、かずおさんは、このポスターで「公園により道をしないで帰りましょう。」

とつたえたいのね。 

かずお   そのとおり。このままだと、つたわりにくいのかな。 

ひろこ   でも、よく考えて作ってあるのだから、もう少し分かりやすくなるように、くふうしてみ

ましょうよ。 

かずお   どうしたらいいのかな。 

１ あいづちをうちながら聞き、自分が考えたことをつたえるようにする。 

２ 相手の話をよく聞かずに、自分の意見は分かりやすくつたえるようにする。 

３ 意見に反対と思うときには、相手の話はさいごまで聞かないようにする。 

４ よい意見を思いついたときは、相手の話のとちゅうでもつたえるようにする。 

【結果分析】 

１（正答） ２ ３ ４ その他 無解答 

82.4％ 4.0％ 2.7％ 10.2％ 0.1％ 0.6％ 
９(3)は、話合いのルールや方法について理解して、話し合うことができるかどうかをみる問題

である。そのため、相手の話に対してあいづちを打ちながら聞く話合いを示し、出題している。 

正答は、選択肢「１」の「あいづちをうちながら聞き、自分が考えたことをつたえるようにする。」

で、82.4％の正答率である。正答の要因としては、問題に示されている話合いの中に、「そうかな

あ」「そのとおり」などの賛成や反対の意志を伝える言葉があり、話合いのルールや方法として想

起することができたことによると考えられる。 

  誤答の中で最も反応率が高いのは、選択肢「４」の｢よい意見を思いついたときは、相手の話のと

ちゅうでもつたえるようにする。｣で、10.2％である。この誤答の要因としては、話合いの際に、

相手の話を最後まで聞くという意識が不十分であったり、話合いの進め方に対する理解が不十分で

あったりすることによるものと考えられる。 

  これらのことから、よい話合いを手本として示し、児童が意識すべき点を具体的にとらえること

ができるような指導の充実を図る必要があると考えられる。 

 

 



－24－ 

【授業改善のポイント】 話題と話合いの方法を児童に意識させた話合いの指導の充実を図る。 

結果分析から、相手の話を最後まで聞くという意識が低いこと、相手の意見や話題を確かめて話

題に沿って話合いを進行させることについての理解が不十分なことが分かる。 

相手の話を最後まで聞くためには、「相手は何のために話しているのか」という目的を明確にす

ることが大切である。例えば、話合い活動の場面では、「自分の考えを発表する」というように、

話し手としての意識をもたせるだけではなく、「自分の考えとちがう点を見付ける」といった聞き

手としての意識をもたせるようにすると相手の話を具体的に聞くことができる。 

また、話題に沿って話合いを進行させることができるようになるためには、話題を明確に示した

上で話し合うことの指導の充実を図ることが重要である。例えば、話題に沿って話合いを進めるモ

デルを学級全体で確認した上で、実際の話合い活動を行うことが考えられる。その際、話の内容を

確かめるために、「くり返す」「言い換える」「まとめてみる」等、着目させる点を明確にすること

も話題に沿って話し合うためには有効である。 

「改訂版東京ミニマム」では、こうした「話すこと・聞くこと」の指導に関して、「話題をとらえ

て話し合う力」の指導例として、「児童にとって身近なところに話題を設定し、伝えたい事柄を意

識しやすくしたり、児童にとって身近な言葉に言い換え、話題が身近に感じられるようにしたりす

る」と示しているように、話題を意識して話合いを進行させることが大切である。 

また、話合いのモデルを示して話題に沿って話し合わせることの指導事例については、「改訂版東

京ミニマム」33ページに示されている。低学年の段階から、系統的話題に沿った話合い活動につい

ての指導を行うことで意図的・計画的に話し合う力を身に付けさせていくことが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》「話題をとらえて話し合う力」を育てる段階的な指導 Ｐ. 15参照 

 

10 (1) 書く題材を明確にする。【書く能力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

１ ２（正答） ３ ４ その他 無解答 

1.6％ 86.7％ 9.1％ 2.1％ 0.1％ 0.4％ 
  10(1)は、問題に示された作文が何について調べて書かれているのか正しく選択することができ

るかどうかをみる問題である。そのため、自分で調べたことをまとめ、報告する文章を取り上げ、

出題している。正答は、選択肢「２」の「カレンダーの土曜日の色のつけ方のちがいについて。」

で、86.7％の正答率である。正答の要因としては、児童が、問題に示された作文の内容から、何に

ついて調べて書かれているのかを読み取ることができたことによるものと考えられる。 

  誤答の中で最も反応率が高いのは、選択肢「３」の「土曜日の色のつけ方を同じにする方ほうに

ついて。」で、9.1％である。この誤答の要因としては、作文の中に、「土曜日の色のつけ方を同じ

にすればいいのに。」という自分の感想を伝える内容があり、この部分に着目して選択したことに

よるものと考えられる。 

なおやさんの作文は、なにについて調べて書かれていますか。一つ選びましょう。 
＜作文の内容（抜粋）＞ 

ぼくは、家でカレンダーを見ているとき、土曜日の色のつけ方がちがうことに気づきました。ぼくは、
「土曜日の色のつけ方を同じにすればいいのに。」 
と思いました。そして、わざわざ土曜日の色のつけ方をかえているのはなぜかについて、知りたくなりまし
た。 
１ カレンダーの日づけの数字がちがうことについて。 

２ カレンダーの土曜日の色のつけ方のちがいについて。 

３ 土曜日の色のつけ方を同じにする方ほうについて。 

４ 土曜日に仕事をしている人々のくらしについて。 
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10 (2) 文章の組立てを考える。【書く能力】 

【問題の概要】 

の部分には、それぞれ次のアからウまでの文のどれかが入ります。どのようなじゅん

じょで入れるとよいですか。 

＜作文の内容（抜粋）＞ 

まず、家にある二つのカレンダーをくらべてみました。 

 

              ↓ 

 

              ↓ 

 

すると、家の人は土曜日が休みの人に使いやすくしているのだろうと言っていました。 
ア そして、次に、家の人に聞いてみました。 
イ 一つは、数字の色が月曜日から金曜日は黒で、土曜日は青で、日曜日は赤でかいてありました。 
ウ もう一つは、数字の色が土曜日と日曜日は赤で、ほかの日は黒でかいてありました。 

１ イ → ア → ウ 
２ イ → ウ → ア 
３ ウ → ア → イ 
４ ウ → イ → ア 

【結果分析】 

１ ２（正答） ３ ４ その他 無解答 

10.9％ 72.7％ 3.4％ 3.5％ 8.7％ 0.7％ 
  10(2)は、問題に示されている作文の構成について考え、適切な順序で組み立てられたものを選

択肢の中から選ぶことができるかどうかをみる問題である。正答は、選択肢「２」の「イ → ウ 

→ ア」で、72.7％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、選択肢「１」の「イ → 

ア → ウ」で、10.9％である。この誤答の要因としては、問題に示された作文の中にある「二つ

のカレンダーをくらべてみました。」という文を意識せずに、「一つは」「そして」「もう一つは」と

問題の選択肢の文頭の語句に着目し、順序よく並べて誤って選択したことによるものと考えられる。 

 

10 (3) 文章のよいところを見付けたり、間違いなどを正したりする。【書く能力】 

【問題の概要】 

 

次の    の文を作文に書きたすとしたら、（ ① ）から（ ④ ）までのうち、どこに入れ

るのがよいですか。一つ選びましょう。 

＜作文の内容（抜粋）＞ 

ぼくは、家でカレンダーを見ているとき、土曜日の色のつけ方がちがうことに気づきました。（ ① ）ぼ
くは、 
「土曜日の色のつけ方を同じにすればいいのに。」 
と思いました。そして、わざわざ土曜日の色のつけ方をかえているのはなぜかについて、知りたくなりました。
（ ② ） 
まず、家にある二つのカレンダーをくらべてみました。 
（中略） 
（ ③ ） 
では、土曜日に仕事をしている人などは、どんなカレンダーを使っているのでしょうか。（ ④ ）もっと調
べてみようと思います。 
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【結果分析】 

１ ２ ３（正答） ４ その他 無解答 

5.1％ 10.1％ 54.6％ 29.0％ 0.2％ 1.1％ 
 10(3)は、問題に示されている作文の文章を見直し、適切に書き加えることができるかどうかを

みる問題である。「平成20年度調査」では、段落を分けることについて出題したが、今年度は問題

に示された一文を書き加えることについて出題している。正答は選択肢「３」で、54.6％の正答率

である。「平成20年度調査」の調査の正答率は62.3％であり、比べると約８ポイント低い結果とな

っている。このことの要因としては、問題で示された書き加える一文「調べてみて、ぼくは、土曜

日の色のつけ方と休みかどうかが関係しているのかもしれないと思いました。」の「調べてみて」

という言葉が調べた後のことを示しているということをとらえることができなかったことが考え

られる。また、文末の「思いました。」という表現に着目し、似た表現がある部分を選択してしま

ったことも考えられる。 

誤答の中で最も反応率が高いのは、選択肢「４」で、29.0％である。この誤答の要因としては、

選択肢「３」以後の文章では、書き手の考えが述べられているため、書かれている事柄の順序と関

係なく、書き手の考えに着目して文章をとらえ、文を書き加える箇所を検討して解答したことによ

るものと考えられる。また、児童が書いた文章を見直して、加筆する経験が少ないことも考えられ

る。 
【授業改善のポイント】 文章を書く目的を明確にした書くことの指導の充実を図る。 

  実際に児童が多様な文章を書く活動を通して、取材、構成、推敲についての理解の定着を図る指

導を充実させることが大切である。 

  児童が文章を書く際には、書く内容をもつ必要がある。そのためには、文章を書く目的を明確に

する必要がある。例えば、児童が身近に感じる話題として、校庭の草花について取り上げ、書く内

容を見付けさせたり、児童が共通してもっている経験の中から、遠足について取り上げ、書く内容

を見付けさせたりするなど、児童にとって必然性があり、具体的な目的を設定することが考えられ

る。 

  書く内容が定まると、どのような順序で、どのような方法を用いて書いたらよいのかという文章

の構成を考えることができるようになる。 

文章の構成については、文章を書く目的や相手に応じて、ふさわしい構成が多様に考えられる。

そこで、常に文章を書く目的と相手を確認しながら、児童に文章の構成を検討させることが大切で

ある。例えば、主語と述語に気を付けて文を書かせながら、主語に着目させ、書く内容の順序を検

討させることが考えられる。 

  文章を書いた後は文章を見直すことが求められる。文章を見直すためには、誤字・脱字の確認に

留まらず、書く目的に照らして、文章を見直し、「書き加える必要はないか」「書き改める必要はな

いか」など、文章を見直す視点を明確にすることが大切である。そのためには、書く目的に基づい

て文章を見直す視点を設定し、黒板に掲示するなどして学級全体で確認するとともに、児童一人一

人に見直す視点を示したチェックカードを配布するなど、児童が書く目的と併せて見直す視点をも

って校正することができるような指導の工夫をすることが考えられる。 

  また、段落についての指導の充実を図ることも重要である。文の構成についての指導を基に、意

 

 

１ （ ① ）のところに入れる。 
２ （ ② ）のところに入れる。 
３ （ ③ ）のところに入れる。 

４ （ ④ ）のところに入れる。 

調べてみて、ぼくは、土曜日の色のつけ方と休みかどうかが関係しているのかもしれないと思いました。
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味のまとまりとしての段落の理解や、形式段落についての理解を深めることが必要である。そのた

めには、書くことの指導において読むことの指導との関連を図り、段落の役割を十分に理解させる

とともに、実際に段落を分けて文章を書く場面を多く設定したり、段落のつながりに着目して文章

を見直したりするといった指導の工夫をすることが考えられる。 

「改訂版東京ミニマム」では、こうした「書くこと」の指導に関して、「書く事柄を明らかにする

力」「文章を組み立てる力」「文章を見直す力」の３項目の段階的な指導として、第３学年及び第４

学年に、「疑問に思ったことや、感動したことなどを手がかりにして、伝えたい事柄を見付けるこ

とができる。」「いくつかの文をつなげ、段落をつくって書くことができる。」「伝えたい事柄が書け

ているか見直し、間違いを正すことができる。」ことを示しており、「書くこと」の学習過程全体を

意識して、取材、構成、推敲のそれぞれの場面で指導の工夫をすることが大切である。 

例えば、「改訂版東京ミニマム」45 ページには、指導事例としてカードを使って文章の組立を意

識させる工夫が例示されており、カードを書く際に主語と述語の照応に気を付けさせると一層、有

効である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》「書く事柄を明らかにする力」を育てる段階的な指導 Ｐ. 17参照 

「文章を組み立てる力」を育てる段階的な指導 Ｐ. 18参照 

「文章を見直す力」を育てる段階的な指導 Ｐ. 19参照 

 

11 (1) 叙述に即して文章を正しく読む。【読む能力】 

【問題の概要】 

次の文章を読んで答えましょう。 

 

 

(1) 学校をやすんでいる。とありますが、その理由としてもっともふさわしいのは、次のうち

ではどれですか。 

１ ひじがつくえにのったのでやすんでいる。 

２ 口げんかをしてしまったのでやすんでいる。 

３ テツオがずうずうしいのでやすんでいる。 

４ かぜをひいてしまったのでやすんでいる。 

【結果分析】 

１ ２ ３ ４（正答） その他 無解答 

1.7％ 7.7％ 3.2％ 86.7％ 0.1％ 0.6％ 
  11(1)は、文学的な文章を叙述に即して正しく読み取ることができるかどうかをみる問題である。 

 そのため、ユカが学校を休んでいる理由について出題している。正答は、選択肢「４」の「かぜを

ひいてしまったのでやすんでいる。」で、86.7％の正答率である。正答の要因としては、登場人物

のユカが学校を休んだ理由は、出題箇所と離れたところに示されているが、出題した内容が児童に

とって身近な内容であったためと考えられる。 

誤答の中で最も反応率の高いのは、選択肢「２」の「口げんかをしてしまったのでやすんでいる。」

で、7.7％であった。この誤答の要因としては、選択肢に示されている内容が出題箇所の近くに示

されているため、文章の一部分から判断し、誤って選択したことによるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

文章は、田中信彦「７階からのおくりもの」より抜粋 
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11 (2) 場面の様子を、叙述を基に想像しながら読む。【読む能力】 

【問題の概要】 

次の文章を読んで答えましょう。 

 

 

(2) テツオは、おもしろくない。とありますが、その理由として、もっともふさわしいのは、次

のうちではどれですか。 

１ ユカがやすみなので、さびしくて気になっているから。 

２ ユカが口うるさく言ったあと、つんとすましているから。 

３ ユカのひじがはみだしたので、おしもどそうとしたから。 

４ ユカの家にプリントをとどけることになったから。 

【結果分析】 

１ ２（正答） ３ ４ その他 無解答 

50.3％ 38.7％ 6.0％ 4.2％ 0.1％ 0.7％ 
  11(2)は、文学的な文章の登場人物の様子について読み取ることができるかどうかをみる問題で

ある。問題文では、「おもしろくない」という表現が繰り返し示されているが、それぞれ面白くな

い理由が異なる。そのため、本問では、テツオがユカに口うるさく言われた後に示された「おもし

ろくない」を取り上げ、出題している。正答は、選択肢「２」の「ユカが口うるさく言ったあと、

つんとすましているから。」で、38.7％という低い正答率である。このことの要因としては、問題

として取り上げた部分の近くに、「ユカがやすんでいる。どういうわけだか、それがまた、どうも

おもしろくない。」という表現が示されているため、児童が混同してしまったことによるものと考

えられる。 

  誤答の中で最も反応率が高いのは、選択肢「１」の「ユカがやすみなので、さびしくて気になっ

ているから。」で、50.3％である。この誤答の要因としては、文章全体を通して、テツオがユカの

ことを気にしている様子が示されており、このことから類推し、誤って選択したことによるものと

考えられる。 

 

11 (3) 場面の様子を、叙述を基に想像しながら読む。【読む能力】 

【問題の概要】 

次の文章を読んで答えましょう。 

 

 

(3) とうとうやすみ時間に先生にきいてみた。とありますが、このときのテツオの気持ちとして、

もっともふさわしいのは、次のうちではどれですか。 

１ ユカがやすみなのでうらやましくてしかたがない。 

２ ユカにひじをおされたのでさびしくてしかたがない。 

３ やすんでいるユカのことが気になってしかたがない。 

４ ユカから口うるさく言われたので頭にきてしかたがない。 

【結果分析】 

１ ２ ３（正答） ４ その他 無解答 

1.5％ 2.2％ 91.6％ 3.8％ 0.1％ 0.8％ 
  11(3)は、文学的な文章の登場人物の様子について読み取ることができるかどうかをみる問題で

ある。そのため、登場人物の行動とその理由となる気持ちについて取り上げ、出題している。正答

文章は、田中信彦「７階からのおくりもの」より抜粋 

文章は、田中信彦「７階からのおくりもの」より抜粋 
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は、選択肢「３」の「やすんでいるユカのことが気になってしかたがない。」で、91.6％の正答率

である。正答の要因としては、児童が、問題文に示されている登場人物の気持ちについて的確にと

らえることができたことによると考えられる。 

  誤答の中で最も反応率が高いのは、選択肢「４」の「ユカから口うるさく言われたので頭にきて

しかたがない」で、3.8％である。この誤答の要因としては、11(2)で出題したテツオの様子との比

較を十分にせずに、テツオの様子を 11(2)と同じ様子と判断し、誤って選択したことによるものと

考えられる。 

【授業改善のポイント】 叙述に基づいて場面の様子を正しくとらえる指導の充実を図る。 

 結果分析から、文章の一部の表現をとらえ、十分な検討をせずに判断して場面の様子をとらえて

いる児童がいることが分かった。文学的な文章において、場面の様子をとらえるためには、文章全

体から文脈に即して考えさせるとともに、叙述に即して場面の様子を正しくとらえさせる指導の充

実を図ることが大切である。そのためには、まず、文章全体の大体の意味をとらえ、考えさせるこ

とが必要になる。例えば、登場人物の心情を表す語句に着目し、心情の移り変わりについて考えさ

せるなど、着目する観点を明確に示して指導することが考えられる。本問においては、登場人物の

行動に着目することで、文章全体の大体の意味をとらえることができる。 

 次に、場面の様子を正しくとらえるためには、叙述に基づいて読むことが必要である。例えば、

登場人物の行動の順序や行動の理由が分かる文を書き出し、叙述に基づいた適切なものであるかど

うかについて検討したり、登場人物の行動の変化について話し合ったりすることが考えられる。本

問においては、テツオの視点から文章が示されており、テツオの心情や行動を示す表現に着目する

ことで場面の様子を正しくとらえることができる。 

 「改訂版東京ミニマム」では、こうした「読むこと」の指導のうち、「大体の意味をとらえる力」

の段階的な指導として、第３学年及び第４学年に「人物の行動に基づいて場面の様子をとらえるこ

とができる。」と示しているように、登場人物の行動に着目するなど、文章の着目する観点を明確

にして場面の様子をとらえる指導をすることが大切である。 

例えば、「改訂版東京ミニマム」49 ページでは、登場人物の場面ごとの行動の違いに着目し、行

動の変化をとらえる工夫が例示されているが、それぞれの場面で、文章全体で繰り返し使われてい

る語句とその語句が含まれている文を取り上げ、比較することも有効である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「大体の意味をとらえる力」を育てる段階的な指導 Ｐ. 21参照 

「文章を読み、考える力」を育てる段階的な指導 Ｐ. 22参照 

12 (1) 叙述に即して文章を正しく読む。【読む能力】 

【問題の概要】 

次の文章を読んで答えましょう。 

 
(1) 自分だけのものをもちたがります。とありますが、自分だけのものをもつとどのようにする

と書かれていますか。次の１から４までの中でもっともふさわしいものを一つ選び、番号で答

えましょう。 

１ ヒミツのかくし場所にうめたり、ほりだしたりして遊ぶ。 

２ 多くのものに興味をしめし、みたがり、なめたがる。 

３ 近くにあるハマナスの小枝を見つけて、すもうをとる。 

４ チョウやトンボ、カナブンなどを追いかけていく。 

【結果分析】 

１（正答） ２ ３ ４ その他 無解答 

78.4％ 8.5％ 9.2％ 2.9％ 0.1％ 0.9％ 

文章は、竹田津実「自然の観察事典●３５ キタキツネ観察事典」より抜粋 
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12(1)は、説明的な文章を書かれている順序に即して正しく読むことができるかどうかをみる問

題である。そのため、自分だけの持ち物の扱いについて取り上げ、出題している。正答は、選択肢

「１」の「ヒミツのかくし場所にうめたり、ほりだしたりして遊ぶ。」で、78.4％の正答率である。 

誤答の中で最も反応率が高いのは、選択肢「３」の「近くにあるハマナスの小枝を見つけて、す

もうをとる。」で、9.2％である。この誤答の要因としては、出題した部分の直前に示されている

表現である「ハマナスなどの小枝と、すもうをとっていますが」という部分から判断し、末尾にあ

る「が」をとらえることができずに、誤って選択し解答したことによるものと考えられる。また、

選択肢「２」の「多くのものに興味をしめし、みたがり、なめたがる。」の反応率は、8.5％であ

る。この誤答の要因としては、本文に示された「自分だけ」という表現をとらえることができずに、

出題した部分の直前に示されている表現から判断し、誤って選択したことによるものと考えられる。 

12 (2) 中心となる語をとらえて、文章を正しく読む。【読む能力】 

【問題の概要】 

次の文章を読んで答えましょう。 

 

 

(2) この文章では、子ギツネが興味をしめすものは、どのようなじゅんじょでかわっていくと書

かれていますか。次の１から４までの中でもっともふさわしいものを一つ選び、番号で答えま

しょう。 

１ カラスなど→ウシなど→ロープなど→すもうなど 

２ ロープなど→小枝など→すもうなど→カラスなど 

３ トンボなど→カラスなど→カナブンなど→ウシなど 

４ 小枝など→ロープなど→カナブンなど→カラスなど 

【結果分析】 

１ ２ ３ ４（正答） その他 無解答 

3.9％ 5.7％ 18.5％ 70.7％ 0.1％ 1.2％ 
  12(2)は、問題の文章に示されている事柄の変化を読み取ることができるかどうかをみる問題で

ある。そのため、「子ギツネが興味を示すもの」の移り変わりを取り上げ、出題している。正答は、

選択肢「４」の「小枝など→ロープなど→カナブンなど→カラスなど」で、70.7％の正答率である。 

  誤答の中で最も反応率が高いのは、選択肢３の｢トンボなど→カラスなど→カナブンなど→ウシな

ど｣で、18.5％である。この誤答の要因としては、選択肢３に示されている生物が一つの段落の中

に示されていることから、一つの段落の内容に着目して判断し、誤って選択したことによるものと

考えられる。 

12 (3) 目的に応じて内容を大きくまとめて読む。【読む能力】 

【問題の概要】 

次の文章を読んで答えましょう。 

 

 

(3) この文章全体の内ようが分かるように題名をつけるとすると、どれがよいですか。次の１か

 ら４までの中でもっともふさわしいものを一つ選び、番号で答えましょう。 

  １ 遊びは小枝とすもう 

  ２ 狩りにつながっていく遊び 

  ３ カナブンを追いかけるのが大すき 

  ４ ウシに追いかえされてしまった 

文章は、竹田津実「自然の観察事典●３５ キタキツネ観察事典」より抜粋 

文章は、竹田津実「自然の観察事典●３５ キタキツネ観察事典」より抜粋 
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【結果分析】 

１ ２（正答） ３ ４ その他 無解答 

6.5％ 80.9％ 8.7％ 2.6％ 0.1％ 1.2％ 

  12(3)は、問題文全体で述べられていることを踏まえて、適切な題名を付けることができるかど

うかをみる問題である。今までの調査で、文章の一部分から全体をとらえてしまう傾向が見られた

ため出題した。正答は、選択肢「２」の「狩りにつながっていく遊び」で、80.9％の正答率である。

誤答の中で最も反応率が高いのは、選択肢「３」の｢カナブンを追いかけるのが大すき｣で、8.7％

である。この誤答の要因としては、文章中の「カナブン、トンボなどをどこまでも追いかけていき

ます。」という部分に着目し、「どこまでも追いかけていきます」という表現から文章全体を判断し

てしまったことによるものと考えられる。また、選択肢「１」の｢遊びは小枝とすもう｣が6.5％で

ある。この誤答の要因としては、冒頭の「ハマナスなどの小枝とすもうをとっています」という表

現に着目し、文章全体を判断してしまったことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 叙述に即して文章全体を正しくとらえて読む指導を工夫する。 

結果分析から、一部の表現や一部の語句から文章全体を判断し、読み誤ってしまう傾向があるこ

とが明らかになった。このことから、文章全体を叙述に即して正しくとらえさせる指導の充実を図

る必要があることが分かる。 

文章全体を正しくとらえるためには、まず文章全体の概要をとらえることが大切である。例えば、

児童が文章を読み終えた後に、あらすじや主な事柄について確認する場を設けたり、友達と確かめ

合う場を設けたりすることが考えられる。このように文章全体の概要をとらえた上で、叙述に即し

て正しくとらえることができているかどうか検討させるようにすることが大切である。本問におい

ては、例えば、「『自分だけ』と書いてあるのは、何を表しているのか」「子ギツネの遊びはどのよ

うに変化していくのか」「結論として述べられていることは何か」といった視点から、叙述に即し

て文章を検討することが大切である。 

指導に当たっては、文章全体の概要を正しくとらえさせるとともに、文章を読み解く学習過程を

意識して指導を工夫することが大切である。まず、検討する内容が文章のどの部分に示されている

のかをとらえさせることが考えられる。本問においては、「子ギツネの遊びについて書かれている

のはどの部分か」などをとらえさせることが挙げられる。次に、とらえた部分を比較することが考

えられる。本問においては、子ギツネの遊びについての表現を比較することで、ロープなどの動か

ないものから昆虫などの動く小さなもの、そしてカラスや牛などの動物へと遊びの対象が変わって

いくことが分かる。さらに、比較した事柄をもとに、考察することが考えられる。本問においては、

子ギツネの遊びの対象が動物へと変わっていくことから、子ギツネの遊びは狩りへとつながってい

くことを読み取ることができる。 

このように、文章をスモールステップで読み解いていくことで、文章全体をとらえながら必要に

応じて文章の細かい点に注意しながら読むことができるようになる。 

「改訂版東京ミニマム」では、こうした「読むこと」の指導のうち、「大体の意味をとらえる力」

を育てる段階的な指導として第３学年及び第４学年では「それぞれの段落に共通する語句をとらえ

ることができる。」と示しているように、文章全体から大まかな内容をとらえる指導と併せて、「そ

れぞれの段落に共通する語句を見付ける。」といった読む目的を明確にした指導をすることが大切

である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》「大体の意味をとらえる力」を育てる段階的な指導 Ｐ. 21参照 

          「文章を読み、考える力」を育てる段階的な指導 Ｐ. 22参照 
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国語（小学校第４学年対象）の出題内容と「授業改善のポイント」「改訂版東京ミニマム」との関連 

 
問
題
番
号 

通
し
番
号 

学習指導要

領の内容 
出題のねらい 授業改善のポイント 

東京ミニマム(改訂版) 

との関連 

１（１） 1 言語⑴ 
ア（ア） 

当該学年までに配当され

ている漢字を文脈に即し

て正しく読む。 
１（２） 2 言語⑴ 当該学年までに配当され

ている漢字を文脈に即し

て正しく読む。 
２ 3 ア（ア） 当該学年までに配当され

ている漢字を文脈に即し

て正しく読む。 

文脈に即して漢字の意味と用

法を理解させる指導を工夫す

る。 

３（１） 4 
 

言語⑴ 前学年までに配当されて

いる漢字を文脈に即して

正しく書く。 
３（２） 5 ア（ア） 前学年までに配当されて

いる漢字を文脈に即して

正しく書く。 
４ 6 言語⑴ 前学年までに配当されて

いる漢字を文脈に即して

正しく書く。 

漢字の意味と字形を意識し

て、使用する機会の充実を図

る指導を工夫する。 

Ｐ.２７参照  

「文字」についての段階的な

指導 

５ 7 1・2年言⑴エ

(ｱ) 
文の中における主語と述

語の関係に注意する。 
６ 8 1・2年言⑴ 

(ｱ) 
文の中における主語と述

語の関係に注意する。 

主語と述語を意識して使用す

る機会を充実させる指導を工

夫する。 

Ｐ. 2４参照  

「文のつくり」についての段

階的な指導 

７ 9 言語⑴エ(ｱ) 語句の意味や用法を理解
する。 

８ 10 言語⑴エ(ｱ) 語句の用法を理解する。

多様な文を取り上げ、語句の

意味と用法についての理解の

定着を図る指導を工夫する。 

Ｐ. 2６参照  

「語句」についての段階的な

指導 

９（１） 11 Ａ話聞ウ 話合いの話題をつかむ。

９（２） 12 1･2年Ａ話聞

ウ 
相手の意見を確かめ、話

題に沿って話し合う。 
９（３） 13 Ａ話聞 発言の仕方などルールに

気を付けて話し合う。 

話題と話合いの方法を児童に

意識させた話合いの指導の充

実を図る。 

Ｐ. 15参照  

「話題をとらえて話し合う

力」を育てる段階的な指導 

10（１） 14 Ｂ書ア 書く題材を明確にする。

10（２） 15 Ｂ書ウ 文章の組立てを考える。

10（３） 16 Ｂ書オ 文章のよいところを見付

けたり、間違いなどを正

したりする。 

文章を書く目的を明確にした

書くことの指導の充実を図

る。 

Ｐ. 17からP. 19参照  

「書く事柄を明らかにする

力」を育てる段階的な指導 

「文章を組み立てる力」を育

てる段階的な指導 

「文章を見直す力」を育てる

段階的な指導 
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11（１） 17 Ｃ読イ 叙述に即して文章を正し

く読む。 

11（２） 18 Ｃ読ウ 場面の様子を、叙述を基

に想像しながら読む。 

11（３） 19 Ｃ読ウ 場面の様子を、叙述を基

に想像しながら読む。 

叙述に基づいて場面の様子を

正しくとらえる指導の充実を

図る。 

Ｐ. 21からＰ.２２参照  

「大体の意味をとらえる力」

を育てる段階的な指導 

「文章を読み、考える力」を

育てる段階的な指導 

12（１） 20 Ｃ読イ 叙述に即して文章を正し

く読む。 

12（２） 21 Ｃ読イ 中心となる語をとらえ

て、文章を正しく読む。

12（３） 22 Ｃ読オ 目的に応じて内容を大き

くまとめて読む。 

叙述に即して文章全体を正し

くとらえて読む指導を工夫す

る。 

Ｐ. 21からＰ.２２参照  

「大体の意味をとらえる力」

を育てる段階的な指導 

「文章を読み、考える力」を

育てる段階的な指導 

 

 
 
 
 



－34－ 

(2) 国語（中学校第１学年対象） 

 

１ 文脈に即して漢字を正しく読む。【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

(1)と(2)の―をつけた漢字の読みがなを書きなさい。(3)と(4)は―をつけた漢字の読みが

なとして最も適切なものを、１から４までの中から一つ選びなさい。 

 (1) 技術の進歩により、穀物の生産量が増える。 

 (2) 練習をしっかりすれば、簡単にとける問題である。 

 (3) 名古屋から京都を経て、神戸に行く。 

    １ こえ    ２ とおっ  ３ へだて  ４ へ 

 (4) お月様にだんごを供える。 
    １ そ     ２ そな   ３ かか   ４ あた  

【結果分析】 

(1) 

「こくもつ」（正答） 
「こく」だけ正しく 

解答しているもの 

「もつ」だけ正しく 

解答しているもの 
その他 無解答 

85.0％ 1.6％ 5.5％ 5.3％ 2.7％ 

１(1)は、「穀物」という漢字を正しく読むことができるかどうかをみる問題で、正答率は85.0％

である。「穀」は小学校第６学年の、「物」は小学校第３学年の配当漢字である。誤答についてみる

と、類型３の「もつ」だけ正しく解答しているものが 5.5％と最も多い。この誤答の要因として、

「さくもつ」と読み間違えたことによる。農作物であることは、漢字の構成部分から感覚的に理解

し、知っている語いから類推したものと思われる。また、「物」は小学校第３学年で習うのである

が、モノ・ブツ・モツと３通りもの読み方があり、それぞれの読み方の使用頻度には大きく差があ

ると考えられる。平成18年度に実施された「特定の課題に関する調査」（国立教育政策研究所）で

は、小学校第６学年で、正答率は64.8％であった。 

(2)  

「かんたん」（正答） 
「かん」だけ正しく 

解答しているもの 

「たん」だけ正しく 

解答しているもの 
その他 無解答 

99.2％ 0.2％ 0.0％ 0.3％ 0.3％ 

１(2)は、「簡単」を正しく読むことができるかどうかをみる問題で、正答率は99.2％である。「簡」

は小学校第６学年の配当漢字、「単」は小学校第４学年の配当漢字である。この言葉は、生徒がよく

発する言葉であり、生徒の語いとして定着していると考えられる。 

(3) 

１「こえ」 ２「とおっ」 ３「かか」 ４「へ」（正答） その他 無解答 

10.4％ 2.9％ 5.3％ 79.8％ 1.4％ 0.3％ 

１(3)は、「経（て）」という漢字を正しく読むことができるかどうかをみる問題で、正答率は79.8％

である。「経」は小学校第５学年の配当漢字である。誤答についてみると、類型１の「こえ」と解

答しているものが 10.4％と最も多い。この誤答の要因として、「通る」や「通過する」という語い

があるため、普段の生活において、「経（る）」という表現をすることが少なく、自分の知っている

語いの中から文意の通じるものを当てはめたことによるものと考えられる。 
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(4) 

１「そ」 ２「そな」（正答） ３「も」 ４「あた」 その他 無解答 

4.2％ 94.1％ 0.4％ 0.4％ 0.7％ 0.2％ 

１(4)は、「供（える）」という漢字を正しく読むことができるかどうかについてみる問題で、正

答率は94.1％である。「供」は小学校第６学年の配当漢字である。この正答率の高さの要因として、

行為自体は現代の生活では少なくなっているにもかかわらず、選択方式による解答ということもあ

り、「お月様」「だんご」という語句から、類推しやすかったためと考えられる。 

【授業改善のポイント】 

 (1) 日常の生活を想定した言語活動を設定し、使用する語いを増やす指導を工夫する。 

結果分析から、生徒の生活の中でよく見聞きしたり使用したりする機会の多い、なじみのある漢

字の正答率が高いことが分かる。しかし、経験だけに頼ると理解があいまいであったり、偏った知

識であったりすることも考えられる。指導に当たっては、生徒の生活体験を生かしながらも、文学

的文章等を読むことから得られる間接的な経験を活用し、語いを増やし、日常生活において使用で

きる漢字として定着させる学習活動を行うことが大切である。例えば、「供える」という語句が文

学作品にあったならば、その場面の文章を自分の生活に合わせたものにして改変し、「供える」と

いう語句及びその行為に伴う関連する語句を使用させることによって、意味を理解し、使用できる

語いとして定着を図ることも考えられる。 

また、辞書の使い方に慣れさせ、日常的に新出漢字の読み（音読み・訓読み両方）と意味、その

漢字を用いた熟語を調べることや漢字を積極的に使用することを習慣として身に付けさせること

が大切である。 

  「改訂版東京ミニマム」においては、こうした漢字の読み方に関して、「第５学年及び第６学年

では、『へん』や『つくり』の学習を踏まえ、文脈に即して分からない漢字の意味を類推でき

るようにする。その際、類推するだけではなく、後に辞書を利用して漢字の意味を確かめるよ

う指導する。」と示されているとおり、小学校からの「漢字学習」についての段階的な指導が大

切である。 

「改訂版東京ミニマム」では、上記のように、まず分からない漢字の意味を類推しようとする態

度を養うことを示している。そのためには、漢字の構成などに関する学習を踏まえることが大切で

ある。中学校段階では、学習内容の深化・拡充や生活範囲の拡大化に伴い、ますます未知の漢字に

出会う可能性は高まる。その際に小学校段階で身に付けた「漢字学習」についての知識・理解・技

能を活用し、漢字を読んでいこうとする態度を養うことが大切となる。 

 (2) 「一つの漢字から、多くの熟語を調べ、読むことができる」よう指導を工夫する。 

結果分析から、生徒は、知っている漢字であっても、それらが組み合わさり熟語になると、使用

頻度が低い場合は、正答率が低くなることが分かる。指導に当たっては、漢字が表意文字であるこ

とを意識させながら、その漢字を用いた多くの熟語を読ませることが求められる。具体的には、漢

字単独の読みだけではなく、文脈の中で漢字を読むことを重視して、場面に即した意味と結び付け

ていくように指導することが大切である。また、その漢字を用いた熟語を多く調べさせたりその熟

語を用いた短文を作らせたりなどして、一つの漢字のもつ意味の広がりを理解させ、使い慣れさせ、

定着させることが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「文字」についての段階的な指導 Ｐ. 27参照 
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２ 文脈に即して漢字を正しく書く。【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

 (1)と(2)との    をつけたかたかなの部分に当たる漢字を楷書で書きなさい。また、(3)

と(4)との    をつけたかたかなの部分に当たる漢字として最も適切なものを、１から４まで

の中から一つ選びなさい。 

 (1)海岸線を走るバスから見える景色は変化にトむ。 

 (2)早起きへと生活習慣をカイゼンする。 

 (3)日々の努力によりセイセキが上がる。 
  １ 成績   ２ 成責   ３ 成積   ４ 成精   

 (4)お客を非常口へミチビく訓練をした。 
  １ 裁    ２ 退   ３ 導    ４ 働 
 

【結果分析】 

(1) 

「富（む）」（正答） その他 無解答 

41.0％ 23.4％ 35.5％ 

２(1)は、「富（む）」という漢字を正しく書くことができるかどうかをみる問題で、正答率は41.0％

である。「富」は小学校第５学年の配当漢字である。「富」の漢字は、「富士山」「豊富」のように生

徒が生活の中でよく見聞きするなじみのある漢字である。しかし、正答率が41.0％であったことは、

「富」という漢字を点画まで確実に記憶していなかったことと、「トむ」という語いと「富」が結

び付かなかったこと、さらには「トむ」という語いそのものを知らなかったことなどが考えられる。

「平成20年度調査」で、「富」を「読むこと」で、選択方式による解答で出題したところ、正答率

は67.8％であったことからも、「富む」は読めるが書けない漢字であることが分かる。 

(2) 

「改善」（正答） 
「改」だけ正しく 

解答しているもの 

「善」だけ正しく 

解答しているもの 
その他 無解答 

41.4％ 22.2％ 4.1％ 12.8％ 19.9％ 

２(2)は、「改善」という漢字を正しく書くことができるかどうかをみる問題で、正答率は41.4％

である。「改」は小学校第４学年の配当漢字、「善」は小学校第６学年の配当漢字である。誤答につ

いてみると、類型２の「改」だけ正しく解答しているものが 22.2％と最も多い。「改」の漢字は、

「改良」「改造」のように身近な生活で使用される漢字であることが挙げられる。誤答の要因とし

て「善」の漢字は、「善悪」「善良」のように身近な生活で使用される漢字であるが、画数が多いた

めに書き誤りも多いと考えられる。「改善」については、平成18年度の中学校第１学年を対象にし

て実施した国の調査で出題したところ、正答率は37.8％であった。 

(3) 

１「成績」（正答） ２「成責」 ３「成積」 ４「成精」 その他 無解答 

75.0％ 1.0％ 22.5％ 0.2％ 1.2％ 0.3％ 

２(3)は、「成績」の「績」という漢字を正しく選択することができるかどうかをみる問題で、正

答率は 75.0％である。「績」は小学校第５学年の配当漢字である。この漢字は、生徒の学校生活の

中で頻繁に見聞きするなど、なじみのある漢字である。誤答についてみると、「積」と解答してい
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るものが 22.5％みられるが、漢字本来の意味を理解しておらず、構成、旁、音が同じであるため、

混同したものと考えられる。「績」は、糸をつむぎ、布を作るという意味があり、そこから、「一段

一段と積み重ねてきた仕事、また、その良い結果」という意味がある。 

 

(4) 

１「裁」 ２「退」 ３「導」（正答） ４「働」 その他 無解答 

0.5％ 0.7％ 97.7％ 0.3％ 0.5％ 0.3％ 

２(4)は、「導」という漢字を正しく選択することができるかどうかをみる問題で、正答率は97.7％

である。「導」は小学校第５学年の配当漢字である。選択方式での解答では、高い正答率を示して

いる。 

 

【授業改善のポイント】 

 (1) 漢字の字形や漢字の構成部分など、書き誤りやすい漢字の習得について指導を工夫する。 

  結果分析から、生徒の日常生活での使用頻度が高いと思われる漢字であっても、漢字の字形や、

「へん」や「つくり」などの漢字の構成部分を書き誤りやすいことが分かる。指導に当たっては、

漢字の「へん」や「つくり」などの構成についての指導と関連を図り、文や文章を書く際に漢字の

もつ意味を調べさせ、正しく使うことができるようにすることが大切である。具体的には、使用頻

度の低い漢字や間違えやすい漢字を意図的に取り上げ、その漢字を使用した短作文を作ったりする

ことや同じ「へん」などをもつ漢字を集め、共通する意味を確認したりするなどの漢字指導の工夫

が必要である。 

 また、日常生活の中でよく使用する漢字であっても、繰り返し取り上げたり、細部についても字

形の確認をしたりするなど、漢字の構成についての「知識・理解」の確実な定着を図る指導の充実

が大切である。特に、「成績」の「績」の字のように書き誤りが多い漢字は、最初に誤って記憶さ

れてしまうと修正が難しくなる。新出漢字として指導する際には、「へん」の意味なども含めて、

十分留意して指導する必要がある。 

(2) 日常の言語生活の中で、実際に漢字を書かせる指導を工夫する。 

結果分析から、生徒にとって学校生活等、日常において見聞きしない漢字については、正答率が低

いことが分かる。指導に当たっては、小学校における漢字の段階的な指導を踏まえ、漢字を正しく用

いる態度や漢字を調べる習慣を身に付けることが求められる。そのためには、ノートにただ何十回も

書かせて終わるような単純な繰り返し学習にならないように配慮し、書いた漢字に誤りがないかを確

かめながら一点一画を大切にしながら書かせることや、辞書を利用して分からない漢字を調べること

を継続的に指導することによって習慣化させることが必要である。そのような指導を踏まえながら、

習った漢字や調べた漢字を作文やノートへの筆写等で積極的に使用する態度を身に付けさせること

が大切である。また、漢字は語いとして定着していなければ、生徒は文章を作成するときに使用しな

いのであるから、他教科や領域における新たな概念や言葉の獲得を漢字の獲得ともとらえ、漢字一つ

一つの「へん」や「つくり」、意味を確認させるとともに、発表やレポート等で積極的に使用させ、

生徒にとって新たな語いの拡充と深化になるように指導を工夫することが大切である。 
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３ 単語の類別を理解し、主語と述語との関係に注意する。【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

次の(1)から(3)の文の主語と述語の関係にある部分は、次のうちのどれですか。 

    例 私の いとこは 大学に 通っている。 

      （主語）いとこは （述語）通っている 

 (1)  公園の ベンチに 母は 座った。   
  １ （主語）公園の  （述語）ベンチに   ２ （主語）ベンチに （述語）母は 
  ３ （主語）ベンチに （述語）座った    ４ （主語）母は   （述語）座った  
 (2)  兄の カバンが イスの 上に あった。 
  １ （主語）兄の   （述語）カバンが   ２ （主語）兄の   （述語）あった 
  ３ （主語）カバンが （述語）上に     ４ （主語）カバンが （述語）あった 
 (3) 友達も 今日は 練習に 参加した。 
  １ （主語）友達も  （述語）練習に    ２ （主語）友達も  （述語）参加した 
  ３ （主語）今日は  （述語）練習に    ４ （主語）今日は  （述語）参加した 

【結果分析】 

(1) 

１ ２ ３ ４（正答） その他 無解答 

2.2％ 1.4％ 22.7％ 72.8％ 0.3％ 0.6％ 

(2) 

１ ２ ３ ４（正答） その他 無解答 

6.6％ 10.3％ 4.7％ 77.4％ 0.3％ 0.7％ 

(3) 

１ ２（正答） ３ ４ その他 無解答 

3.6％ 64.7％ 2.8％ 27.8％ 0.3％ 0.7％ 

 

３(1)(2)(3)は、一文の中の主語と述語との関係が分かるかどうかをみる問題である。 

(1)の文の特徴は、主語が４文節中３文節目にあり、主語と述語が連続していることである。 

(2)の文の特徴は、主語が無生物であることである。 

(3)の文の特徴は、主語に含まれる助詞が「も」であることである。 

(1)の正答率は 72.8％である。誤答についてみると、選択肢３「（主語）ベンチに」－「（述語）

座った」が22.7％と最も多い。この誤答の要因としては、文の特徴から考えると、主語・述語の関

係を理解しておらず、語句の並び順だけにとらわれ、「ベンチに」－「座った」と修飾・被修飾の

関係と混同し、第２文節を選択してしまったことによるものと考えられる。 

(2)の正答率は 77.4％である。誤答についてみると、選択肢２「（主語）兄の」－「（述語）あっ

た」が10.3％と最も多く、次いで選択肢１が6.6％と多い。この誤答の要因としては、文の特徴か

ら考えると、第１文節であり、かつ生物である「兄」にとらわれてしまったこと、主語・述語の関

係を理解していないことによるものと考えられる。 

(3)の正答率は64.7％であり、３問中最も正答率が低い。誤答についてみると、選択肢４「（主語）

今日は」－「（述語）参加した」が 27.8％と最も多い。この誤答の要因としては、文の特徴から考
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えると、主語を理解しておらず、「今日は」の助詞「は」の語にとらわれ、「○○は」の形であれば

主語であると思い込んでいる生徒が多いことによるものと考えられる。小学校における学習が定着

していないといえる。 

述語については、述語だけは正しい選択肢の反応率を加えると、(1)で 95.5%、(2)で 87.7%、(3)

で 92.5%と高い正答率を示している。文末に位置するという日本語の特徴に由来することによるも

のと考えられる。 

 

４ 単語の類別を理解し、修飾と被修飾の関係に注意する。【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

次の(1)から(3)の    をつけた言葉が修飾する部分は、次のうちのどれですか。 

  例  遠くに 白い 旗が ぼんやりと 見える。 
     右の文の「遠くに」が修飾している部分は、「見える」になります。 
 (1)  さっそうと 走る ランナーを 乗用車は ゆっくり 追い越した。 
     １ 走る  ２ 乗用車は         ３ ゆっくり        ４ 追い越した 
 (2)  青い 空に 丸い 大きな 気球が 浮かんでいる。 
       １ 空に  ２ 大きな          ３ 気球が            ４ 浮かんでいる 
  (3)   明日から 学校で マラソン大会に 向けて 練習が 始まる。 

       １ 明日から   ２ マラソン大会に    ３ 練習が      ４ 始まる 

【結果分析】 

(1) 

１「走る」（正答） ２「乗用車は」 ３「ゆっくりと」 ４「追い越した」 その他 無解答 

62.4％ 3.7％ 5.2％ 27.8％ 0.4％ 0.6％ 

(2) 

１「空に」 ２「大きな」 ３「気球が」（正答） ４「浮かんでいる」 その他 無解答 

1.3％ 9.6％ 82.5％ 5.7％ 0.4％ 0.6％ 

(3) 

１「明日から」 ２「マラソン大会に」 ３「練習が」 ４「始まる（正答）」 その他 無解答 

6.3％ 14.3％ 37.7％ 40.6％ 0.4％ 0.7％ 

４(1)(2)(3)は、一文の中の修飾と被修飾との関係が分かるかどうかをみる問題である。 

(1)の下線部の修飾語の特徴は、連用修飾語であり、被修飾語が直近にあることである。 

(2)の下線部の修飾語の特徴は、連体修飾語であり、被修飾語との間に１文節が挟まれているこ

とである。 

(3)の下線部の修飾語の特徴は、連用修飾語であり、被修飾語との間に３文節が挟まれているこ

とである。 

(1)の正答率は62.4％である。誤答についてみると、選択肢４「追い越した」が27.8％と最も多

い。この誤答の要因としては、文の意味や係り受けの基本原則を理解しておらず、「さっそうと」

のつながる語句だけをみて、「さっそうと」－「追い越した」としてしまったことによるものと考

えられる。 
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(2)の正答率は 82.5％である。誤答についてみると、選択肢２「大きな」が 9.6％と最も多い。

この誤答の要因としては、文の特徴から考えると、修飾・被修飾の関係の意味が理解できず、「丸

い」－「大きな」－「気球が」と語句の並び順だけにとらわれしまったことによるものと考えられ

る。 

(3)の正答率は 40.6％であり、３問中、最も低い。誤答についてみると、選択肢３「練習が」が

37.7％と最も多く、次いで選択肢２「マラソン大会に」が14.3％と多い。この誤答の要因としては、

文の特徴から考えると、修飾・被修飾の関係の意味が理解できず、「学校で」－「練習が」－（「始

まる」）と語句の並び順だけにとらわれしまったことと、直近の文節を選んだことによるものと考

えられる。また、修飾語と被修飾語とが離れているところにあるため、照応関係を認識できなかっ

たものと考えられ、昨年度と傾向に変化がない。さらに、下線部より前にある選択肢１「明日から」

を選んでしまったものが 6.3％いるということは、上から下に係るという日本語の基本原則を理解

していないことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 主となる文の構成要素の指導の充実を図る。 

結果分析から、「主語」や「修飾語」の理解及び主語と述語、修飾語と被修飾語との関係につい

ての理解が不十分であることが分かった。指導に当たっては、主語・述語の４つの基本文型（何が

－どうする、何が－どんなだ、何が－何だ、何が－ある・いる・ない）を確実に理解させるために、

基本文型に沿った例文を多く作らせた上で、その主語・述語だけの基本的な文に、段階的に様々な

修飾語を組み入れた文を作成していくことが考えられる。また、実際の文の中で、主語・述語に印

を付け、それぞれにどのような修飾語があるのかを図式化「下図《図式化例》参照」して、文がど

のように組み立てられているかを理解させることが大切である。 

  「改訂版東京ミニマム」では、「文のつくり」についての段階的な指導において、「第３学年及び

第４学年においては、主語と述語との関係、修飾と被修飾との関係、文の構成などに注意して、

話したり書いたりさせるようにする。」と示し、指導場面における具体例を挙げている。 

それらの小学校段階で身に付けた「文のつくり」についての知識・理解・技能を活用して中学校

段階では、修飾語、接続語、独立語などの文の成分とその関係について理解させることが大切であ

る。また、生徒に学習のつまずきが見られたならば「改訂版東京ミニマム」で示された小学校段階

の指導に戻り、中学校で新たに学習した文法用語を用いて説明し、確実に理解させ、活用すること

によって定着させることが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「文のつくり」についての段階的な指導 Ｐ. 24参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《図式化例》 
 
 
                     主 語           述 語 
     さっそうと 走る ランナーを 乗用車は ゆっくり 追い越した。 
 
主語と述語だけの文：「乗用車は 追い越した。」※「追い越す」は他動詞であるため、目的語が必要である。

さらに目的語を加えた文：「乗用車はランナーを追い越した。」 
係り受けの関係から次のように書き換えられる： 
            「乗用車は、さっそうと走るランナーを ゆっくり追い越した。」 
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５ 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。【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

(1)と(3)の     をつけた言葉の意味として最も近いものは、次のうちのどれですか。 

 (1)去年は天候に恵まれたので豊作だった。  

  １ 作品の質が高いこと。 
  ２ 作業がうまいこと。 
  ３ 作り方がゆったりとしていること。 
  ４ 作物のできがよいこと。 
 (2)発表会の前日に綿密な打ち合わせを行った。 
  １ 注意がよく行き届き、抜けていることがないこと。 
  ２ 同じような調子や状態が続いて、変化がないこと。 
  ３ 時間に制限されることなく話を長々と続けること。 
  ４ だれにも分からないようにひっそりしていること。 

【結果分析】 

(1) 

１ ２ ３ ４（正答） その他 無解答 

5.2％ 3.9％ 2.6％ 87.8％ 0.1％ 0.4％ 

(2) 

１（正答） ２ ３ ４ その他 無解答 

69.2％ 3.2％ 6.1％ 20.9％ 0.1％ 0.6％ 

５(1)は、「豊作」の意味が分かるかどうかをみる問題で、正答率は87.8％である。誤答について

みると、選択肢1「作品の質が高いこと。」が5.2％と最も多い。「豊」は小学校第５学年の配当漢字、

「作」は小学校第２学年の配当漢字である。 

この誤答の要因としては、文を正確に読み取っていないこと、また生活経験として「豊作」とい

う語句に実感をもったことがないことに加え、「豊作」という語句は、例えば「今年の新人選手は

豊作だった。」のように比喩的に用いられることが多いため、比喩の意味の方を一般的な意味とと

らえてしまったことによると考えられる。 

５(2)は、「綿密」の意味が分かるかどうかをみる問題で、正答率は69.2％である。誤答について

みると、選択肢４が 20.9％と最も多い。「綿」は小学校第５学年の配当漢字、「密」は小学校第６学

年の配当漢字である。「平成 18 年度調査」で、中学校第２学年を対象として書くことで出題したと

ころ、正答率は32.8％であった。 

この誤答の要因としては、「綿密」という語句を使用した経験が乏しいことと、「綿」と「密」の

それぞれの漢字から意味を類推することができなかったためと考えられる。また、「密」を使った

熟語として生徒になじみのある「秘密」を想起してしまったことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 それぞれ漢字の意味から熟語の意味を類推できるよう指導を工夫する。 

結果分析から、漢字がもつ意味から熟語の意味を類推できるように指導する必要があることが分

かる。また、生徒の経験を生かした、語いを増やす指導を意図的・計画的に行う必要もある。指導

に当たっては、熟語を熟語のまま教えるだけではなく、熟語を構成する各漢字に分け、漢字の意味

を理解するとともに熟語の作られ方を、例えば、「前の漢字が後ろの漢字を修飾して成立している



－42－ 

熟語」のように文法の知識とともに理解させることが大切である。 

また、辞書の使い方とその効用を理解させ、辞書の活用経験を多くもたせることによって使い方

に慣れさせ、習慣化することが大切である。その際には、文章を理解するために語句の意味を調べ

るといった使い方だけではなく、よりよい表現にするために適切な言葉の使い方を調べたり、言葉

の意味を吟味したりするなど、表現活動と関連を図った活用を進めることも大切である。 

  「改訂版東京ミニマム」では、「語句」についての段階的な指導において、「第３学年及び第４

学年では、辞書の使い方を学習するのに合わせて、語句の意味や使い方を調べることができる

ように」と示されており、小学校段階で身に付けた「語句」についての知識・理解、技能を基本に

して、中学校段階では複数の語句を関連付けた語いを豊かにしていくことが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「語句」についての段階的な指導 Ｐ. 26参照 

 

  ６ (1)(2) 登場人物の心情や場面についての描写を的確に読み取ることができる。【読む能力】 

【問題の概要】 

次の文章を読んで答えましょう。 

文章は、八束澄子「海で見つけたこと」より抜粋（資料編「児童・生徒の学力向上を図るための調査」問題 参照）

 (1)  アジやヒラメの稚魚が群れで泳いどって、海の幼稚園みたいだし、だれが号令をかける
   わけでもないのに、魚たちがパッといっせいに方向をかえる瞬間があってな、そんとき 
   ゃあ、ウロコがまるで宝石みたいにキラキラ銀色に光って、そりゃあ夢みたいだわ。とあ
   りますが、この表現について述べたものとして最も適切なものは、次のうちどれですか。 

１ ばあちゃんの夢の中の世界を、育った地域の方言を用いて説明的に表現している。 

２ 海の中を、たとえや様子を表す言葉を用いて場面が目に浮かぶように表現している。 

３ 海の中の様子を、古い時代の書き言葉を用いてリズムよく正確に表現している。 

４ 夢のような海の中の世界を、魚たちの目を通してユーモラスに表現している。 

 (2)  わたしには孤独の意味がわからなくなる。とありますが、「わたし」が「孤独の意味がわ
   からなくなる。」と思ったわけとして最も適切なのは、次のうちどれですか。 

１ 友達の数が少ないことを孤独だと思っていたのに、ばあちゃんは友達が留さんだけでも

うれしそうだから。 

２ 友達との心の交流がないことを孤独だと思っていたのに、ばあちゃんは魚が相手でも喜

んでいるから。 

３ 一人きりでいることを孤独だと思っていたのに、ばあちゃんは広い海に一人でもとても

楽しそうだから。 

  ４ さみしい場所にいることを孤独だと思っていたのに、ばあちゃんは暗い海でもにぎやか

   だというから。 

【結果分析】 

(1) 

１ ２（正答） ３ ４ その他 無解答 

5.8％ 78.3％ 2.3％ 12.7％ 0.1％ 0.8％ 

６(1)は、文学的な文章を読んで、描かれている場面の表現を読み取ることができるかどうかを

みる問題で、正答率は78.3％である。傍線部では、海の中の様子を「海の幼稚園みたい」、ウロコ

の光る様子を「まるで宝石みたい」とたとえや「パッと」や「キラキラ」などの擬態語を用いたり

して視覚に訴えるなど感覚的な表現をしていることを読み取ることが求められている。 
誤答についてみると、選択肢４が12.7％と最も多い。この選択肢を選んだ生徒は、「ばあちゃん」
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の視点で海の様子が描写されていることを読み取ることができず、「魚たちの」視点と誤読したこ

とによるものと考えられる。また、5.8％と次いで多い選択肢１を選んだ生徒は、方言のみにとら

われて、「ばあちゃん」が実際に見たものなのか、夢の中での話なのかを区別できず、誤読したこ

とによるものと考えられる。 

(2) 

１ ２ ３（正答） ４ その他 無解答 

3.1％ 6.7％ 83.2％ 6.1％ 0.1％ 0.9％ 

６(2)は、文学的な文章を読んで、登場人物である「わたし」の言動の理由について読み取るこ

とができるかをみる問題で、正答率は 83.2％である。本問は、「孤独」という言葉に「わたし」は

どのような意味を込めているかを傍線部以外の叙述から読み解くことが求められている。 

誤答についてみると、選択肢２が6.7％と最も多い。この選択肢を選んだ生徒は、「わたし」が「友

達との心の交流」についてはまったく触れておらず、「一人きり」という人数にのみこだわってい

たことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 心情や場面についての描写に着目して、読み味わうよう指導を工夫する。 

結果分析から、情景描写を表現技法に着目して的確に理解したり、文脈上の言葉の意味を正確に

読み取ったりする指導を充実させる必要があることが分かる。指導に当たっては、叙述に従って正

確に読ませるために、繰り返し出てくる言葉（キーワード）に着目し、その前後の文脈から作品に

おけるその言葉の意味を理解させなければならない。このような指導を踏まえた上で、文章中の描

写から情景を想像し、自分の解釈を加えてその情景を再構成する学習を通して登場人物の心情を理

解させることが大切である。また、情景描写の多い文学作品を意図的に取り上げて、優れた描写を

読み味わわせるとともに、表現の仕方や文章の特徴に注意しながら読んだり、書き手の工夫や表現

の効果を考えたりする指導の工夫が大切である。例えば、情景描写を精読して場面を細部にわたっ

て想像し、発表する学習が考えられる。想像したことを生徒同士が比べ合い、叙述を根拠に話し合

うことによって、より注意深く文章を読むことができる。 

さらに中学校段階では、比喩や反復などの文学的な文章によく見られる表現技法とその効果を指

導することによって、描写を的確に読み取る力を高めることが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「大体の意味をとらえる力」を育てる段階的な指導 Ｐ. 21参照 

 

 

６ (3) 登場人物の心情や場面についての描写を的確に読み取ることができる。【読む能力】 

【問題の概要】 

次の文章を読んで答えましょう。 

文章は、八束澄子「海で見つけたこと」より抜粋（資料編「児童・生徒の学力向上を図るための調査」問題 参照）

(3) ときどき自分がきらいになるわたしは、そういいきるばあちゃんがまぶしくて、目をそらせ

 た。とありますが、「目をそらせた」ときの「わたし」の気持ちに最も近いのは、次のうちで

 はどれですか。 

   １  まっすぐ見られないほどばあちゃんが大きな存在に思え、自分の小ささを感じている。
   ２ ばあちゃんがまるで自分を見下して説教しているように思え、怒りを感じている。 
  ３  眠いのに明かりをこうこうとつけて話すばあちゃんを、まぶしくて迷惑に思っている。
   ４ 自分とは比べられないほどばあちゃんをとても偉く感じ、見習いたいと思っている。 
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【結果分析】 

(3) 

１（正答） ２ ３ ４ その他 無解答 

76.5％ 1.1％ 1.1％ 20.3％ 0.1％ 0.9％ 

６(3)は、文学的な文章を読んで、登場人物である「わたし」の心情について読み取ることがで

きるかどうかをみる問題で、正答率は 76.5％である。本問は、「ばあちゃん」に対する「わたし」

の気持ちを傍線部の叙述と文章展開から読み取ることが求められている。誤答についてみると、選

択肢４が20.3％と最も多い。この選択肢を選んだ生徒は、選択肢の前半部の「自分とは比べられな

いほどばあちゃんをとても偉く感じ」のみにとらわれ、「目をそらせた」という行為の意味を読み

解くことができなかったことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 心情や場面についての描写に着目して､読み味わうよう指導を工夫する。 

結果分析から、場面の展開、登場人物の心情や行動などに注意して読み進める指導を行っていく

必要があることが分かる。例えば、登場人物の行動や心情が表われている言葉を手掛かりに文脈を

たどり、その様子や感想を話し合うことが考えられる。その際は、全文にわたった詳細な読解に偏

らないように留意しながらも、主題にかかわるような大切な場面においては、言葉と言葉のつなが

りや言葉同士の関係を押さえつつ、登場人物の心情や様子を想像し、討議する楽しさを味わわせる

ことが大切である。 

以上のような表現や叙述に即した読み取りをする際には、中学校段階において、文学的な文章の

主題について考え、文章全体の大体のあらましをとらえておくことが前提として求められる。 

  「改訂版東京ミニマム」では、「大体の意味をとらえる力」についての段階的な指導において、「第

５学年及び第６学年では、文学的な文章における人物の行動や心情の変化、説明的な文章にお

ける筆者の考えとその理由を文章全体からとらえさせるようにする。」と示されている。 

それらの小学校段階で身に付けた「大体の意味をとらえる力」を活用して中学校段階では文章全

体（話の筋と主要な登場人物の行動と心情の変化等）から、主題について考えることへと発展させ

ることが大切である。さらに、読み取りを容易にするために文学的な文章の特徴を知ることが大切

である。一例として、文学的な文章では、話の中心となる人物（主人公）が必ず一人または複数い

ること、なんらかの事件または中心となる人物にとって大きな出来事があること、その出来事を通

して中心となる人物に心情的なものも含めて変化があること、情景描写等も主題や中心となる人物

の心情を反映していることが多いこと等が挙げられる。このようなことが知識として定着している

と情景描写から、主人公等の心情の反映を探りながら読むことができるようになる。 

   

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「大体の意味をとらえる力」を育てる段階的な指導 Ｐ. 21参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－45－ 

７ (1)(2) 文章の構成や展開を正確にとらえ、内容を理解する。【読む能力】 

【問題の概要】 

次の文章を読んで答えましょう。 

文章は、只木良也「森林はなぜ必要か」より抜粋（資料編「児童・生徒の学力向上を図るための調査」問題 参照） 

(1) この文章の構成における第三段落と第四段落との関係を説明したものとして最も適切なのは

  次のうちではどれですか。 

１ 第三段で述べた内容に対して、第四段では別の視点から述べて説明している。 

２ 第三段で述べた内容に関して、第四段では具体的な方法を述べて説明している。 

３ 第三段で述べた内容を受けて、第四段ではその考え方などを短くまとめている。 

 ４ 第三段で述べた内容について、第四段ではその解決策を結論として示している。 

(2) （ ① ）に当てはまる言葉として最も適切なのは、次のうちではどれですか。 

     １ なぜなら   ２ つまり   ３ しかし   ４ また 

【結果分析】 

(1) 

１ ２（正答） ３ ４ その他 無解答 

9.4％ 61.2％ 17.8％ 10.3％ 0.1％ 1.2％ 

７(1)は、説明的な文章を読んで、段落相互の関係をとらえられるかどうかをみる問題で、正答

率は61.2％である。文章の構成や論旨の展開を正確にとらえるためには、意味段落や形式段落につ

いて理解することが求められる。誤答についてみると、選択肢３が17.8％と最も多い。この誤答の

要因としては、接続詞「たとえば」の働きを理解できず、具体例を述べているので考え方は当然同

じであるために、「まとめている」と読み取ってしまったことによるものと考えられる。次いで選

択肢４が 10.3％と多い。この誤答の要因としては、第三段落と第四段落との関係を考慮せず、第四

段落に「解決策」の具体例が記述されているために選択してしまったことによるものと考えられる。 

(2) 

１（正答） ２ ３ ４ その他 無解答 

60.7％ 15.7％ 6.9％ 15.6％ 0.1％ 0.9％ 

７(2)は、説明的な文章を読んで、文と文との関係が分かるかどうかをみる問題である。具体的

には、接続語（接続詞）の選択の問題で、正答率は60.7％である。説明的な文章における文章の構

成や論旨を正確にとらえるために、文と文との関係や段落と段落との関係の理解が不可欠である。

その際に、接続語（接続詞）や文末表現に着目して読み取ることが大切である。（ ① ）が含ま

れる文の文末表現は「････お手本にもなるからです。」である。この理由を表す助詞「から」に着

目し、これに対応する接続語（接続詞）を選択しなければならない。また、前の文の文末表現が「な

ければならないのです。」という点に着目し、筆者の主張・意見が前の文で述べられていることを

押さえておかなければならない。 

 誤答についてみると、選択肢２が 15.7％と最も多く、次いで選択肢４が 15.6％と多い。この誤

答の要因としては、（ ① ）が含まれる一文が長いため、文頭から文末までの文の構成を理解す

ることが困難であったことによるものと考えられる。 
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【授業改善のポイント】 段落の意味や役割を理解させ、全体構成をとらえる指導を工夫する。 

結果分析から、段落の関係について理解させる指導の必要があることが分かる。文章はそれぞれ

の主題や筆者の主張を読む者に伝えるために、いくつかの段落によって構成され、叙述が展開され

ている。よって、主題や主張を支える論理の道筋を明らかにすることによって、結果として文章の

内容理解につながっていく。指導に当たっては、「はじめ」「中」「おわり」といった展開の仕方、

考えの中心となる文や段落の置き方、意見と事実との書き分け方、意見や主張を分かりやすくする

ための例の用い方、順序を工夫した述べ方など、文章の実際に即して指導を行うことが求められる。  

また、このような文章を全体的にとらえる見方とともに、一文一文のつながり方を接続語や指示

語に着目させ、とらえさせていくことも大切である。その際に、複雑な文の修飾語を外し、主語と

述語だけの単純な文にして基本的な情報を確実に読み解く方法も考えられる。７（２）にかかわる

一文を、例として分解し考察してみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  「改訂版東京ミニマム」では、「文章のつくり」についての段階的な指導において、「第３学年及

び第４学年では、段落についての指導を重点的に行うことにより、一つの内容を表す文のまと

まりとしての段落を理解させるようにする。」と示されており、それを受けてさらに、「第５学

年及び第６学年では、文章はいくつかの段落が意味をもってつながってできていることを理解

することができるようになる。」と示されている。 

これらの小学校段階で身に付けた「文章のつくり」についての知識の理解を踏まえた上で、中学

校段階では、文章によって様々な段落のつながりや文章の構成の仕方があることを、具体的には、

主張、根拠、例などの文章の形式について指導することが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「文章のつくり」についての段階的な指導 Ｐ. 25参照 

 

 

 （ ① ）、「保存」されている自然は、そこの自然の成立ちや仕組みを教えてくれ、これ

はいま行っている土地利用に役立つだけでなく、その土地利用に失敗したときの自然回復の

お手本にもなるからです。 

 

１ 主語・述語や目的語等を確認する。 

  （（ ① ）、「保存」されている）自然は、（そこの自然の）成立ちや仕組みを教えてく

 れ、（これはいま行っている土地利用に役立つだけでなく、）（その土地利用に失敗したと

 きの自然回復の）お手本にもなるからです。 
 

２ １で確認した部分だけにする。 

  自然は、成り立ちや仕組みを教えてくれ、お手本にもなる。 
 

３ ２の文の理解に必要だと思われる修飾語を加える。 

  「保存」されている自然は、自然の成り立ちや仕組みを教えてくれ、自然回復のお手 
 本にもなるからです。 
 
４ ３にすることによって、理解が難しい点が挙げやすくなる。 

  ・文末に「から」があることで、一文全体が「何か」の「理由」となっていること。 
  ・指示語である「これ」の指し示す内容。 



－47－ 

８ (1) 書いた文章を読み返し、表現や語句の用法、叙述などを確かめて、読みやすく分かりやす

い文章にする。【書く能力】 

【問題の概要】 

  次の文章は、作文の下書きです。 

 〔作文の下書き〕 

  Ⅰ 夏になるとミンミンゼミの声が多く聞かれますが、二十五年ほど前は、ニイニイゼミの方が多かったの  
   だそうです。 

         Ⅱ このように変化してしまったのは、東京の地面がコンクリートやアスファルトにおおわれ、昔に比べて  
      かんそうしているためです。[ Ａ ] ニイニイゼミの幼虫は、地中に十分な水分がないと育ちません。   
      [ Ｂ ] だから、ミンミンゼミが多くなったのです。[ Ｃ ]また、コンクリートは熱をためるだけでは  
      なく、反射するので気温を上げる原因の一つともなります。実際に東京では過去百年の間に平均気温が約 
      ３度上がったそうです。暑い地域にいる伝染病などを運ぶ虫が東京でも見られるようになるかもしれませ 
      ん。[ Ｄ ]このまま平均気温が上がっていくと、東京の生態系がまるで変わってしまいます。 

  Ⅲ （省略） 

  Ⅱ段落に、次の   の中の一文を加えるとしたら、〔 Ａ 〕から〔 Ｄ 〕のうち、どこに入れる 

 のがよいですか。次のうちから最も適切なものを選びなさい。 

   一方、ミンミンゼミは、比かく的かんそうに強いと言われています。 

            １ Ａ    ２ Ｂ    ３ Ｃ    ４ Ｄ 

【結果分析】 

１ ２（正答） ３ ４ その他 無解答 

5.0％ 83.5％ 4.5％ 1.8％ 4.3％ 0.9％ 

  ８(1)は、文や文章を整えて、読みやすく分かりやすい文章にすることができるかどうかをみる

問題で、正答率は83.5％である。文の長さ、文や段落の要点・接続の関係、全体と部分の関係など

に着目して推敲することが求められており、事実や事柄、意見などを読み分け、論の展開や思いや

気持ちの移り変わりを理解することが大切である。この問題では、接続語「一方」がどのような事

柄に対しての「一方」であるかを理解することが大切である。また、「セミの変化は、東京の地面

がかんそうしたため」→「ニイニイゼミはかんそうに弱い」→「ミンミンゼミが多くなった（結果）」

のように、結果に対する原因が欠落していることに気付くことも大切である。 
 誤答についてみると、選択肢１が5.0％と最も多い。この誤答の要因としては、「昔に比べてかん

そうしているためです。」→「ミンミンゼミは、比かく的かんそうに強いと言われています。」と、

「一方」という接続語を考慮せず判断してしまったことによるものと考えられる。 
 
 
【授業改善のポイント】 推敲指導を書くことの学習に位置付けて、習慣化させるよう指導を工夫する。 
結果分析から、自分の書いた文章を、例えば、文法的に誤りがないか等、客観的に見直し、伝え

ようとする事実や事柄、意見などが十分に書き表され、想定する読者に理解されるかどうかという

観点で推敲させる必要があることが分かる。相手の立場に立って、伝えようとする内容が正しく伝

わるかどうかを確認することが大切である。指導に当たっては、書き表された文章を十分に検討す

ることで、書き手の願いや思いを一層、明確にしていくことにもなるので、平素から書くことの学

習に推敲する活動を位置付けて習慣化を図っていくことが求められる。なお、書くことの指導を充

実させるためには、生徒の書くことに対する興味・関心や必要感を生かしながら、基礎的・基本的
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な表現力を身に付けさせることが大切である。例えば、①目的意識や相手意識をもたせることがで

きる題材を設定する、②事実と自分の意見や感想を明確に分けて書く学習活動を重視するなどが挙

げられる。そのためには、日常的な情報収集や話合い活動などを通して自分の意見や感想をもち、

書くことに生かすようにする。また、身近な生活や社会での出来事に着目し、関心をもったことや

気付いたことについてメモを取る習慣を身に付けさせることも有効である。さらに、生徒が書いた

ものに対して自信や成就感をもつことができるように評価を工夫したり、継続的に書くことの指導

を繰り返し行ったりすることも大切である。 
  「改訂版東京ミニマム」では、「文章を見直す力」を踏まえ、「第３学年及び第４学年では、伝

えたい事柄が書けているかを見直し、間違いを正すことができるようにする。」と示されてお

り、それを受けてさらに、第５学年以上では、「伝えたい事柄が書けているか確かめ、文章の

組立を改めることができる。」と示されている。 

それらの小学校段階で身に付けた「文章を見直す力」を育てる段階的な指導を受けて、中学校段

階では、「読み手」という相手意識を明確にし、様々な「読み手」を設定して読みやすく分かりや

すい文章になるように推敲していく学習をすることが大切である。その際に、読み手の立場から文

章を客観的に評価する態度を育てるために、表現の効果などについて確かめさせたり、相互評価を

積極的に行わせたりするような学習も考えられる。 
《改訂版東京ミニマムとの関連》 「文章を見直す力」を育てる段階的な指導 Ｐ. 19参照 

 

８ (2) 書いた文章を読み返し、表現や語句の用法、叙述などを確かめて、読みやすく分かりやす

い文章にする。【書く能力】 

【問題の概要】 

次の文章は、作文の下書きです。 

〔作文の下書き〕 

Ⅰ Ⅱ （省略） 

   Ⅲ わたしたちは、生活の便利さを追い求めて、コンクリートなどで地面をおおいつくし、（ ① ）エア 

       コンや自動車などを利用し、（ ② ）大量の熱を大気中に放出してしまっているので、（ ③ ）緑を 

       増やすことやエアコンや自動車の使用を減らすことで、（ ④ ）わたしたち一人一人が自分たちの生 

       活を見直していくことが大切だと思います。 

Ⅲ段落を、「現状の説明」「解決の手だて」「主張」の三つの内容に分けて、書き直します。（①）か
ら（④）のうち、どこで分けるとよいですか。 

１ ①と④    ２ ②と③    ３ ②と④    ４ ③と④ 

 

【結果分析】 

１ ２ ３ ４（正答） その他 無解答 

9.1％ 19.1％ 22.8％ 47.0％ 0.3％ 1.6％ 

８(2)は、文や文章を整えて、読みやすく分かりやすい文章にすることができるかどうかをみる

問題で、正答率は47.0％である。この問題に、正確に解答するためには、文の長さ、文や段落の要

点・接続の関係、全体と部分の関係などに着目して推敲する力が求められる。 

誤答についてみると、選択肢３が 22.8％と最も多い。この誤答の要因としては、「現状の説明」

の内容を読み取ることができず、また文相互の接続関係を十分理解しておらず、文字量にとらわれ
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たことによるものと考えられる。次いで選択肢２が、19.1％と多い。この誤答の要因としては、「現

状の説明」及び「解決の手だて」の内容を読み取ることができなかったことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 文と文の関係に着目しながら、推敲させる指導を工夫する。 

結果分析から、自分の書いた文章を見直すことによって、伝えようとする事実や事柄、意見など

が十分に書き表されているかどうかを確認させる必要があることが分かる。その際に、相手の立場

に立って見直すことが大切である。 
指導に当たっては、自分の伝えたいことを言葉にして明確にさせ、それを相手に正確に伝えるた

めには、どのように文を組み立てていくかを検討させなければならない。 

具体的には、伝えたい事柄を要約して書き表し、それを表現するために語句は正しく選択されて

いるか、一文一文に伝えたい事柄が的確に表現されているか、その一文一文が接続語等をもって論

理的に結ばれているか、相手の理解の程度にふさわしい表現や語句を選択しているかなどを視点と

して推敲させる。また、自己評価だけではなく相互評価を行う場面を設定し、指導することも大切

である。 

 

 

９ (1) 相手の反応を踏まえながら、自分の考えや気持ちを進んで伝えようとする。【話す･聞く能力】 

【問題の概要】 

 田中さんは、「わたしの行きたい都道府県」という題でスピーチを行った。これを読んで後の問

に答えなさい。 

田中さんのスピーチ（資料編「児童・生徒の学力向上を図るための調査」問題 参照  

 田中さんのスピーチには、ある工夫が見られます。その工夫としてふさわしいものを次から一

つ選びなさい。 
  １ わざとくだけたような話し方をして、聞き手をよい気持ちにさせているところ。 
  ２ 話しかける言い方をして、聞き手が自然に引きつけられるようにしているところ。 
  ３ すべての見所を細かく説明し、聞き手が考えなくていいようにしているところ。 
  ４ 行きたい理由をたくさんあげて、聞き手が反対できないようにしているところ。 

 

【結果分析】 

１ ２（正答） ３ ４ その他 無解答 

3.4％ 81.6％ 10.5％ 3.7％ 0.0％ 0.8％ 

  ９(1)は、スピーチにおける工夫を理解することができるかどうかをみる問題で、正答率は81.6％

である。「みなさんはスキーをしたことがありますか。」や「ちょっと想像してみてください。」な

どの聴衆に対する質問や呼びかけの効果を理解し、生活場面において適切に使うことが求められて

いる。 

  誤答についてみると、選択肢３が10.5％と最も多い。この誤答の要因としては、ていねいな説明

を「すべての見所を細かく説明し」ととらえてしまったことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 スピーチ等の場面において相手を引き付けることができるよう指導を工夫 

する。 

結果分析から、相手に応じたスピーチの工夫ができるように、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指導を充実させる必要があることが分かる。

自分の意見や主張を分かりやすく相手に伝えるために、意見や主張を支える部分をどのように組み
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立てるか、また、相手に応じたどのような事実や具体例を用いるかを検討させることが大切である。 

スピーチの指導に当たっては、小学校で学習した内容や日常生活で経験した内容を、振り返らせ、

整理した上で、様々なテーマで、様々な相手を想定して、スピーチをする経験を積ませることが求

められる。そのためには、国語科の授業だけでなく、計画的に、総合的な学習の時間や学級活動等

において、スピーチの場面を設定するなど、指導の工夫が必要である。 

  また、相手の反応を踏まえながら話すこととは、相手のうなずきや表情等の反応から、相手の理

解の状況をとらえ、それに応じて、話す速度や音量、言葉の調子や間の取り方、相手に分かりやす

い語句の選択、相手や場に応じた言葉遣いなど変化させていくことである。したがって、下を向い

たままで、原稿だけを見てスピーチすることは避けるようにしなければならない。 

     

９ (2) 話し手の意図を考えながら、話の内容を聞き取ることができる。【話す･聞く能力】 

【問題の概要】 
 

 「わたしの行きたい都道府県」のスピーチを聞く時にメモを取ることにします。どのようにメ

モを取ればよいですか。   
  次のうちから最も適切なものを選びなさい。 
  １ 発表者が述べた理由の欠点を考えながらメモを取る。 
  ２ 発表者があげていない見所について考えてメモを取る。 
  ３ 発表者が行きたい所を選んだ理由を整理してメモを取る。 
  ４ 発表者が話した言葉を一語ももらさないようにメモを取る。 
 

【結果分析】 

１ ２ ３（正答） ４ その他 無解答 

7.0％ 3.0％ 86.6％ 2.5％ 0.0％ 0.9％ 

９(2)は、目的に応じ、必要な事柄を的確にメモを取ることが求められている際の態度について

理解しているかどうかをみる問題で、正答率は86.6％である。 

誤答についてみると、選択肢１が 7.0％と最も多い。この誤答の要因としては、ディベート等の

討論におけるメモと混同してとらえてしまったことによるものと考えられる。このメモは、「わた

しの行きたい都道府県」という題で行った田中さんのスピーチを正確に聞き取るためのものである。

ディベート等の討論のためのメモとは異なることが理解されていなければならない。 
また、実際のスピーチにおいては、話し言葉の特徴として、「ええ」や「そのう」等の間投詞や、

言い直し、咳払いなど、情報としては必要性が薄かったりなかったりする言葉が多く含まれる。そ

れらの言葉をメモとして残すかどうかはスピーチの題や内容、メモの利用目的によって異なるが、

選択肢４「一語ももらさないようにメモを取る」ことは、記録として残すことから考えると特殊な

状況と言える。 
 

【授業改善のポイント】 話すこと・聞くこと、書くことを一体的にとらえた指導を工夫する。 

結果分析から、日常生活で話したり聞いたりする機会において、話すこと・聞くこと、書くこと

とを一体的にとらえた指導を充実させる必要があることが分かる。指導に当たっては、相手や場に

応じて、語句の使い方や文の整え方、話の展開の仕方、話す速度や音量、言葉の調子や間のとり方

などを工夫し、さらに、相手の反応を踏まえて話をさせることが求められる。また、聞くことにつ

いても、話の中心となる話題や要点、話し手の考えや気持ち、立場などをとらえ、話し手の意図を
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考えながら話の内容を的確に聞き取らせることが求められる。 

日常の言語生活を豊かに営むために、国語科での学習はもとより他教科の学習においても、話す

内容や話し方を意識させるとともに、一つ一つの語句に気を配り、語いを豊かにし、正確かつ適切

に使うことができるように言語感覚を磨いていくことが大切である。具体的には、学校生活の中で、

様々な場面で話合いをしたりスピーチしたりする活動をなるべく多く体験させることである。その

際に、音声言語による活動を豊かにするために目的に応じた的確なメモを取る技術を身に付けさせ

ることが大切である。例えば、教師の話や各委員会からの伝達内容等をメモに取ったり、各教科で

は、板書された事柄を正確に早くノートやメモに取ったりすることはもちろんのこと、自分の意見

や想像したことまでも、事実を中心としたメモとは明確に区別しながらノートやメモに取ることを

指導する必要がある。 

また、聞いたことを様々な形で活用していく学習が大切である。例えば、聞いたことをメモに取

り他人に伝える、日記に書く、新聞記事を書く、説明的文章にする等の言語活動である。その際に、

ただ単に聞くという態度では書く活動にはつながらず、目的をもって、聞く（尋ねる）ことが大切

である。 
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国語（中学校第１学年対象）の出題内容と「授業改善のポイント」「改訂版東京ミニマムとの関連」 

   

問
題
番
号 

通
し
番
号 

学習指導要

領の内容 
出題のねらい 授業改善のポイント 

東京ミニマム(改訂版)

との関連 

１（１） １ 1年 
言語(2) ア 

文脈に即して漢字を正しく読む。 

１（２） ２ 1年 
言語(2) ア 

文脈に即して漢字を正しく読む。 

１（３） ３ 1年 
言語(2) 

ア 

文脈に即して漢字を正しく読む。 

１（４） ４ 1年 
言語(2) 

ア 

文脈に即して漢字を正しく読む。 

 

 

 

(1) 日常の生活を想定した言

語活動を設定し、使用する語

いを増やす指導を工夫する。 

(2) 「一つの漢字から、多くの

熟語を調べ、読むことができ

る」よう指導を工夫する。 

 

 

Ｐ.２７参照 

「文字」についての段階的

な指導 

２（１） ５ 1年 
言語(2) 

イ 

文脈に即して漢字を正しく書く。 

２（２） ６  １年 
言語(2) 

イ 

文脈に即して漢字を正しく書く。 

２（３） ７ 1年 
言語(2) 

イ 

文脈に即して漢字を正しく書く。 

２（４） ８ 1年 
言語(2) 

イ 

文脈に即して漢字を正しく書く。 

(1) 漢字の字形や漢字の構成

部分など、書き誤りやすい漢

字の習得について指導を工

夫する。 

(2) 日常の言語生活の中で、実

際に漢字を書かせる指導を

工夫する。 

 

３（１） ９ 1年 
言語(1) 

オ 

単語の類別を理解し、主語と述語との関

係に注意する。 

３（２） 10 1年 
言語(1) 

オ 

単語の類別を理解し、主語と述語との関

係に注意する。 

３（３） 11 1年 
言語(1) 

オ 

単語の類別を理解し、主語と述語との関

係に注意する。 

４（１） 12 1年 
言語(1) 

オ 

単語の類別を理解し、修飾と被修飾の関

係に注意する。 

４（２） 13 
 

1年 

言語(1) 

オ 

単語の類別を理解し、修飾と被修飾の関

係に注意する。 

４（３） 14 
 

1年 

言語(1) 

オ 

単語の類別を理解し、修飾と被修飾の関

係に注意する。 

主となる文の構成要素の関係

について指導の充実を図る。 

Ｐ.２４参照 

「文のつくり」についての

段階的な指導 
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５（１） 15 1年 
言語(1) 

イ 

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。 

５（２） 16 1年 
言語(1) 

イ 

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。 

それぞれ漢字の意味から熟語

の意味を類推できるよう指導

を工夫する。 

Ｐ.２６参照 

「語句」についての段階的

な指導 

６（１） 17 1年 
Ｃ 読 

ウ 

登場人物の心情や場面についての描写

を的確に読み取ることができる。 

６（２） 18 1年 
Ｃ 読 

ウ 

登場人物の心情や場面についての描写

を的確に読み取ることができる。 

６（３） 19 1年 
Ｃ 読 

ウ 

登場人物の心情や場面についての描写

を的確に読み取ることができる。 

心情や場面についての描写に
着目して、読み味わうよう指導
を工夫する。 

Ｐ.２１からＰ.２２参照 
「大体の意味をとらえる
力」を育てる段階的な指導
「文章を読み、考える力」
を育てる段階的な指導 

７（１） 20 1年 
Ｃ 読 

イ 

文章の構成や展開を正確にとらえ、内容

を理解する。 

７（２） 21 1年 
Ｃ 読 

イ 

文章の構成や展開を正確にとらえ、内容

を理解する。 

段落の意味や役割を理解させ、

全体構成をとらえる指導を工

夫する。 

Ｐ.１８参照 
「文章を組み立てる力」を
育てる段階的な指導 
Ｐ.２５参照 
「文章のつくり」について
の段階的な指導 

８（１） 22 1年 
Ｂ 書 

オ 

書いた文章を読み返し、表現や語句の用

法、叙述などを確かめて、読みやすく分

かりやすい文章にする。 

推敲指導を書くことの学習に

位置付けて、習慣化させるよう

指導を工夫する。 

Ｐ.１９参照 

「文章を見直す力」を育て

る段階的な指導 

８（２） 23 1年 
Ｂ 書 

オ 

書いた文章を読み返し、表現や語句の用

法、叙述などを確かめて、読みやすく分

かりやすい文章にする。 

文と文の関係に着目しながら、

推敲させる指導を工夫する。 
 

９（１） 24 1年 
Ａ話・聞 

ウ 

相手の反応を踏まえながら、自分の考え

や気持ちを進んで伝えようとする。 
スピーチ等の場面において相
手を引き付けることができる
よう指導を工夫する。 

９（２） 25 1年 
Ａ話・聞 

イ 

話し手の意図を考えながら、話の内容を

聞き取ることができる。 

話すこと・聞くこと、書くこと

を一体的にとらえた指導を工

夫する。 
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算数（小学校第４学年対象）の出題内容と「授業改善のポイント」「改訂版東京ミニマムとの関連」 

 

問
題
番
号 

通
し
番
号 

学習指導要領の内容 出題のねらい 授業改善のポイント 
東京ミニマム(改訂版)

との関連 

１（1） 1 ３年A（２） 
イ 

３位数＋３位数で繰り上がり２回の

加法の計算ができる。 

繰り上がりのあるたし算

を確実に身に付けさせる

ために、１０の合成・分

解を繰り返し行い、数の

いろいろな見方を育てる

段階的な指導を行う。 

Ｐ. 63 

「数のいろいろな見方」

を育てる段階的な指導 

１（2） 2 
 

３年A（２） 
イ 

３位数－３位数で、繰り下がり２回の

減法の計算ができる。 

１（3） 3 ３年A（２） 
イ 

３位数（十の位が空位）－３位数で、

繰り下がり２回の減法の計算ができ

る。 

繰り下がりのあるひき算

で「減加法」と「減減法」

を確実に身に付けさせる

とともに、たし算での「確

かめ算」を行う習慣を付

けさせる。 

Ｐ. 63 

「数のいろいろな見方」

を育てる段階的な指導 

Ｐ. 65 

「繰り下がりのあるひ

き算」の段階的な指導 

１（4） 4 ３年A（３） 
イ 

２位数(一の位が空位)×２位数(一の

位が空位)の乗法の計算ができる。 筆算の計算の意味を理

解させるとともに、結果

の見積りを行う指導の

工夫を図る。 

Ｐ. 64 

「計算の見積り」を育て

る段階的な指導 

Ｐ. 66 

「かけ算」の段階的な指

導 

１（5） 5 ４年A（３） 
イ 

３位数(一の位が空位)÷２位数(一の

位が空位)で商が１位数、余りのある

除法の計算ができる。 

１（6) 6 ４年A（３） 
イ 

３位数÷１位数で商が３位数(十の位

が空位)の除法の計算ができる。 

１（7) 7 ４年A（３） 
イ 

３位数÷２位数で商が２位数、余りの

ある除法の計算ができる。 

計算の処理を確実に行

うとともに、結果を振り

返る指導の工夫を図る。 

Ｐ. 64 

「計算の見積り」を育て

る段階的な指導 

１（8)  8 4年A（５） 
イ 10

1
の位までの小数の減法の計算がで

きる。 

小数の意味を理解する

とともに、整数の計算の

仕方に帰着し、小数の計

算の仕方を考える指導

の充実を図る。 

Ｐ. 63 

「数のいろいろな見方」

を育てる段階的な指導 

Ｐ. 64 

「計算の見積り」を育て

る段階的な指導 

２（1) 9 ３年A（５） 
ア 

小数の仕組み(加法的な構成)が分か

る。 

２（2) 10 ３年A（５） 
ア 

小数の仕組み(数の相対的な大きさ)

が分かる。 

２（3） 11 ３年A（５） 
ア 

小数の大きさが分かる。 

第１学年から、数を多面

的にみる学習活動を充

実する。 

Ｐ. 63 

「数のいろいろな見方」

を育てる段階的な指導 
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３ 12 ３年A（３） 
ア 

２位数×１位数の例を基にして、乗
数､被乗数を近似することで３位数×
１位数の計算で、積の概算を行い、積
の見積りができる。 

計画的に見積りを取り

入れ、計算の前に見積り

を行うことの有用性を

味わえる指導を行う。 

Ｐ. 64 

「計算の見積り」を育て

る段階的な指導 

Ｐ. 66 

「かけ算」の段階的な指

導 

４ 13 ３年A（３） 
ウ 

計算の工夫のよさが分かる。 10 の倍数を活用するよ

さを味わわせる指導の

工夫を行う。 

 

 

 

５ 
  

14 
 

３年A（４） 
ア 

整数の除法の意味が分かる。 問題場面を把握し、筋道

を立てて考え、立式する

指導の工夫を図る。 

Ｐ. 78 

「式の意味のよみ」の段

階的な指導 

６（1） 
 

15 
 

３年A（４） 
イ 

整数の除法の意味が分かる。 

６（2） 16 ３年Ａ（１） 
ウ 

整数の除法の計算ができる。 

基にする量と比べられ

る量の関係を把握する

指導の工夫を図る。 

Ｐ. 78 

「式の意味のよみ」の段

階的な指導 

７（1） 17 ３年B（３） 
 

時刻を求めることができる。 

７（2） 18 ３年B（３） 経過時間を求めることができる。 

具体物を用いて操作し

ながら学ぶ活動を行い、

頭の中でも操作がイメ

ージできるようにする

指導を図る。 

 

８ 19 ２年B（１） 
 

およそ１ｍの長さのものが分かる。 

基準となる長さを意識

した活動の工夫を図る。 

Ｐ. 71 

「量の大きさについて

の見当付け」の段階的な

指導 

９（1） 20 ３年C（１） 
イ 

直角が弁別できる。 

９（2） 21 ３年C（１） 
イ 

直角より大きい角が弁別できる。 

９（3） 22 ３年C（１） 
イ 

直角より小さい角が弁別できる。 

図形を提示する際、様々

な位置に提示する。 
 

10 23 ３年C（１） 
イ 

角を作図することができる。 

角の大きさの見通しを

もって、作図する活動を

取り入れる。 

Ｐ. 71 

「量の大きさについて

の見当付け」の段階的な

指導 

Ｐ. 75 

「作図」の段階的な指導

11（1） 24 ２年C（１） 
イ 

長方形の向かい合う辺の長さが等し

いことを理解している。 

11（2） 25 ２年C（１） 
イ 

長方形の周と一辺の長さの関係を理

解している。 

図形の構成要素に着目

した指導の充実を図る。 

Ｐ. 75 

「作図」の段階的な指導

12(1) 26 ３年Ｄ（３） 
ア 

棒グラフから総数を求めることがで

きる。 

12(2) 27 ３年Ｄ（３） 
ア 

棒グラフの項目間の関係を求めるこ

とができる。 

12(3) 28 ３年Ｄ（３） 
ア 

棒グラフの項目間の関係を求めるこ

とができる。 

グラフから特徴を読み

取ったり、グラフを活用

して要素間の関係性を

調べたりする指導の工

夫を図る。 

Ｐ. 77 

「変化の様子への着目」

の段階的な指導 
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600 ÷  30 ＝ 20 

 

60 ÷   3 ＝ 20 

 

6 ÷ 0.3 ＝ 20 

×10 ×10 同じ

×10 ×10 同じ

(4) 数学（中学校第１学年対象） 

 

１ (1) 位をそろえて小数の加法ができる。【数量や図形についての表現・処理】 

【問題】 

  １２＋５.７  
【結果分析】 

 17.7(正答) 6.9 69 その他 無解答 
81.3％ 12.7％ 0.2％ 4.7％ 1.0％ 

１(1)は、位をそろえて小数の加法ができるかどうかをみる問題である。正答率は、81.3％であ

る。誤答の中で最も反応率が高いのは「6.9」で、12.7％である。この誤答の要因としては、小数の

加法及び減法における位取りについての理解が十分ではなく、２つの数を右端にそろえ、小数点の

位置を意識せずに計算したことによるものと考えられる。また、小学校第４学年対象「平成 20 年度

調査問題」の「7.5－６」の誤答についても、同様の傾向がある。 

【授業改善のポイント】 整数から小数への拡張の過程で、位をそろえる指導の充実を図る。 

小数の加法・減法では、小数の仕組みを基にすると整数と同

様に計算することができることを理解させる。その際に位をそ

ろえて計算することについて十分な意識をもって、一の位の位

置をそろえて計算させることが重要である。そのためには、右

のように 12 を「12.0」と表記することで、生徒に小数点の位置をより意識させる。併せて小数の計

算では、小数点をそろえることによって、整数部分同士、小数部分同士で計算できるよさに気付か

せることも重要である。 

 

１ (2) 整数と小数の除法ができる。【数量や図形についての表現・処理】 

【問題】 

 ６÷０.３  
【結果分析】 

20(正答) 2 0.2 1.8 18 200 その他 無解答 
76.2％ 8.2％ 6.5％ 0.2％ 0.2％ 0.1％ 5.7％ 3.0％ 

１(2)は、整数と小数の除法ができるかどうかをみる問題である。正答率は 76.2％である。誤答

の中で最も反応率が高いのは「2」で、8.2％である。この誤答の要因としては、除法の筆算を行う

際に、除数 0.3 の小数点の位置は右へ一つずらし 10 倍したが、被除数６は 10 倍せず、６÷３を計

算したことによるものと考えられる。「平成 20 年度調査」では小数と整数の乗法について調査し、１

(2)「5.9×８」の正答率は 85.8％であった。整数と小数の除法では、小数点の処理についての学習

を充実させることで、計算結果が適切かどうかを確かめる習慣を身に付けさせる必要がある。 

【授業改善のポイント】 小数の意味を理解させるとともに、整数の計算の仕方を基にして小数の計

算の仕方を考えさせる指導の充実を図る。 

「平成 19 年度調査 報告書」では、小数の意味を理解すると

ともに整数の計算に帰着して小数の計算を考える指導の充実を図

ることを示した。機械的に計算の方法を教えるのではなく、右の

ように、除法における被除数と除数をそれぞれ 10 倍しても商は同

じであることを生徒に実感させた上で、除法の筆算の方法を振り

返らせることが大切である。 

さらに、自分の計算結果が正しいかどうかを確かめる態度を身に付けさせることが大切である。 

そのためには、整数と小数の乗法・除法の結果をおよその数で見積もらせ、結果の見通しをもたせ 

１２      １２.０ 

＋ ５.７    ＋  ５.７ 

  ６.９      １７.７ 
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ることが重要である。例えば、６÷３の結果が２であることを基にして、３よりも小さい数で割る

ことから商は２よりも大きくなるという感覚を身に付けさせ、0.2 や２という答が間違いであると 

判断ができるようにすることが大切である。そのためには、計算をおよその数で見積もり、正しい 

かどうかを確かめる態度を身に付けさせることが必要である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「計算の見積り」を育てる段階的な指導  Ｐ.６４参照 

 

 

 １ (3) 分数と小数の乗法ができる。【数量や図形についての表現・処理】 

【問題】 

  
4
3
×0.5  

【結果分析】 

8

3
(正答) 

4

1.5  
4

15  40

15
など約分し

ていないもの 
2

3
 24 その他 無解答 

50.8％ 9.3％ 4.5％ 3.6％ 3.2％ 0.4％ 16.9％ 11.2％ 

１(3)は、分数と小数の乗法ができるかどうかをみる問題である。正答率は 50.8％である。誤答 

の中で最も反応率が高いのは「
4

1.5
」で、9.3％である。この誤答の要因としては、分数と小数の混 

じった計算であっても、３×0.5＝1.5 は容易に計算できることから、分数または小数に統一せずに 

4
503 .×
＝

4
51.
と計算したことによるものと考えられる。また、生徒が 0.5＝

2
1
と分数に変換する必 

要性を感じなかったことも考えられる。 

【授業改善のポイント】 小数と分数の意味を振り返らせ、理解を定着させる指導の充実を図る。 

分数で答を表す際には一般的に分母も分子も整数で表すことになっているが、本問で
4
51.
の反 

応率が高いことから、分母も分子も整数で表すことを生徒が理解しているかどうかを指導する側 

が十分に確認しきれていないと考えられる。 

 「分数の意味や表し方」については、小学校第３学年の学習内容である。そこでは、小数の 0.1 

と分数の
10
1
などを、数直線を用いて関連付けて取り扱うことになっており、小数と分数の学習の後 

で、下の図のように小数の 0.1 と分数の
10
1
などを同一の数直線の上下に表し、大きさが同じ数であ 

ることを視覚的にも実感できるようにすることが大切である。 

 

 

 

 

 

そして、例えば 0.3 は 0.1 が３つ分、つまり
10
1
が３つ分なので

10
3
となると考えさせ、小数を様々

な分数で表している。
4
5.1
と答えた生徒には、「

4
1
が 1.5 個分である数を、別の表現で表すとどのよ

うになるかな。」と発問し、分母も分子も整数で表すことを確認する機会を設けたい。 

０ １0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

０ １10
1  

10
2  

10
3  

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8  

10
9  
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２ (1) あまりのある除法について理解している。【数量や図形についての知識・理解】 

【問題】 

  
【結果分析】 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 
15.0％ 6.2％ 74.8％ 2.5％ 0.2％ 1.3％ 

２(1)は、あまりのある除法について理解しているかどうかをみる問題である。正答率は 74.8％

である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、15.0％である。この誤答の要因としては、除

法の筆算を行う際に、被除数と除数それぞれを 100 でわり、27÷4 としたまま、あまりを３と求め

てしまったことによるものと考えられる。 

「平成 21 年度調査」の小学校第４学年を対象にして実施した「基礎的・基本的な事項に関する調

査」においても、「250÷30（あまりも求めましょう。）」という問題を出題した結果、正答率は 75.1％

であり、誤答「８あまり１」の反応率は、6.5％であった。本問は具体的な場面を与えて商やあまり

を考えるため、数量を実感しやすいと考えられるが、あまりを間違える誤答の割合は、小学校第４

学年とほぼ変わらないことが明らかになった。 

【授業改善のポイント】 除法の処理を確実に行わせ、計算の結果を振り返らせる指導の充実を図る。 

あまりのある除法を理解するためには、除数，商，あまりのもつ意味を振り返らせる指導を行う

とともに、(被除数)＝(除数)×(商)＋(あまり)の関係を正しく理解させる必要がある。 

本問のように具体的な場面から商とあまりを求める問題であれば、除数，商，あまりから被除数

を求めることを、問題

の場面に当てはめて、

数量を実感させること

で、商やあまりが正し

いかどうかを感覚的に

とらえさせ実感させる

ことができる。 

 

 

２ (2) 分数を含んだ正の数の大小について理解している。【数量や図形についての知識・理解】 

【問題】 

 

 

 

「2700ｇのお米を 400ｇずつ袋に入れます。何袋できて何ｇ残りますか。」という問題を解くた

めには、2700÷400 を計算すればよいことが分かっています。計算の答として正しいのはどれで

すか。次のア～エの中から１つ選び記号で答えなさい。 

ア 商６、あまり３ 

イ 商 600、あまり 300 

ウ 商６、あまり 300 

エ 商 600、あまり３ 

ア「商６、あまり３」とすると、 

  400ｇの袋が６袋できて３ｇ残るので、お米全体の重さは 

400×６＋３＝2400＋３＝2403 により、2403ｇ 

イ「商 600、あまり 300」とすると 

  400ｇの袋が 600 袋できて 300ｇ残るので、お米全体の重さは 

400×600＋300＝240000＋300＝240300 により、240300ｇ 

０ , ２ , 
3

2
 , １ , 0.9 の５つの数を、左から小さい順に並べたとき、 ア  ～  ウ  にあ

てはまる数を答えなさい。  
０ ， ア  ,  イ  ,  ウ  , ２ 
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【結果分析】 

3

2
,0.9,1 

(正答) 

0.9,1,
3

2
0.9,

3

2
,1 1,0.9,

3

2

3

2
,1,0.9 1,

3

2
,0.9 その他 無解答 

70.6％ 13.4％ 7.9％ 0.3％ 0.2％ 0.2％ 5.8％ 1.6％ 

２(2)は、正の数について数の大小について理解しているかどうかをみる問題である。正答率は、 

70.6％である。誤答の中で最も反応率が高いのは「0.9 , 1 , 
3

2
」で、13.4％である。この誤答の 

要因としては、
3

2
を小数に変換する際に、「分子÷分母」をするのではなく、計算しやすい「大き 

い方の数÷小さい方の数」をしてしまい、３÷２＝1.5 としたことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 分数について、１との関係を数直線とともに理解させる指導の充実を図る。 

 分数の分母と分子の意味を、数直線を用いて正しく理解させる指導を行う必要がある。 

例えば
3
2
であれば、下の図のように、０と１との間を１０等分した数直線と、０と１の間を３等 

分した数直線を縦に並べてかき、０と１の間を３等分した数直線には、０から順に
3
1
 , 

3
2
 ,…と 

数をあてはめることで、
3
2
は１より小さいことを視覚的にとらえさせることができる。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「分数」の段階的な指導  Ｐ.６７参照 

 

２ (3) 負の数を含む数の大小について理解している。【数量，図形などについての知識・理解】 

【問題】 

  

【結果分析】 

２(3)は、負の数を含む数の大小について理解しているかどうかをみる問題である。正答率は

84.9％である。誤答の中で最も反応率が高いのは「アが０であるもの」で、3.6％である。この誤答

の要因としては、小学校で学習した「最も小さい数は０である」という考えから抜け出せずに、負

の数は０より小さい数であることが理解できていないことによるものと考えられる。 

－2,－1.3, 

0,0.2,１ 

(正答) 

アが０で

あるもの

(※) 

－1.3,－2, 

0,0.2,１ 

(※)以外で－2 と

－1.3 の少なくと

も一方が０より 

右にあるもの 

－2,－1.3,

0,１,0.2 

－1.3,－2, 

0,１,0.2 
その他 無解答

84.9％ 3.6％ 3.0％ 1.1％ 0.5％ 0.1％ 5.2％ 1.7％ 

－1.3 , ０ ,－２, １, 0.2 の５つの数を、左から小さい順に並べたとき、  ア  ～  オ  に
あてはまる数を答えなさい。 
 ア ， イ ， ウ ， エ ， オ  

０ １0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8－0.1 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

3
1
 

3
2

3
4
 

０ 3
3
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【授業改善のポイント】 負の数の大きさについて、０との関係を数直線とともに理解させる指導の

充実を図る。 

  負の数においては、絶対値が大きいほど、その数は小さくなる。負の整数同士を比べる場合は、 

このことを正しく用いて大小を判断することができる。一方、小数や分数の混ざった数同士を比べ

る場合は、正しく判断できないことがある。それぞれの数が数直線のどの位置に対応しているのか

を、少なくとも小数第１位まで細かく調べさせる指導が重要である。 

 「改訂版東京ミニマム」68 ページの「正の数・負の数の理解」の段階的な指導に示しているよう

に、０を起点として、負の数を正の数と反対の方向に拡張して数直線をつくることを通して、正の

数、負の数、０の大小関係について指導することが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「正の数・負の数の理解」の段階的な指導  Ｐ.６８参照 

 

３ (1) 小数を分数で表すことができる。【数量や図形についての知識・理解】 

【問題】 

  
【結果分析】 

10
7
（正答） 

7
1
 ７ 

100
7
 

70
1
 その他 無解答 

84.3％ 2.1％ 1.5％ 0.4％ 0.1％ 5.7％ 5.9％ 

  ３(1)は、小数を分数で表すことができるかどうかをみる問題である。正答率は、84.3％である。 

誤答の中で最も反応率が高いのは「
7
1
」で、2.1％である。この誤答の要因としては、１÷７を計 

算したものによることと考えられる。 

【授業改善のポイント】 小数と分数の関係を振り返らせ、理解を定着させる指導の充実を図る。 

小数を分数へ変換するには、まず 0.1＝
10
1
 , 0.01＝

100
1
 , …であることを指導し、その上で小 

数は
10
1
や

100
1
などの分数を単位にすると分数で表す 

ことができることを指導する必要がある。 

例えば、0.3 は 0.1 が３個分であり、0.1＝
10
1
なの 

で、0.3＝
10
3
であると変換するように、単位となる分 

数を意識させてから単位分数のいくつ分であるかを考えさせるように指導することが大切である。 

また、「改訂版東京ミニマム」67 ページの「分数」の段階的な指導に示しているように、３÷５

＝
5
3
となるような商分数の考え方を取り上げることで、小数と分数の関係をより深めることができ

る。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「分数」の段階的な指導  Ｐ.６７参照 

 

 

 

 

 

0.7 を 分数で表すと ア になります。 

・0.3は、0.1が３個分 

→ 
10
1
が３個分 → 0.3＝

10
3

・0.19は、0.01が 19個分 

→
100

1
が 19個分→ 0.19＝

100
19
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３ (2) 大きさの等しい分数について理解している。【数量や図形についての知識・理解】 

【問題】 

  

【結果分析】 

10 

（正答） 15
10
 ５ ６ ２ ８ その他 無解答 

80.4％ 9.4％ 1.1％ 0.8％ 0.4％ 0.1％ 4.4％ 3.4％ 

３(2)は、同値な分数について理解しているかどうかをみる問題である。正答率は、80.4％であ 

る。誤答の中で最も反応率が高いのは「
15
10
」で、9.4％である。この誤答の要因としては、同値な 

分数の表し方は理解しているが、答を書き間違えたものなので、
3
2
＝

15
10
であると理解している生

徒の割合は 89.8％であることから、同値分数についてはおおむね理解していることによるものと考

えられる。 

【授業改善のポイント】 同値分数の意味やその構造を振り返り、理解させる指導の充実を図る。 

  異分母分数の加法において、形式的に計算の方法を指導するのではなく、通分を行う意味を確実 

に理解させる。分母と分子に同じ数をかけても

もとの数と同値であることを実感させることが

重要である。 

 そのために、分数の意味を正しく理解させる 

ことが大切である。分母の数は全体を何等分し 

たのかを表した数であり、分子はそのいくつ分 

であるかを表した数であることを、例えば右の 

図のように数直線を用いて提示することで、同値分数を実感させることが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「分数」の段階的な指導  Ｐ.６７参照 

 

３ (3) 基にする量と比べられる量の関係を理解している。【数量や図形についての知識・理解】 

【問題】 

  
【結果分析】 

0.4(正答) 2.5 0.25 40 その他 無解答 

37.7％ 41.7％ 1.1％ 0.5％ 14.2％ 4.8％ 

３(3)は基準量と比較量の関係を理解しているかどうかをみる問題である。正答率は、37.7％で

ある。誤答の中で最も反応率が高いのは「2.5」で、41.7％である。この誤答の要因としては、どち

らか一方の長さを基準と見ることができておらず、大きい数÷小さい数である「10÷４」の計算を

したことによるものと考えられる。 

「平成 20 年度調査」では「５ｍは 12ｍの    倍である。」を出題しており、正答率は 24.4％で 

あり、誤答「2.4 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

5
12
」の反応率は 44.6％であった。正答率は上がっているが、「大きい数÷小さ 

い数」と求めた生徒の率はさほど変わらないことから、比べられる量と基にする量を正しくとらえ

４ｍは 10ｍの  ウ  倍です。 

3
2  と 

15
 は同じ大きさを表す分数です。

 イ  

 
０ 3

1
3
2  

０ 6
1

6
3

6
5  

6
2

6
4  

3
3 (１)

6
6 (１)



－82－ 

させる指導を確実に行う必要がある。 

【授業改善のポイント】 線分図等を活用して、基にする量と比べられる量の関係を把握させる指導

の充実を図る。 

基にする量と比べられる量の理解のためには、まず基になる量が何であるかをとらえさせる必要

がある。本問は、次のように言い換えることができる。 

  
このように、基になる量を明らかにすることで、10ｍが全体の１に当たる量であり、部分が４ｍ

であるという関係をとらえさせることができる。 

その上で、例えば右下の図のように線分図を用いて指導することで、基にする量に対する比べら

れる量の割合をとらえさせる。 

さらに、「４÷10」と、「10÷４」の

いずれかを選択しなければならないと

き、「10ｍを基にしたときの４ｍの割合

はいくらか。」という問いの答が１倍よ

り小さいことから、10÷４ではないと

判断できるようにしたい。 

これらのことは、「改訂版東京ミニマ

ム」77 ページの「割合の見方」を育て

る段階的な指導に示されているように、全体と部分とを関連付けて考えさせる指導となるものであ

る。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「割合の見方」を育てる段階的な指導  Ｐ.７７参照 

 

３ (4) 分速について理解している。【数量や図形についての知識・理解】 

【問題】 

  
【結果分析】 

50 (正答) 500 
50
1
 4500 その他 無解答 

83.2％ 3.3％ 0.1％ 0.1％ 7.2％ 6.1％ 

３(4)は、分速について理解しているかどうかをみる問題である。正答率は、83.2％である。誤

答の中で最も反応率が高いのは「500」で、3.3％である。この誤答の要因としては、1500÷30 の計

算を、1500÷3 と間違えたことによるものと考えられる。また「その他」の反応率が 7.2％である。

道のりと速さと時間の関係に関する問題に苦手意識を感じている生徒もいる。 

【授業改善のポイント】 速さを、単位時間当たりに移動する長さととらえられるような指導の充実 

を図る。 

 分速とは、１分当たりに進む道のりのことで 

ある。一定の速さで進む場合は、道のりは時間 

に比例することを、右のように表を用いて表し、 

時間が
30
1
倍になると、道のりも

30
1
倍となるこ 

時 間（分） 0 1 10 30  

道のり（ｍ） 0   1500  

10ｍをもとにしたときの、４ｍの割合は  ウ  です。

Ａさんの家から学校までの道のりは、1500ｍで、Ａさんが歩くと 30 分かかります。このとき

のＡさんの歩く平均の速さは、分速  エ  ｍです。 

（例）赤いテープが５ｍ , 青いテープが８ｍのとき、
青いテープの長さを基にした赤いテープの割合 

０ １0.5

赤

青

×
3
1

×
3
1
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とから、1500×
30
1
＝50(ｍ)と道のりを求めることができ、時間と道のりの関係を明らかにするこ 

とができる。その際、１分で何ｍ進むのかを求めることが難しい生徒に対しては、まずは「10 分で 

何ｍ進むのか」を考えさせ、その後、１分で何ｍ進むのかを考えさせるような段階的な指導を行う

ことが大切である。 

このように、道のりと時間と速さの関係を表す公式を形式的に指導するのではなく、速さが単位 

 量当たりの大きさとなっているという意味を理解させながら指導する必要がある。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「比例」の段階的な指導  Ｐ.７９参照 

 

３ (5) 除数、商とあまりから被除数を求めることができる。【数量や図形についての表現・処理】 

【問題】 

  

【結果分析】 

オ カ  
７×６＋４ ４６ 60.7％(正答) 

７×６＋４ ４６以外 1.8％ 

７×６＋４ 無解答 0.1％ 

６×7.4 44.4 0.7％ 

４６÷６＝７あまり４ ４６ 1.9％ 

x÷６＝７あまり４ ４６ 2.4％ 

４６÷６ ４６ 2.4％ 

上記以外の式か無解答 ４６ 3.9％ 

その他 9.4％ 

無解答 16.6％ 

３(5)は、除数、商とあまりから被除数を求めることができるかどうかをみる問題である。正答

率は、60.7％である。誤答のうち「オ」を除法で表している反応率は 6.7％であり、無解答は 16.6％

である。これらの要因としては、問題文が除法であることに影響され、ある数を求める式を除法に

するなど、「オ」を乗法の式で表すことが理解できなかったことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 除法における被除数・除数・商・あまりの関係を正しく理解させる指導の 

充実を図る。 

除法の計算を乗法の式に変換するためには、被除数・除数・商の関係を理解する必要がある。そ 

こで、まずはわり切れる除法の計算における被除数・除数・商の関係を確認する。 

例えば右のように、「42÷６＝７」を乗法 

にすると「42＝６×７」であることを指導 

した上で、「43÷６＝７あまり１」を乗法で 

表したとき、「43＝６×７   」の  に 

何が入ればよいかを考えさせる。そして、 

44 , 45 , 46 , … についても乗法で表さ 

せることによって、あまりのある除法を乗法に変換する方法を指導していく。 

 

 

 

ある数を６でわったら、商が７であまりが４になりました。ある数を求める式は、  オ  

となり、ある数は  カ  です。 

「42÷６＝７」を乗法にすると、「42＝６×７」 
 
「43÷６＝７あまり１」を乗法にすると、 
          43＝６×７    である。

    に何が入ればよいだろうか。
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４ (1) 直方体の体積を求める公式について理解している。【数量や図形についての知識・理解】 

【問題】 

 
【結果分析】 

ア イ（正答） ウ エ その他 無解答 

1.6％ 92.2％ 1.7％ 3.3％ 0.1％ 1.0％ 

４(1)は、直方体の体積が「縦の長さ×横の長さ×高さ」によって求められることを理解してい

るかどうかをみる問題である。正答率は 92.2％であった。直方体の体積の求め方は小学校第５学年

で学習するが、小学校第６学年においても角柱・円柱の体積の求め方を学習し、スパイラルによる

教育課程が編成されていることもあり、おおむね理解しているといえる。 

【授業改善のポイント】 直方体の縦・横・高さの位置や求積公式の意味を正しく理解させ、柱体の 

体積との系統性を意識した指導の充実を図る。 

直方体の公式を形式的に指導するのではなく、縦８cm，横 10cm，高さ１cm の直方体が６個積み重 

なっていると考えさせることで、中学校１年における柱体の体積の公式への系統性が見えてくる。 

その際に、積み重なる直方体の数と体積との関係が比例であることを、表を用いて確認することも 

有効である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「測定の技能」を育てる段階的な指導  Ｐ.７２参照 

 

４ (2) 乗数が１より小さい数の場合、積は被乗数より小さいことについて理解している。 

【数量や図形についての知識・理解】 

【問題】 

  

【結果分析】 

ア（正答） イ ウ エ その他 無解答 

61.0％ 11.5％ 14.9％ 10.8％ 0.1％ 1.8％ 

４(2)は、かける数が１より小さい数の場合、積もかけられる数より小さい数になることについ

て理解しているかどうかをみる問題である。正答率は、61.0％である。誤答の中で最も反応率が高

いのは「ウ」で、14.9％である。この誤答の要因としては、「１より小さい数をかけます」の意味が

理解できず、問題文の「０より大きい数に１より小さい数をかけます」の「大きい数」と「小さい

数」の表記に影響されたと考えられる。次に多かった誤答は「イ」で、反応率は 11.5％である。こ

の誤答の要因としては、１より大きい自然数において成り立つ「かけると、積はもとの数よりも大

きくなる」ことを、本問においても用いてしまったことによるものと考えられる。 

右の直方体の体積を求める式として正しいのはどれですか。 
次のア～エの中から１つ選び記号で答えなさい。 
ア 8＋6＋10 
イ 8×6×10 
ウ 6×2×(8＋10) 
エ (8＋10)×6÷2 

０より大きい数に１より小さい数をかけます。答えはもとの数と比べてどのようになります

か。次のア～エの中から１つ選び記号で答えなさい。 

ア もとの数より小さくなる。 

イ もとの数より大きくなる。 

ウ かける数によって変わるので、大きくなるか小さくなるかわからない。 

エ もとの数のまま変わらない。 
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【授業改善のポイント】 乗法における乗数の値と積との関係を正しく把握させる指導の充実を図る。 

 「かける」という演算は「○倍」と同様の意味で

あるため、かけることによって基の数よりも大きく

なると考えがちである。そこで右のように具体的な

式を 0.1 刻みで考えると、被乗数と積との大小は、

乗数が１より大きいか小さいかによって決まること

が分かる。さらに、被乗数を４だけでなく、いくつ

かの数についても確認することによって、帰納的に

被乗数と積との関係をつかませることができる。 

 さらに、被乗数が負の数の場合も考えさせ、被乗数と積との関係を自分なりの言葉で表現させる 

ことによって、「かける」ことの意味をさらに深く理解させることができる。 

 

４ (3) 重さ÷枚数の式が表す意味を理解している。【数量や図形についての知識・理解】 

【問題】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

ア イ ウ（正答） エ その他 無解答 

10.5％ 6.7％ 74.6％ 6.4％ 0.1％ 1.8％ 

４(3)は、重さ÷枚数の式が表す意味を理解しているかどうかをみる問題である。正答率は、

74.6％である。誤答の中で最も反応率が高いのは選択肢「ア」で、10.5％である。この誤答の要因

としては、式の中にある数「500」が枚数を表す数であることから、基準となる数量を重さではなく

枚数を誤ってとらえたことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 問題文中にある数量の意味を正しく理解させる指導の充実を図る。 

  本問は、文中から求めるものに必要な条件を取り出す力や、あらゆる数量を式で表現する力が必

要である。そのためには、式の意味を理解し考えさせることが大切である。 

「改訂版東京ミニマム」77 ページの「割合の見方」を育てる段階的な指導に示しているように、

「割合の見方」とは、全体と部分とを関連 

付けて考えることができることである。そ 

の上で、単位量当たりの大きさを意識して 

指導する必要がある。 

例えば合計の枚数が 500 枚であることか 

ら、１枚当たりの重さや厚さを、右のよう 

に「全体を表す数量÷全体の枚数」によっ 

て求めさせる。さらに全体を表す数量を合計の厚さである 4.5cm として、１cm 当たりの重さや枚数

にも着目させたり、合計の重さから１ｇ当たりの枚数や厚さにも触れさせることが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「割合の見方」を育てる段階的な指導  Ｐ.７７参照 

 

（例）４にある数をかける 
  ４×0.1＝0.4 
  ４×0.2＝0.8 
   …… 
  ４×１＝４ 
  ４×1.1＝4.4 
   …… 

単位量あたりの大きさを考える 

○ 全部で 500枚ある。→ １枚当たりの・・・
   重さは、2000(全体の重さ)÷500 
   厚さは、4.5(全体の厚さ)÷500 
○ 全部で 4.5cmである。→１cm当たりの・・・
   重さは、2000(全体の枚数)÷4.5 
   枚数は、500(全体の厚さ)÷4.5 

同じ大きさ、同じ厚さ、同じ重さの紙があります。この紙を500枚まとめた束の重さは2000ｇ

で、厚さは4.5cmでした。2000÷500の式で求めることができるのは何ですか。次のア～エの中

から１つ選び記号で答えなさい。 

ア １ｇになる紙の枚数 

イ １枚の紙の厚さ 

ウ １枚の紙の重さ 

エ １cmの厚さになる紙の枚数 
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５ (1) グラフから１分間に入る水の量を求めることができる。【数量や図形についての表現・処理】 

【問題】 

 
 
 
 
 
 
 
【結果分析】 

８ (正答) ４ 
8
1  その他 無解答 

84.1％ 1.3％ 0.1％ 8.8％ 5.7％ 

５(1)は、グラフから１分間に入る水の量を求めることができるかどうかをみる問題である。正

答率は、84.1％であり誤答率は高くないが、無解答の生徒が 5.7％いる。誤答の要因としては、グ

ラフを用いなくても問題文から答えを求めることができるが、グラフに苦手意識を感じ、グラフの

読み取りができない生徒がいることによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 単位量当たりの大きさについての指導の充実を図る。 

  １分間に入る水の量を求める際 

に、単に 200÷25 により求めるだ 

けでなく、水を入れる時間と水の 

量を右のように表で表すことで、 

比例の関係に気付かせる指導が重 

要である。また、「１分間」を「０ 

分から１分」だけでなく、例えば「１分から２分」や「５分から６分」など、表からさまざまな区 

間を調べさせる。そのことで、どの区間においても１分間で同じだけ水の量が入っていることを帰 

納的に確認することができ、中学校第２学年で学習する変化の割合の素地を養うことも大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「比例」の段階的な指導  Ｐ.７９参照 

 

５ (2) 比例の関係 y＝axから、aの意味を正しく理解し、yの値が決まったときの xの値を求める
式を表現する。【数量や図形についての表現・処理】 

【問題】 

【結果分析】 

ア イ ウ（正答） エ その他 無解答 

12.9％ 47.6％ 33.0％ 2.4％ 0.2％ 3.9％ 

５(2)は、比例する２量の関係を理解し、入れる水の量が決まっているときにかかる時間を求める

ことができるどうかをみる問題である。正答率は、33.0％である。誤答の中で最も反応率が高いのは

選択肢「イ」で、47.6％である。この誤答の要因としては、５(1)の問題が「200÷25」で求められる

ことから、「200÷25」を含んだ式を選んだことによるものと考えられる。また、選択肢「ア」の反応

右のグラフは、水そうに一定の割合で水を入れ始めてからの 

時間と水そうに入った水の量の変化の様子を表したものです。 

この水そうに 200ℓの水を入れるのに、25 分かかりました。 

このとき、次の各問に答えなさい。 

(1) １分間に入る水の量は何ℓか答えなさい。 

(2) 120ℓの水を入れるのにかかる時間を求める式として正しいものはどれですか。次のア～エ

の中から 1 つ選び記号で答えなさい。 

  ア 120÷200÷25  イ 200÷25×120  ウ 25×120÷200  エ 200×25×120 

 
 
時 間(分) 0 1 2  5 6  25
水の量 (ℓ) 0       200

 

×25 

×25 

＋1 

＋? 
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率は 12.9％である。この誤答の要因としては、正答「ウ」は「120÷(200÷25)」に置き換えることが

できるが、これを「120÷200÷25」と同じ式であると判断したことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 比例の関係にあるとき、一方が○倍したときに他方も○倍になることや、

結果を見積もり確かめる態度を身に付けさせる指導の充実を図る。 

  ５(1)における表を用いて、１分間に入る水の量が８ℓであることから、120ℓの水を入れるのにか 

かる時間を求めるにあたって、水の量が８から 120 へ 15（＝120÷８）倍したとき、かかる時間が 

どのように変化するかを考えさせる。そのためには、比例の関係を一般式から yを xの式で表すよ 
うな問題だけでなく、２つの数量の関係を表やグラフでも表したり、表、グラフ、式を相互に関連

付けたりする指導が重要である。 

また、グラフより水を 200ℓ入れるのに 25 分かかることから、120ℓであれば 25 分の半分より少し 

時間がかかると考えることができるため、正答が選択肢「ウ」であると導くことができる。このよ

うに、およその値を見積もり確かめる態度を身に付けさせることも大切である。 

 

 

６ 割合の関係から全体を求める式を理解している。【数量や図形についての知識・理解】 

【問題】 

  
【結果分析】 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

2.8％ 2.0％ 29.7％ 61.7％ 0.2％ 3.6％ 

６は、割合の関係から全体を求める式を理解しているかどうかをみる問題である。正答率は、

61.7％である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」で、29.7％である。この誤答の要因として

は、全体を表す量を 18 人と誤って認識したことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 全体に対する量からある部分の割合をかけることで、ある部分の量が求め 

られることを理解させる指導の充実を図る。 

  18 人が全体の 45％を表していることから、全体の数に 0.45 をかけるとその割合に対する部分の 

数量である 18 人が求められる。しかし、全体の数が分からないことで、45％をどのように用いたら

よいか分からない生徒が多い。「改訂版東京ミニマム」77 ページの「割合の見方」を育てる段階的

な指導に示しているように、まず、「全体」を表す数量や割合（100％＝１）をとらえさせる。そし

て、一部の人数やそれに対する割合

を「部分」と考えられるように指導

をすることが大切である。このよう

に全体と部分を関連付けて考えるこ

とにより、１年２組の生徒数はバス

ケットボールを選んだ生徒の約２倍

であるなどの特徴をとらえさせることができる。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「割合の見方」を育てる段階的な指導  Ｐ.７７参照 

１年２組の生徒に，好きなスポーツを１つだけ選ぶアンケートを 

とりました。右の円グラフは，バスケットボールを選んだ生徒の人 

数と全体に対する割合を表しています。 

１年２組の生徒数を求める式はどれですか。次のア～エの中から 

１つ選び，記号で答えなさい。 

 

ア 18＋0.45  イ 18－0.45  ウ 18×0.45  エ 18÷0.45 

・「全体」としてとらえさせる 

  全体の人数（本問では「１年２組の生徒数」） 
  全体の割合（100％） 
・「部分」として考えられるようにする 

  部分の人数（本問では「バスケットボールを選んだ人数」）

部分の割合（本問では「45％」） 



－88－ 

 

７ (1) 正の数・負の数の加法ができる。【数学的な表現・処理】 

【問題】 

 ８＋（－２） 
【結果分析】 

６(正答) －６ －10 10 ４ －16 －４ その他 無解答

87.1％ 3.6％ 3.1％ 1.6％ 0.7％ 0.3％ 0.1％ 1.8％ 1.6％ 

７(1)は、正の数・負の数の加法ができるかどうかをみる問題である。正答率は、87.1％である。

誤答の中で最も反応率が高いのは「－６」で、3.6％である。この誤答の要因としては、－(８－２)

のように符号の処理を間違えたことによるものと考えられる。 

 

７ (2)  正の数・負の数の減法ができる。【数学的な表現・処理】 

【問題】 

 －３－（－10） 

【結果分析】 

７(正答) －13 －７ 13 30 その他 無解答 

81.7％ 9.0％ 4.0％ 1.9％ 0.1％ 1.4％ 2.0％ 

７(2)は、正の数・負の数の減法ができるかどうかをみる問題である。正答率は、81.7％である。

誤答の中で最も反応率が高いのは「－13」で、9.0％である。この誤答の要因としては、－３－10

のように符号の処理を間違えたことによるものと考えられる。 

 

７ (3) 正の数・負の数の乗法ができる。【数学的な表現・処理】 

【問題】 

 ５×（＋２）×（－８） 

【結果分析】 

－80(正答) 80 ２ －１ その他 無解答 
84.8％ 2.8％ 1.9％ 0.3％ 6.7％ 3.4％ 

７(3)は、正の数・負の数の乗法ができるかどうかをみる問題である。正答率は、84.8％である。

誤答の中で最も反応率が高いのは「80」で、2.8％である。この誤答の要因としては、符号を考慮せ

ずに、５×２×８と計算したことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 小学校での学習内容を活用しながら計算の意味を十分に理解させる指導の 

充実を図る。 

  正の数・負の数の加法及び減法では、数直線上での移動などと関連付けてその計算の意味を理解 

させたり、乗法では、小学校で学習した乗法九九などを活用したりして、その計算の意味を負の数 

に拡張して考えさせることが大切である。 

 「改訂版東京ミニマム」68 ページ「正の数・負の数の理解」の段階的な指導に示しているように、 

正の数での計算を負の数に拡張させて指導をすることが大切である。例えば、「２－５」という計算 

については右のように、正の数において成り立つ 

「減数が１ずつ増えれば、差は１ずつ減る」とい 

う関係を、帰納的に負の数に拡張することで、新 

たな計算を学習するのではなく、既習事項と関連 

付けることができ、生徒にととらえやすくするこ 

とができる。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「正の数・負の数の理解」の段階的な指導  Ｐ.６８参照 

２－０ ＝  ２ 
２－１ ＝  １ 
２－２ ＝  ０ 
２－３ ＝ －１ 
２－４ ＝ －２ 
２－５ ＝ －３

減数が１ずつ増えれ

ば、差は１ずつ減る。

減数を負の数に拡張

しても同様に考えるこ

とができる。 
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７ (4) 文字式の簡約と計算の意味を基にして文字を含んだ累乗の計算ができる。 

【数学的な表現・処理】 

【問題】 

  ６a×（－９a） 
【結果分析】 

－54a2 

(正答) 
－54a －３a －54 54a2 －３a2 －３ その他 無解答 

6.6％ 77.0％ 4.2％ 1.2％ 0.3％ 0.1％ 0.1％ 6.6％ 3.8％ 

７(4)は、文字式の簡約と計算の意味を基にして文字を含んだ累乗の計算ができるかどうかをみ

る問題である。正答率は、6.6％である。誤答の中で最も反応率が高いのは「－54a」で、77.0％で
ある。この誤答の要因としては、文字式の加法のように係数の積の後に、共通する文字である aを
付け、｛６×(－９)｝×a ＝ －54a と計算したことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 既習の内容を用いて、新しい問題を解決する指導の充実を図る。 

 この問題は、第２学年の単項式と単項式の乗法の問題である。したがって、正答率が高くはなら

ないことは予想ができる。しかし、第 1学年において以下の計算は既習である。 
 ６×(－９)＝－54   a×a＝a2   ６×a＝６a   a×a×b＝a2 b  
これらのことを基に、 
６a×(－９a)＝６×a×(－９)×a＝６×(－９)×a×a＝{６×(－９)}×( a×a ) 

と考え、－54a2と計算する力は身に付けておく必要がある。 
  このように、これまでに直面したことがない場面を、既習の学習内容を用いて問題を解決する力

は非常に重要である。そのためには、計算の仕方を単に指導するのではなく、その根拠を理解させ

る指導を継続して行うことが重要である。 

  例えば３x＋５xを計算する問題のとき、ただ単に係数を計算し
て８x とすればよいと指導するのでは、数学的な処理に留まり、
数学的な見方や考え方を育てることにはつながらない。計算の結

果が８x となることを、右上のように丁寧に指導することで、生徒が文字式の加法のしくみを理解
して計算でき、継続した指導により、論理的に考える力を養うことにつながる。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「文字を含む式の計算」の段階的な指導  Ｐ.６９参照 

 
７ (5) 一次式の減法ができる。【数学的な表現・処理】 

【問題】 

 （７x＋５）－（４x－３）  
【結果分析】 

3x＋8 
(正答) 

3x＋2 11 x 11x＋8 3x－2 3x－8 11x＋2 12x その他 無解答

45.4％ 13.9％ 5.1％ 2.3％ 1.9％ 1.9％ 1.3％ 0.8％ 20.8％ 6.5％ 

７(5)は、一次式の減法ができるかどうかをみる問題である。正答率は、45.4％である。誤答の

中で最も反応率が高いのは「3x＋2」で、13.9％である。この誤答の要因としては、( )の前にある
「－」を「－１」と見ることができずに、－(４x－３)の( )を単に外して、－４x－３としてしま
ったことによるものと考えられる。次に高いのは「11 x」で、5.1％である。この誤答の要因として
は、文字を含んだ項と定数項を区別することができず、(７x＋５x)－(４x－３x)＝12x－x＝11xと計
算したことによるものと考えられる。 

 

３x＋５x ＝３×x ＋５×x 
     ＝(３＋５)×x 
     ＝８×x 
     ＝８x 
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【授業改善のポイント】 文字式の減法の過程で、それぞれの項の符号を意識して、文字式の計算の 

仕方を考える指導の充実を図る。 

  基礎的・基本的な学習内容の定着を図るために、計算練習を繰り返し行う授業が多く見られるが、 

計算の習熟とともに、計算の意味を理解させる指導が重要である。 

特に－(４x－３)の部分は、(－１)×(４x－３)であることから、分配法則を用いて(－１)×４x 
＋(－１)×(－３)であることを意識させることで、形式的な計算方法を忘れた場合にも、既習の学 

習内容に立ち返って考えさせることが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「文字を含む式の計算」の段階的な指導  Ｐ.６９参照 

 

８ (1) 正の数・負の数で表された気温の関係を読み取り、値を求め適切な地域を選択できる。 

【数量、図形などについての知識・理解】 

【問題】 

【結果分析】 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

39.4％ 2.1％ 1.7％ 55.4％ 0.1％ 1.3％ 

８(1)は、正の数・負の数で表された気温の関係を読み取り、値を求め適切な地域を選択できる

かどうかをみる問題である。正答率は、55.4％である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、

39.4％である。この誤答の要因としては、今日の最高気温に（ ）内の数字をたすことで明日の予

想最高気温が求められると考え、16＋３＝19 と計算し、埼玉の今日の最高気温を 19℃と求めたこと

によるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 日常の事象を活用し、問題の意味を正しく理解させる指導の充実を図る。 

正の数・負の数の活用では、問題文を理解して関係をとらえて数学的に表現することが求められ

る。そのため、文章から必要な情報を取り出したり、図や表に表現してまとめたりするなど、文章

を他の形で表現させながら、適切な答えを見付けさせることを指導することが大切である。 

  例えば、右下のような平成 22 年４月の東京の最高気温のデータを生徒へ提示する。そして、４月 

２日の最高気温（20.0℃）を基準と 

したときの他の日の最高気温を＋や 

－の符号を用いて表現させたり、あ 

る日をその前の日と比較させたりす 

る（４月４日ならば、３日と比べて 3.6℃低いので、「－3.6」と表現する）ことで、日常の生活場

面で活用させることができ、数学的な解釈や表現の学習の充実を図ることができる。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「正の数・負の数の理解」の段階的な指導  Ｐ.６８参照 

 

右の図は、埼玉、千葉、東京、神奈川の明日の予想最 

高気温を地図に表したものです。（ ）内の数字は、明 

日の予想最高気温から今日の最高気温をひいた差を表し 

ています。 

今日の最高気温が最も高かったのはどこですか。次の 

ア～エの中から１つ選び記号で答えなさい。 

ア 埼玉 

イ 千葉 

ウ 東京 

エ 神奈川 

平成 22 年４月 東京の最高気温 （単位：℃） 

日 １ ２ ３ ４ ５ 
最高気温 20.7 20.0 14.5 10.9 12.1 
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８ (2) 方程式の解の意味について理解している。【数量、図形などについての知識・理解】 

【問題】 

  
【結果分析】 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 
12.1％ 58.8％ 17.2％ 8.7％ 0.1％ 3.0％ 

８(2)は、方程式の解の意味について理解しているかどうかをみる問題である。正答率は、58.8％

である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」で、17.2％である。この誤答の要因としては、分

数が係数である方程式の解き方の理解が十分でないことから、分数の処理を誤り、両辺に２をかけ

るところを
2
1
をかけたことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 等式の性質の理解の充実を図る。 

等式の性質は、次の４つである。 

  特に、③や④の等式の性質について正しく理解させる必要がある。そのためには、整数係数の方

程式であっても、分数を意識して方程式を解く

ことが大切である。例えば、右のように「７x
＝35」という方程式を解く際に、等式の性質④

を用いるに当たって、両辺に「÷７」を付けて

表現するのではなく、分数の分母７をかいて表

現することが大切である。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「文字を含む式の計算」の段階的な指導  Ｐ.６９参照 

 

９ 問題に示されたそれぞれの情報を正しく取り出し、それらの関係を読み取り、一元一次方程式に 

表すことができる。【数学的な表現・処理】 

【問題】 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

ア x 
イ９－x 
（正答） 

ア x 
イ (９－x), 
 (x－９)以外の式 

ア x 
イ x－９ 

ア x 
イ ９ 

アを 

(９－x) 
にする 

ア 数 

イ 数 
その他 無解答 

44.1％ 16.4％ 2.2％ 0.7％ 0.3％ 7.9％ 11.6％ 16.8％ 

 

 

次の一元一次方程式のうち、－３が解であるものはどれですか。次のア～エの中から１つ

選び、記号で答えなさい。 

ア ２x+１＝５x－８  イ x－６＝３x   ウ 
2

1 x＝－６   エ ７－x＝４ 

 ① a＝b ならば、a＋c ＝ b＋c       ② a＝b ならば、a－c ＝ b－c 

 ③ a＝b ならば、ac ＝ bc         ④ a＝b かつ c≠０ならば、
c
a  ＝ 

c
b  

方程式 ７x＝35 を解きなさい。 
  ７x ＝ 35         ７x ＝ 35 

７x÷７ ＝ 35÷７      
７

７x
 ＝ 

７

35

 x ＝ ５          x ＝ ５ 

家で緑のカーテンを作るために，ゴーヤの苗ときゅうりの苗を合わせて９本買ったところ代

金が 990 円になりました。ゴーヤの苗は１本 120 円，きゅうりの苗は１本 90 円です。 

買ったゴーヤの苗の本数を x 本として方程式をつくりました。 ア 、 イ にあてはまる式を
答えなさい。 

ただし，つくった式は計算する必要はありません。 

120× ア ＋90× イ ＝990 
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９は、問題に示されたそれぞれの情報を正しく取り出し、それらの関係を読み取り、一元一次方

程式に表すことができるかどうかをみる問題である。正答率は、44.1％である。また、「ア」を x
としながらも「イ」は(9－x)以外とした反応率が 19.3％と高く、ゴーヤの苗の本数ときゅうりの苗
の本数の関係を正しくとらえることができずに、ゴーヤの苗の本数が x本のときのきゅうりの苗の
本数を正しく表すことができないことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 数量の関係を、文字を用いて正しく表現させる指導の充実を図る。 

  中学校学習指導要領解説数学編（平成 20 年９月）には、方程式を活用して問題を解決するための 

一連の学習活動について、以下のように述べられている。 

  本問の結果から、生徒は①の段階から困難を感じていると考えられる。そこで、方程式の利用の 

指導の際には、方程式をつくる指導を丁寧に行う必要がある。例えば下の（例１）（例２）のような 

ステップを踏んでから方程式をつくらせ、複数の数量を同じ文字を用いて式で表すことで、複数の

数量の間に関係があることに気付かせる指導を行うことが考えられる。 

 

10 (1) 一元一次方程式を解くことができる。【数学的な表現・処理】 

【問題】 

６x－９＝８x－７ 
【結果分析】 

－１(正答) １ ８ －８ その他 無解答 
66.5％ 8.7％ 1.5％ 0.8％ 15.6％ 6.8％ 

10(1)は、一元一次方程式を解くことができるかどうかをみる問題である。正答率は、66.5％で

ある。誤答の中で最も反応率が高いのは「１」で、8.7％である。この誤答の要因としては、もとの

方程式を６x－８x＝－７＋９まではできるものの、符号の処理を誤り２x＝２としたり、－２x＝２
の後に x＝１としたりしたことによるものと考えられる。 

 

10 (2) 分数係数を含む一元一次方程式を解くことができる。【数学的な表現・処理】 

【問題】 

 
5

3 x＝
3

1 x－4  

 

 

① 求めたい数量に着目し、それを文字で表す。 
② 問題の中の数量やその関係から、二通りに表される数量を見いだし、文字を用いた式や数 
 で表す。 
③ それらを等号で結んで方程式をつくり、その方程式を解く。 
④ 求めた解を問題に則して解釈し、問題の答を求める。

（例１）和が 74 になる連続する４つの整数があります。 

  → 連続する４つの整数のうち、一番小さい整数を x とする場合、他の３つの整数を、x 
   を用いた式で表させ、x ，(x＋１) ，(x＋２) ，(x＋３) の間にある関係に気付かせる。
（例２）ある人が家から３km離れた駅まで行くのに、途中の駐輪場までは分速 340ｍで進み、

そこから駅までは分速 70ｍの速さで歩いたところ、全部で 12分かかりました。 
  → 家から駐輪場までの道のりを x ｍとして方程式をつくらせる際に、まずは駐輪場から
   駅までの道のりを、xを用いた式で表現させ、x と(3000－x) の間にある関係に気付かせ

る。 
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【結果分析】 

－15 

(正答) 
－１ 15 

15

1
 －

15

1
 １ －２ －６ その他 無解答

36.4％ 6.1％ 5.0％ 1.9％ 1.9％ 1.5％ 0.6％ 0.3％ 27.2％ 19.2％

10 (2)は、分数係数を含む一元一次方程式を解くことができるかどうかをみる問題である。正答

率は、36.4％である。誤答の中で最も反応率が高いのは「－１」で、6.1％である。この誤答の要因

としては、 x
5
3
や x

3
1
は係数が分数の項であるのに対し、－４は整数であるので、－４には 15 倍す

る必要がないと考えたことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 等式の性質の意味を基に一次方程式の解法を考えさせる指導の充実を図る。 

  一次方程式の解き方の指導では、等式の性質を用いて解を求め、その後、移項の考え方を取り入

れることで、能率よく解くことができることを生徒に実感させている。しかし、授業が進むにつれ

て、移項は等式の性質を基に成り立っていることを意識させる機会はほとんどなくなってしまう。

方程式を解く過程の意味を理解させるためにも、解き方を一般化させた後であっても「この式から

この式へは、両辺にどのような操作をしたのかな。」と振り返る場面を設ける必要がある。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》 「文字を含む式の計算」の段階的な指導  Ｐ.６９参照 

 

11 立方体の展開図から組み立てたときに重なる頂点の位置について理解している。 

【数量、図形についての知識・理解】 

【問題】 

  
【結果分析】 

Ｃ・Ｇ(正答) 「Ｃ」又は「Ｃ・Ｇ以外」 「Ｇ」又は「Ｇ・Ｃ以外」 その他 無解答 
79.2％ 7.9％ 4.6％ 5.3％ 3.1％ 

11 は、立方体の展開図から組み立てたときに重なる頂点の位置について理解しているかどうかを 

みる問題である。正答率は、79.2％である。誤答の中で最も反応率が高いのが「『Ｃ』又は『Ｃ・Ｇ

以外』」で、7.9％である。この誤答の要因としては、展開図を組み立てたとき、すぐ近くにある辺

ＡＢと辺ＣＢと異なり、辺ＡＮが辺ＧＨと重なることに気付くことができなかったことによるもの

と考えられる。 

【授業改善のポイント】 体験的活動を通し、空間を把握する感覚を身に付けさせる。 

第１学年の空間図形の単元では、実際に立体を組み立てる体験を通じて、空間を把握する感覚を 

身に付けさせることが重要である。 

例えば、正多面体の学習では、５種 

類の正多面体の、辺の数・頂点の数・ 

面の数を、具体的な立体で確認する。 

その際、立体の一つの辺や一つの頂点 

に着目させ、辺や頂点の重なる様子に着目させる。そして、展開図を組み立てる際にも辺や頂点の 

次の図は、立方体の展開図です。この展開図 
を組み立てたとき、頂点Ａと重なる頂点はどれ 
ですか。次の図のＢ～Ｎの中から２つ選び、記 
号で答えなさい。 

正八面体の一つの面は正三角形で、面の数は８である。

・二つの辺が重なり、正八面体の一辺になっているの 
で、正八面体の辺の数は３×８÷２＝12 

・四つの頂点が重なり、正八面体の一つの頂点になっ

ているので、正八面体の頂点の数は３×８÷４＝６
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重なりを取り上げ、展開図の対応する辺や頂点の位置についての理解を深めることができる。 

さらに、正多面体以外の様々な柱体や錘体の展開図を、具体的な教具を用いて提示したり、工作

用紙などで制作したりして、それぞれの立体の特徴に気付かせる指導の工夫を図る必要がある。 

 

12 方眼の格子点上にある３点を頂点に含む平行四辺形について理解している。 

【数量や図形についての知識・理解】 

【問題】 

  

【結果分析】 

正答 

点Ｃが頂点ではない 
平行四辺形を 

つくっているもの 

ＡＢを対角線とした 
平行四辺形を 

つくっているもの 
その他 無解答 

87.9％ 0.7％ 0.4％ 7.2％ 3.8％ 

12 は、方眼の格子点上にある３点を頂点に含む平行四辺形について理解しているかどうかをみる

問題である。正答率は、87.9％であり、おおむね正しく理解していると考えられる。 

【授業改善のポイント】 平行な２本の直線をひく方法を考える指導の充実を図る。 

  平行四辺形については、小学校第４学年（現行の学習指導要領では、小学校第５学年）で学習し 

ている。そこで、向かい合う２組の辺が平行であることを手がかりに、辺ＡＣに着目させ、辺ＡＣ 

と平行な直線をひくには何に気を付ければよいかを考えさせることが大切である。 

傾きが等しい２本の直線が平行であることは第２学年の学習内容であるが、「点Ａから点Ｃへ行く 

ためには、右に１進むごとに上に１進む。」などの気付きを生徒から引き出すことで、第２学年で学 

習する座標平面上における平行の意味を考えさせる指導につなげることができる。 

《改訂版東京ミニマムとの関連》「いろいろな観点からの図形の見方」の段階的な指導 Ｐ.74 参照 

 

13 文字式に値を代入して、条件に合う組合せを考えることができる。【数学的な見方や考え方】 

【問題】 

  

【結果分析】 

a －２ 
b ＋６ 
c ＋４ 
（正答） 

a ＋６ 
b －２ 
c ＋４ 

a ＋４ 
b －２ 
c ＋６ 

a ＋４ 
b ＋６ 
c －２ 

a －２ 
b ＋４ 
c ＋６ 

a ＋６ 
b ＋４ 
c －２ 

その他 無解答 

25.7％ 14.4％ 12.2％ 9.2％ 9.1％ 5.1％ 8.6％ 15.7％ 

13 は、文字式に値を代入して、条件に適する組合せについて考えることができるかどうかをみる 

問題である。正答率は、25.7％である。誤答の中で最も反応率が高いのは「a ＋６ b －２ c ＋

a の式のa，b，cに，－２，＋４，＋６ の３つの整数のいずれかを１つずつ 
代入して計算します。ただしa，b，c はすべて違う数とします。a－b２×c の値が最も小さくな
るとき，a，b，c それぞれにあてはまる数を答えなさい。 

 ４つの頂点のうち、３つの頂点がＡ、Ｂ，Ｃであり、ＡＢを 
１辺とする平行四辺形を１つかきなさい。 
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４」で、14.4％であり、次いで反応率が高いのは「a ＋４ b －２ c ＋６」で、12.2％である。 
bを－２とする誤答の反応率が 26.6％であり、誤答の要因としては、bを負の数とすることで、 

b２は正の数となり、－b２×cが負の数になるととらえたことによるものと考えられる。 
 

【授業改善のポイント】 負の数とその絶対値との関係についての理解を深める指導の充実を図る。 

  正の数・負の数に関して、数学的に見たり考えたりする問題は、本問でも明らかなように正答率 

 は高くない。そこで、まずは a，b，cに当てはめる数の組合せが６通りであることに気付かせ、す 
 べての場合について代入をして、どれが a－b２×cの値が最も小さいかを計算する。ここで、具体 
的に数を代入して確認することで学習を終わらせずに、なぜ「a －２ b ＋６ c ＋４」のときに 
a－b２×cの値が最も小さい理由を、生徒に考えさせることが重要である。「b２×cがより大きな数 
になればよいこと」「b，cともに正の数の場合は、bは cより大きい数になればよいこと」などの生 
徒の気付きを取り上げ、a，b，cの値の組を決定し、問題解決を図る指導を行うことが大切である。 

 

14 円の面積の求め方について正しく理解している。【数量や図形についての知識・理解】 

【問題】 

  
【結果分析】 

ア イ ウ エ（正答） オ その他 無解答 

10.9％ 30.4％ 9.1％ 40.1％ 6.0％ 0.7％ 2.8％ 

14 は、円の面積を求める公式を作り出す過程を、長方形の面積と関連付けて理解しているかどう

かをみる問題である。正答率は、40.1％である。誤答の中で最も反応率が高いのが「イ」で、30.4％

である。この誤答の要因としては、①～③を見ずに長方形の上下２本の辺が円周と対応しているこ

とに気付かず、 Ａ が円周の半分ではなく、円周全体であるとしたことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 図形を変形した際に、元の図形と変形した図形の対応する部分を正しく把 

握する感覚を身に付けさせる。 

 本問は、円を細かく等分して組み合わせ、長方形に変形したときの横の長さは何に対応するかを 

答える問題であり、小学校第６学年で学習する円の面積の求め方を、これまでに学習した求積可能 

な図形に置き換えて考えられるようにすることが大切である。そのためには、円以外の図形につい 

ても図形を等積変形し、別の図形の面積の求め方に置き換えて考えさせる場面を設定することが大 

切である。具体的には、台形を三角形に、三角形を平行四辺形に、平行四辺形を長方形に等積変形 

することが考えられる。 

円を右の図①のように等分し，おうぎ形を並 

べかえて組み合わせます。①のおうぎ形を細か 

くして組み合わせると②や③のように平行四辺 

形に近い図形になります。さらにおうぎ形を細 

かくして組み合わせていくと、長方形に近づき 

ます。この考え方で円の面積を求める式を考え 

ます。下の図の Ａ にあてはまる言葉を下のア 

～オの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

 

ア 直径 
イ 円周 
ウ 円周率 
エ 円周の半分 
オ 直径の２倍 
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数学（中学校第１学年対象）の出題内容と「授業改善のポイント」「改訂版東京ミニマムとの関連」 

問
題
番
号 

通
し
番
号 

学習指導要領の内容 出題のねらい 授業改善のポイント 
東京ミニマム(改訂版)

との関連 

１

（１） 
１ 

小学校4年 

Ａ数と計算(5)イ 

位をそろえて小数の加法ができる。 整数から小数への拡張の過程

で、位をそろえる指導の充実を

図る。 

 

１

（２） 
２ 

小学校5年 

Ａ数と計算(3)イ 

整数と小数の除法ができる。 小数の意味を理解させるととも

に、整数の計算の仕方を基にし

て小数の計算の仕方を考えさせ

る指導の充実を図る。 

Ｐ.６４参照 

「計算の見積り」を育て

る段階的な指導 

１

（３） 
３ 

小学校6年 

Ａ数と計算(1)イ 

分数と小数の乗法ができる。 小数と分数の意味を振り返ら

せ、理解を定着させる指導の充

実を図る。 

 

２

（１） 
４ 

小学校4年 

Ａ数と計算(1)エ 

あまりのある除法について理解して

いる。 

除法の処理を確実に行わせ、計

算の結果を振り返らせる指導の

充実を図る。 

 

２

（２） 
５ 

小学校5年 

Ａ数と計算(4)ア 

分数を含んだ正の数の大小について

理解している。 

分数について、１との関係を数

直線とともに理解させる指導の

充実を図る。 

Ｐ.６７参照 

「分数」の段階的な指導

２

（３） 
６ 

1年 

Ａ数と式(1)ア 

負の数を含む数の大小について理解

している。 

負の数の大きさについて、０と

の関係を数直線とともに理解さ

せる指導の充実を図る。 

Ｐ.６８参照 

「正の数・負の数の理

解」の段階的な指導 

３

（１） 
７ 

小学校3年 

Ａ数と計算(6)イ 

小数を分数で表すことができる。 小数と分数の関係を振り返ら

せ、理解を定着させる指導の充

実を図る。 

Ｐ.６７参照 

「分数」の段階的な指導

３

（２） 
８ 

小学校4年 

Ａ数と計算(6)ア 

大きさの等しい分数について理解し

ている。 

同値分数の意味やその構造を振

り返り理解させる指導の充実を

図る。 

Ｐ.６７参照 

「分数」の段階的な指導

３

（３） 
９ 

小学校5年 

Ｂ量と測定(4) 

基にする量と比べられる量の関係を

理解している。 

線分図等を活用して、基にする

量と比べられる量の関係を把握

させる指導の充実を図る。 

Ｐ.７７参照 

「割合の見方」を育てる

段階的な指導 

３

（４） 
１０ 

小学校6年 

Ｂ量と測定(4) 

分速について理解している。 速さを、単位時間当たりに移動

する長さととらえられるような

指導の充実を図る。 

Ｐ.７９参照 

「比例」の段階的な指導

３

（５） 
１１ 

小学校4年 

Ａ数と計算(3)ウ 

除数、商とあまりから被除数を求め

ることができる。 

除法における被除数・除数・商・

あまりの関係を正しく理解させ

る指導の充実を図る。 

 

４

（１） 
１２ 

小学校5年 

Ｂ量と測定(2)イ 

直方体の体積を求める公式について

理解している。 

直方体の縦・横・高さの位置や

求積公式の意味を正しく理解さ

せ、柱体の体積との系統性を意

識した指導の充実を図る。 

Ｐ.７２参照 

「測定の技能」を育てる

段階的な指導 

４

（２） 
１３ 

小学校5年 

Ａ数と計算(3)ア 

乗数が１より小さい数の場合、積は

被乗数より小さいことについて理解

している。 

乗法における乗数の値と積との

関係を正しく把握させる指導の

充実を図る。 

 

４

（３） 
１４ 

小学校5年 

Ｂ量と測定(4) 

重さ÷枚数の式が表す意味を理解し

ている。 

問題文中にある数量の意味を、

正しく理解させる指導の充実を

図る。 

Ｐ.７７参照 

「割合の見方」を育てる

段階的な指導 

５

（１） 
１５ 

小学校6年 

Ｄ数量関係(2)ア 

グラフから１分間に入る水の量を求

めることができる。 

単位量当たりの大きさについて

の指導の充実を図る。 

Ｐ.７９参照 

「比例」の段階的な指導
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５

（２） 
１６ 

小学校6年 

Ｄ数量関係(2)イ 

比例の関係y＝axから、aの意味を正
しく理解し、yの値が決まったときの
xの値を求める式を表現する。 

比例の関係にあるとき、一方が

○倍したときに他方も○倍にな

ることや、結果を見積もり確か

める態度を身に付けさせる指導

の充実を図る。 

 

６ １７ 

小学校5年 

Ｂ量と測定(4) 

割合の関係から全体を求める式を理

解している。 

全体に対する量からある部分の

割合をかけることで、ある部分

の量が求められることを理解さ

せる指導の充実を図る。 

Ｐ.７７参照 

「割合の見方」を育てる

段階的な指導 

７

（１） 
１８ 

1年 

Ａ数と式(1)ウ 

正の数・負の数の加法ができる。 

７

（２） 
１９ 

1年 

Ａ数と式(1)ウ 

正の数・負の数の減法ができる。 

７

（３） 
２０ 

1年 

Ａ数と式(1)ウ 

正の数・負の数の乗法ができる。 

小学校での学習内容を活用しな

がら計算の意味を十分に理解さ

せる指導の充実を図る。 

Ｐ.６８参照 

「正の数・負の数の理

解」の段階的な指導 

７

（４） 
２１ 

1年 

Ａ数と式(2)イ 

文字式の簡約と計算の意味を基にし

て文字を含んだ累乗の計算ができ

る。 

既習の内容を用いて、新しい問

題を解決する指導の充実を図

る。 

Ｐ.６９参照 

「文字を含む式の計算」

の段階的な指導 

７

（５） 
２２ 

1年 

Ａ数と式(2)ウ 

一次式の減法ができる。 文字式の減法の過程で、それぞ

れの項の符号を意識して、文字

式の計算の仕方を考える指導の

充実を図る。 

Ｐ.６９参照 

「文字を含む式の計算」

の段階的な指導 

８

（１） 
２３ 

1年 

Ａ数と式(1)エ 

正の数・負の数で表された気温の関

係を読み取り、値を求め適切な地域

を選択できる。 

日常の事象を活用し、問題の意

味を正しく理解させる指導の充

実を図る。 

Ｐ.６８参照 

「正の数・負の数の理

解」の段階的な指導 

８

（２） 
２４ 

1年 

Ａ数と式(3)ア 

方程式の解の意味について理解して

いる。 
等式の性質の理解の充実を図

る。 

Ｐ.６９参照 

「文字を含む式の計算」

の段階的な指導 

９ ２５ 

1年 

Ａ数と式(3)ウ 

問題に示されたそれぞれの情報を正

しく取り出し、それらの関係を読み

取り、一元一次方程式に表すことが

できる。 

数量の関係を、文字を用いて正

しく表現させる指導の充実を図

る。 

 

10

（１） 
２６ 

1年 

Ａ数と式(3)ウ 

一元一次方程式を解くことができ

る。 

10

（２） 
２７ 

1年 

Ａ数と式(3)ウ 

分数係数を含む一元一次方程式を解

くことができる。 

等式の性質の意味を基に一次方

程式の解法を考えさせる指導の

充実を図る。 

Ｐ.６９参照 

「文字を含む式の計算」

の段階的な指導 

11 ２８ 

小学校4年 

Ｃ図形(2)ア 

立方体の展開図から、組み立てたと

きに重なる頂点の位置について理解

している。 

体験的活動を通し、空間を把握

する感覚を身に付けさせる。 
 

12 ２９ 

小学校4年 

Ｃ図形(1)イ 

方眼の格子点上にある３点を頂点に

含む平行四辺形について理解してい

る。 

平行な２本の直線をひく方法を

考える指導の充実を図る。 

Ｐ.７４参照「いろいろ

な観点からの図形の見

方」の段階的な指導 

13 ３０ 

1年 

Ａ数と式(2) 

エ 

文字式に値を代入して、条件に合う

組合せを考えることができる。 

負の数とその絶対値との関係に

ついての理解を深める指導の充

実を図る。 

 

14 ３１ 

小学校6年 

Ｂ量と測定(2) 

ア 

円の面積の求め方について正しく理

解している。 

図形を変形した際に、元の図形

と変形した図形の対応する部分

を正しく把握する感覚を身に付

けさせる。 

 

 



 

 

 

 

 

第 ２ 章 

 

 

 

 

 

 

「確かな学力」の伸長を図るための調査 
 

（問題解決能力等に関する調査） 
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  Ⅰ 「問題解決能力等に関する調査」の概要 
 
１ 調査実施の趣旨 

平成１５年１０月の中央教育審議会答申「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充

実・改善方策について」を踏まえ、確かな学力を育成し、生きる力をはぐくむという学習指導要領

のねらいの一層の実現を図るために、平成１５年１２月２６日付けで、小学校、中学校、高等学校

並びに盲学校、聾学校及び養護学校の学習指導要領の一部が改正された。 

この答申では、確かな学力をはぐくむ上での重要な視点として、「知識や技能と生活の結び付き

や、知識や技能と思考力・判断力・表現力等の相互の関連付け、深化・総合化を図ること等も確か

な学力の育成に当たっての重要な視点であろう。」と述べてられている。このことを踏まえて、学

習指導要領の一部改正では、総合的な学習の時間のねらいに「各教科、道徳及び特別活動で身に付

けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や生活において生かし、それらが総合的に働くようにす

ること」が新たに規定された。 

このような背景を基に、平成１８年度より東京都教育委員会では、各教科等で身に付けた知識や

技能、思考力や判断力等を相互に関連付け、日常生活や学校生活などにおける問題場面において総

合的に働くかどうか、その実現状況をみるための調査として「問題解決能力等に関する調査」を実

施し、教科等の指導方法の改善・充実に生かしてきた。 

平成２１年度は、今までの調査の成果と課題を集約・整理し、新たな課題に応じた新調査の検討

をする年度として位置付け、「問題解決能力等に関する調査」については、問題提供のみとした。 
 
２ 評価の観点の設定 

「問題解決能力」については、現実の生活で生じるような教科横断的な問題に直面した場合に、

問題を理解し、その解決に向けての見通しをもち、解決に必要な情報を収集・選択・分析したり、

既有の知識・技能等を適用・応用させたりしながら思考・判断するといった一連の認識プロセスを

用いて、問題に対処し、解決することができる能力ととらえた。 

また、問題解決能力の育成に当たっては、与えられた問題を解決するだけではなく、児童・生徒

が実生活の中から主体的、合理的に問題を発見していく力や自らの考えを論理的に表現する力の育

成も不可欠であると考えた。 

そこで、「問題解決能力等に関する調査」の評価の観点は、｢問題を発見する力｣｢見通す力｣｢適用・

応用する力｣｢意思決定する力｣｢表現する力｣の５観点とし、次のとおり観点の趣旨を設定した。 
 

評価の観点 観点の趣旨 

問題を発見する力
○与えられた情報を分析・考察して、その状況において解決が必要となる

問題を見付けることができる。 

見通す力 
○与えられた情報を分析・考察して、問題を解決するための方策や結果の

予想を考えることができる。 

適用・応用する力
○既にもっている知識・技能等を活用するとともに、新たな分析や判断も

加えて問題を解決することができる。 

意思決定する力 
○複数の条件を理解し、その条件に適切に対応して判断し、問題を解決す

ることができる。 

表現する力 
○問題の結論やその根拠を明確に表現したり、問題の解決の方法（道筋）

を適切に表現したりすることができる。 

 

３ その他 

各問の結果分析において示している数値は、東京都の「確かな学力向上実践研究推進校」及び国

の「学力向上実践研究推進校」において実施した結果に基づく参考値である。 
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＜正答率（参考値）＞ 

Ⅱ 小学校における問ごとの結果分析と授業改善のポイント 

１【問題解決の場面】〔観点…適用・応用する力〕 

理科で学習した、季節ごとの植物の成長についての知識と、大江戸市の平均気温のグラフ等

の資料から、３種類の植物が緑のカーテンにふさわしい理由について考え、問題を解決する。

【問題の概要】 

ただしさんのクラスでは、「緑のカーテン」について学習しました。「緑のカーテン」には、日当たり
のよいまどを植物の葉でカーテンのようにおおうので、暑いとき教室の中をすずしくする効果がありま
す。また、寒くなるとかれてしまうので、日ざしを教室に取りこむことができます。そこで、ただしさ
んのクラスでは、「緑のカーテン」を大江戸小学校に作ろうと考え、ヘチマ、ツルレイシ、ヒョウタン
の３種類の植物の種の準備をしました。 

＜種のふくろの説明のまとめ＞               ＜調べて分かったこと＞ 

 
種が発芽するのに適し

た温度（℃） 

植物が育つのに適した

温度（℃） 

ヘチマ ２４～３１ １５～３４ 

ツルレイシ ２５～３０ ２０～３２ 

ヒョウタン ２４～３２ １５～３４ 

 
 
ただしさんは、＜種のふくろの説明＞と＜調べて分かったこと＞、＜大江戸市の平均気温（平成２０年）＞の
グラフから、３種類の植物の「緑のカーテン」にふさわしい理由を考えました。ふさわしい理由は，ど
れでしょうか。次の１から４までの中から一つ選び、番号で答えましょう。 
１ ３種類の植物は、５月から６月にかけて種をまくと発芽し、７月から８月にかけてよく成長し、冬の寒い時
期には、かれてしまうので「緑のカーテン」にふさわしい。 
２ ３種類の植物は、５月から６月にかけて種をまくと発芽し、６月から７月にかけてよく成長し、真夏にはか
れてしまうので「緑のカーテン」にふさわしい。 
３ ３種類の植物は、５月から６月にかけて種をまくと発芽し、７月から８月にかけてよく成長し、１年中かれ
ることはないので「緑のカーテン」にふさわしい。 
４ ３種類の植物は、９月から１０月にかけて種をまくと発芽し、１１月すぎからよく成長し、冬の寒い時期に
はかれてしまうので「緑のカーテン」にふさわしい。 

【結果分析】 

 本問の正答は、選択肢１である。選択

肢２を選んだ誤答の要因としては、植物

が育つのに適した温度と平均気温のグラ

フを正しく読み取ることができなかった

ことによるものと考えられる。選択肢３を選んだ誤答の要因としては、季節ごとの植物の成長と環境

とのかかわりについての理解が不十分なことによるもの、選択肢４を選んだ誤答の要因としては、種

が発芽する温度については平均気温のグラフから読み取れなかったことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 
 理科の学習において、次のような指導の改善・充実を図っていく必要がある。 

■ポイント1 観察・実験の結果を考察し表現する指導の工夫を図る。 

 観察・実験の結果を考察し表現する力を育成するためには、児童が観察・実験において結果を整理

し、予想や仮説と関連付けて説明する等の指導の工夫を図ることが大切である。例えば、第５学年の

「物の溶け方」では、一定温度で一定量の水に物を少しずつ溶かしていくと次第に物が溶け残る実験

の結果から、「水の量を変えずに物を溶かす量を増やしていくと物が溶け残ることから、物が水に溶け

る量には限界があると考えます。」というように結果から筋道を立てて結論を導くなどの学習を行うこ

とで、児童に観察・実験の結果を考察し表現する力が身に付いていくものと考えられる。 
■ポイント２ 生活経験を基にしながら問題解決を図る指導の充実を図る。 

理科の学習で問題解決を図る際には、生活経験を基に、問題解決の見通しをもてるような指導の工

夫を図ることが大切である。例えば、第５学年の「流水の働き」では、浸食、運搬、堆積などが水の

働きによって起こることを学習する。導入では、雨が降ったあと、校庭の地面の上にできる小さな流

れを児童に想起させ、流水の働きについて予想（理由）し、追究するというような問題解決的な過程

を設定する。児童が観察した校庭の様子を、実際の川の様子と関連付けて考え、水の働きや土地の変

化に気付けるようにする。 

１(正答) ２ ３ ４ その他 無解答

75.3％ 10.1％ 10.3％ 4.0％ 0.0％ 0.4％ 

３種類の植物は、ともに１日の平均気温が２０℃になる

時期に、芽を出す。

（注意）植物が育つのに適した気温以外では、芽が出なかったり、植物がかれてしまったりすることがあります。 

※＜大江戸市の平均気温（平成２０年）＞のグラ
フは、巻末の資料編「児童・生徒の学力向上を
図るための調査」問題を参照 
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＜正答率（参考値）＞ 
１ ２ ３ ４（正答） その他 無解答 

 25.3％ 14.8％ 11.2％ 48.4％ 0.2％ 0.1％ 

２【問題解決の場面】〔観点…適用・応用する力〕 

算数科で学習した、減法・乗法の計算を活用して、電気代がいくら安くなるのかについて考

え、適切に判断する。 

【問題の概要】 

よしこさんは、右のような新聞広告を見つけ

ました。 

 

この広告によると、「白熱電球」から「新エコ

電球」に取りかえた場合、「白熱電球」に比べて

「新エコ電球」の電気代は１年間でいくらお得

になるでしょうか。 

正しいものを次１から４までの中から一つ選

び、番号で答えましょう。 
 

１ ３２０円    ２ ９６０円    

３ ３２００円   ４ ３８４０円 
 

【問題の分析】 

本問の正答は、選択肢４であ

る。選択肢１を選んだ誤答の要

因としては、「新エコ電球」と「白

熱電球」の１か月の電気代の差

を求めただけで解答し、１年間でいくら得になるのかを問題文から読み取れなかったことによるもの

と考えられる。選択肢２を選んだ誤答の要因としては、「新エコ電球」と「白熱電球」の電気代の差を

求めずに「新エコ電球」の１年間分の電気代を求めたことによるものと考えられる。選択肢３を選ん

だ誤答の要因としては、「新エコ電球」と「白熱電球」の１か月の電気代の差を求めたものの、広告に

ある「１０倍長もち」という言葉につられて解答したことによるものと考えられる。 
【授業改善のポイント】 
 算数科の学習において、次のような指導の改善・充実を図っていく必要がある。 

■ポイント１ 日常の事象について見通しをもち、筋道を立てて考える指導の工夫を図る。 

児童の生活や学習の場面など日常の事象において問題を解決しようとするとき、見通しをもち、筋

道を立てて考えることが求められる。見通しをもつ際には、問題の個々の要素や全体的な状況を観察

することが必要である。本問では、まず①「普段、どんなときにお得という言葉を使うかな。」と問い

かけることで、家庭や学校での生活の中で使っている「お得」という言葉が「二つの数量の差」を表

していたことに気付かせる、②「問われていることは何かな。」と問いかけることで、減法を用いて１

か月あたりの差を求めることが必要であること、次にその差を単位として、乗法を用いて１年間（１

２か月）分の積を求めると解決できそうだという見通しをもたせることが考えられる。このように、

考えの道筋を明らかにして問題を解決する学習活動を取り入れることが大切である。 
■ポイント２ 数量の関係を図や式に表し、関連付ける指導の充実を図る。 

 算数では、具体的な場面の数量関係を式に表したり、式が表している場面の意味を読み取ったり、

自分の考えを説明したりすることが大切である。また、数量の関係を図を用いて表したり、図に表さ

れた数量の関係を読み取ったり、図を用いて自分の考えを説明したりすることができるようにするこ

とが大切である。授業においては、図を読み取って式に表す活動や、式に表された数量の関係を読み

取って、それを図に表すなどの活動を多く取り入れ、式と図を関連付けることができるよう指導の工

夫を図る必要がある。 
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＜正答率（参考値）＞ 
１ ２ ３（正答） ４ その他 無解答

14.3％ 14.7％ 36.7％ 9.8％ 0.1％ 24.4％

３【問題解決の場面】〔観点…適用・応用する力〕 

社会科で学習した都道府県の位置と国土の太平洋側と日本海側の気候の特色に関する知識及

び地図上の二点間における距離の計測に関する技能を活用し、条件に合う道府県を考え、適切

に判断する。 

【問題の概要】 

ともひこさんのおとうさんが 
おみやげに駅弁を買って来まし 
た。ともひこさんは、おとうさ 
んから、どの道府県に出かけた 
のか、ヒントをあげるから、当 
ててごらんといわれました。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
おとうさんが出かけた道府県として、ふさわしい道府県は、次の１から４までの中ではどれでし
ょうか。 
１ ア   ２ イ   ３ ウ   ４ エ 

【問題の分析】 

 本問の正答は、選択肢３である。

選択肢１を選んだ誤答の要因とし

ては、東京駅から見て西の方角と

いうことがとらえられなかったこ

とによるものと考えられる。選択

肢２を選んだ誤答の要因としては、東京からの距離をとらえられなかったことによるものと考えられる。

選択肢４を選んだ誤答の要因としては、冬の日本海側の気候の特徴をとらえられなかったことによるも

のと考えられる。 

【授業改善のポイント】 

 社会科の学習において、次のような指導の改善・充実を図っていく必要がある。 

■ポイント１ 自分たちの区市町村や東京都の位置を広い視野からとらえる指導の工夫を図る。 

東京都の位置を広い視野からとらえるためには、例えば、東京都を拠点として、隣接する県との位

置関係や日本全体から見た位置などについて、方位や距離などを用いて表現する活動を設定すること

が大切である。その際、地図に掲載されている距離を表す目盛りを用いて、二つの地点間の距離を求

める方法を理解できるようにすること、日ごろから地図帳を活用して、縮尺（距離）や方位記号、地

図記号等に慣れ親しませることが重要である。 
■ポイント２ 国土の気候の概要をとらえる指導の工夫を図る。 

国土の気候の概要をとらえるためには、地図帳を活用し、地域による気温と降水量の違いなどの気

候に関する特徴を白地図にまとめるなどの作業的な学習を取り入れ、我が国の気候は、四季などの変

化が見られること、国土の南と北、太平洋側と日本海側では気候が異なることなどを理解できるよう

にする。その際、地形や気候に合わせた住まいや学校生活などの日常生活の様子、地形や気候の特色

を生かした野菜や果物、花卉の栽培など自然環境に適応しながら生活している人々の工夫を具体的に

調べることを通して、気候の概要をとらえることができるようにすることが大切である。 

おとうさんからのヒント 
○ 冬には大陸から冷たく強い
北風が吹き、12月から１月に
かけての降水量が多いそうだ。 
○ 東京駅から、距離にして、約
320㎞のところにある。 
○ 東京駅からみて、西の方角に
あるところだ。 
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全正答 
ア、イ、ウに
誤った時刻
を記入 

ア、イ、ウに
誤った動物の
名前を記入 

エ､オに誤
った時刻を
記入 

エ、オに誤っ
た動物の名
前を記入 

エ､オに時刻
を記入 その他 無解答 

19.5％ 23.0％ 3.2％ 7.9％ 1.1％ 0.0％ 1.5％ 43.9％ 

４【問題解決の場面】〔観点…見通す力〕 

遠足の計画を立てる場面において、すべての動物ショーを見るためには、どのように

スケジュールを組んだらよいか結果についての見通しをもつ。 

【問題の概要】 
あかりさんたちは、動物ショーのスケジュール表を用いて水族館での見学の計画を立てることにしました。
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「水族館に到着して、グループ行動が始まる時刻を考えると  ア  に始まる動物ショーは見ることができない。」 

「昼食・休憩の時間帯には広場にいなければならないから、１２：００と１２：３０に始まる動物ショーの他に、 

 イ  からと  ウ  から始まる動物ショーは見ることができない。」 

「帰りの集合時刻を考えると１４：００より後に始まるショーは見られない。」 

「こうやって考えていくと、まず、  エ  の動物ショーは見られる時間帯が１つしかないので決定だ。」 

「すると、午前中の  オ  の動物ショーの時間帯も決定する。」  

「最後に、残った動物のショーを入れれば、計画表が完成する。」 

 

 ア から  ウ  までには、＜動物ショーの開演時刻＞を、 エ  と オ  にあてはまる動物の名前を、

それぞれ一つずつ答えましょう。 
【問題分析】＜正答率（参考値）＞                  

 問題を解くには次のような手順が考えられる。まず、ア、イ、ウの設問については、遠足の
計画表と動物ショーの時刻表を照らし合わせ、見学ができない動物ショーの時刻をはずしてい
く。その際、広場に集まる時間帯と動物ショーの開始時刻や終了時刻が重なっている場合に見
学が可能かどうか判断する。また、エ、オの設問は、動物ショーの開催時間を３０分単位とし
てとらえ、移動時間を踏まえて次の動物ショーの見学時間を設定していく必要がある。 
【授業改善のポイント】 
各教科や総合的な学習の時間の学習において、次のような指導の改善・充実を図っていく必

要がある。 
■ポイント１ 結果を導くための条件を整理して考える指導の充実を図る。 
「見通す力」を育成するためには、結果を導くための条件を整理して考える習慣を身に付け

させることが必要である。例えば、第５学年理科の「植物の発芽」の学習では、植物の種子が
発芽するために必要な環境条件を調べるため、水や空気の条件を一定にし、温度の条件を変え
て比較するなど条件を制御しながら調べ、発芽に必要な要因をとらえていく。このような学習
を継続することにより条件を整理して考える習慣が児童に身に付いていくと考えられる。 
■ポイント２ 結果を見通したり修正を図ったりする指導の充実を図る。 
「見通す力」を育成するためには、結果を予想して観察・実験の計画を立て、必要に応じて

修正を図る学習活動を充実させることが必要である。その際、予想と照らし合わせながら、予
想どおりになったことを確認したり、予想と違う結果が出た場合には、その原因について考え
たりするなどして、理解を深める学習を重ねていくことが大切である。 

９：００ 到着 
 行動の注意（広場） 
９：１０ グループ行動開始 

 動物ショー① 
 動物ショー② 
１２：００ 
  
 

広場集合 
昼食・休憩 

１３：００ グループ行動開始 
 動物ショー③ 
１４：２０ 広場集合 
１４：３０ 出発 

イルカ 

９：００

１０：００

１１：００

１２：００

１３：００

１４：００

１５：００

アシカ 

９：３０ 

１０：３０ 

１１：３０ 

１２：３０ 

１３：３０ 

１４：３０ 

１５：３０ 

ペンギン 

９：００

１０：００

１３：００

１５：００

＜動物ショーの開演時刻表＞ 
＜遠足の計画表＞ 

水族館への到着時刻は９時、出発時刻は１４時３０分です。途中、１２時から１３時は広場に全員が集まって食事をします。あかりさ

んはすべての動物ショーを始めから最後まで見たいと考えています。そこで、あかりさんたちは、どのような順番でグループ行動をする

か計画を立てることになりました。１回の動物ショーは３０分間です。水族館の中のそれぞれの会場の移動には１０分間必要です。 
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５【問題解決の場面】〔観点…表現する力〕 

地球温暖化についてまとめたことを発表する場面において、グラフや表を基にして筋道を立

てて説明する内容を文章で適切に表現する。 

【問題の概要】 
いずみさんたちは、地球温暖化について調べたことをまとめ発表するための原稿を作成しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

〔いずみさんたちが考えた原稿〕の  ア  から  エ  にあてはまる文としてもっともふさわしいものを次の１

から８の中から一つずつ選び、解答用紙のそれぞれのらんに番号を書きましょう。 

１ 東京都では、業務部門とともに家庭部門から出る二酸化炭素の量が平成２年度より平成１９年度の方が増えたこと 
２ 東京都では、運輸部門から出る二酸化炭素の量が平成２年度より平成１９年度の方が増えたこと 
３ 地球の平均気温の変化を見ると、常に一定に保たれていること 
４ 地球の平均気温の変化を見ると、次第に高くなっていること 
５ わたしたち一人一人が、たくさんの電気を使うなどして便利な生活を心がけていくこと 
６ わたしたち一人一人が、こまめに電気を消すなどして節電を心がけていくこと 
７ 家庭で主に電気を使うことによって、たくさんの二酸化炭素を出していること 
８ 家庭で主にごみを出すことによって、たくさんの二酸化炭素を出していること 

【問題分析】 

＜正答率（参考値）＞ 

全正答 

三つ正答のう

ちアに３、イ

に８、ウに２、

エに５を選択 

三つ正答の

うち、左記

以外のもの 

二つ正答のう

ちアに３、イ

に８、ウに２、

エに５を選択

二つ正答の

うち、左記

以外のもの

一つ正答のう

ちアに３、イ

に８、ウに２、

エに５を選択

一つ正答の

うち、左記

以外のもの 
その他 無解答

63.5％ 5.3％ 11.8％ 1.9％ 7.0％ 0.6％ 2.2％ 0.8％ 6.7％ 

設問ア～ウは、地球温暖化を防ぐために伝えたいことを表やグラフを用いて筋道を立てて表現でき

るかどうかをみる問題である。設問エは、文脈に沿って発表者が最も伝えたいことを把握し適切に表

現している文章を選ぶ設問である。 

【授業改善のポイント】 

各教科や総合的な学習の時間において、次のような指導の改善・充実を図っていく必要がある。 

■ポイント１ 図や表を用いて伝えたいことを表現する指導の充実を図る。 

説明を行う場面や状況を適切にとらえ、相手に分かるように発表できる力を身に付けさせることが

大切である。そのためには、相手の立場や状況、発表の目的に応じて、説明する内容を整理して表現

する学習を繰り返し行うことが必要である。また、内容がよりよく伝わるよう表やグラフを適切に選

択したり、資料を提示しながら説明を行ったりするなど、伝える相手を意識して、調べたことやまと

めたことを分りやすく伝える力をはぐくんでいくことが必要である。 

■ポイント２ 思いや考えが伝わった喜びが得られる指導の充実を図る。 

自らの思いや考えを相手に理解してもらえた喜びが得られるような学習の機会を多様に設定する

ことが大切である。そのためには、相手の発表のよい所をほめたり、よりよい発表に向けて話し合い

を行ったりするなど、表現することの楽しさや満足感を得られるよう指導の工夫を図ることが大切で

ある。 

〔いずみさんたちが考えた原稿〕 

わたしたちの生活が地球温暖化に影響していることについて説明をします。 

まず＜資料１＞から、  ア  が分かります。 

これは、地球の大気中にある二酸化炭素の量が増えたことが原因と考えられています。 

次に、＜資料２＞から、  イ  が分かります。 

このことから、家庭部門で二酸化炭素の排出量を減らす必要があると考えます。 

最後に、＜資料３＞から、  ウ  が分かります。 

これらのことから、 エ  が地球規模の環境問題である地球温暖化の防止につながっていくと考えます。 

今こそ、わたしたちで、自分のできることから始めていきましょう。 

※＜資料１＞地球の平均気温の変化、＜資料２＞二酸化炭素の排出量、＜資料３＞二酸化炭素排出量の割合については、巻末の資料

編「児童・生徒の学力向上を図るための調査」問題を参照 
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＜正答率（参考値）＞ 
１ ２(正答) ３ ４ その他 無解答

5.1％ 67.2％ 18.2％ 8.2％ 1.1％ 0.2％

６【問題解決の場面】〔観点…意思決定する力〕 

家族の夕食の献立を考える場面において、おかずのつくり方やつくる時間、手順など複数の条

件を理解し、それらの条件に合った献立を考え、問題を解決する。 

【問題の概要】 
きよしさんは、家庭科で学習したことを生かして、今日の夕ごはんのおかずをつくろうと考え
ました。家庭科のノートには、次のようにおかずのつくり方がまとめてありました。ノートの内
容ときよしさんの考えのとおりにまとめてあるのは、次の１から４の図のうちどれでしょうか。
 

きよしさんの家庭科のノート 
（ ）は必要な時間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【結果分析】 

本問の正答は、選択肢２である。選択肢

１を選んだ誤答の要因としては、おひたし

のつくり方と時間の使い方が関連付けられ

ていないことによるものと考えられる。選

択肢３を選んだ誤答の要因としては、野菜いためのつくり方と時間の使い方が関連付けられていない

ことによるものと考えられる。選択肢４を選んだ誤答の要因としては、きよしさんが考えた「おかず

がたまごだけにならないようにしよう」を読み取ることができていないことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 
各教科や総合的な学習の時間などにおいて、次のような指導の改善・充実を図っていく必要がある。 

■ポイント１ 必要な情報を取り出し関連付けながら読み取る指導の充実を図る。 
複数の資料から必要な情報を取り出し関連付けながら読み取る指導の工夫を図っていくことが大

切である。例えば、第４学年算数科の「伴って変わる二つの量」の学習で、身の回りから、伴って変

わる二つの数量を見付け、数量の関係を表やグラフを用いて表し、調べる算数的活動を設定していく

ことが大切である。 
■ポイント２ 児童自らが活動の計画を立てる指導の充実を図る。 
児童が自分の力で物事を解決していく経験を積むことが大切である。社会科や総合的な学習の時間

などで、自ら課題を見付け、問題解決に向けて、自ら計画を立てて活動する場面を設定することが重

要である。例えば、総合的な学習において「地球温暖化」について調べる場合、既に学習している第

３・４学年社会科の「飲料水、電気、ガスの確保や廃棄物の処理」や、家庭科の「調理の基礎」など

の内容を基に、児童が自ら学習の計画を立てる活動を設定する。また、「ＣＯ２削減 アクション月間」

など実践的な活動なども取り入れ、学習の内容を充実させ、児童が主体的に取り組むことができるよ

うに指導していくことが大切である。 

※ゆでたまご、おひたし、いりたまごの
つくり方は、巻末の資料編「児童・生
徒の学力向上を図るための調査」問題
を参照 

野菜いためのつくり方 

・材料 
 にんじん、たまねぎ、ピーマン、
キャベツ、油、塩、こしょう 
・つくり方  
①野菜をあらう。（５分） 
②野菜を切る。（１０分） 
③フライパンに油を入れ、野菜を
いためる。塩、こしょうで味付
けをする。（５分） 
④もりつける。（５分） きよしさんが考えたこと 

・おかずは二品つくろう。 

・家庭科で学習したつくり方のとおりに作業しよう。 

・準備、かたづけもふくめて、1時間でやってみよう。 

・おかずがたまごだけにならないようにしよう。 

※選択肢２から４は、巻末の資料編「児童・生徒の学力向上を図るための調査」問題を参照 
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７【問題解決の場面】〔観点…問題を発見する力〕 

総合的な学習の時間における問題を発見する場面において、「ごみの分別の仕方」の調査結果

  を分析･考察して、問題を見付ける。 

【問題の概要】 
ともひこさんは、総合的な学習の時間の学習の中で、大

おお

江
え

戸
ど

市
し

の「ごみの分別の仕方」が変わることを知り、そ

のことについて調べて、表にまとめてみました。 

ともひこさんは、まとめた表を見て、いくつかのちがいに気付き、もっとくわしく調べてみたいと思いました。

ともひこさんが調べてみたいと思ったことは、次のアからエまでの中では、どの二つでしょうか。正しい組み合わ

せを下の１から４までの中から一つ選び、番号で答えましょう。 

ア ９月までは、新聞紙、雑誌は「資源ごみ」になっていたのに、１０月からは、「燃えるごみ」になったのは、なぜ

だろうか。 

イ ９月までは、シュレッダーにかけた紙は「燃えるごみ」になっていたのに、１０月からは、「資源ごみ」になっ

たのは、なぜだろうか。 

ウ ９月までは、ペットボトルのキャップなどは「燃えないごみ」になっていたのに、１０月からは、「燃えるごみ」

になったのは、なぜだろうか。 

エ ９月までは、カップめんなどのプラスチック製のようきは「燃えないごみ」になっていたのに、１０月からは、

「資源ごみ」になったのは、なぜだろうか。 
１ アとウ    ２ アとエ    ３ イとウ    ４ イとエ 

ごみの種類 ９月まで １０月から 

燃えるごみ 生ごみ、紙くず、シュレッダーにかけた紙、

紙おむつなど 

生ごみ、紙くず、紙おむつなど 

燃えないごみ せともの、ガラス、ペットボトルのキャップ、

カップめんなどのプラスチック製のようき

など 

せともの、ガラスなど 

粗大ごみ 

（品目別に有料） 

家具、家電製品（エアコン、テレビ、冷蔵庫、

洗濯機）調理器具など 

家具、家電製品（エアコン、テレビ、冷蔵庫、

洗濯機）、調理器具など 

資源ごみ 新聞紙、雑誌、段ボール、ビン、カン、ペッ

トボトル、蛍光管、電池など 

新聞紙、雑誌、段ボール、シュレッダーにか

けた紙、ビン、カン、ペットボトル、ペット

ボトルのキャップ、カップめんなどのプラス

チック製のようき、蛍光管、電池など 

【問題の分析】 

 本問の正答は、イとエの組み合 

わせである選択肢４である。ごみ 

の分別の仕方が変わる前と後の結 

果の表から、何がどのように変わったのか、表を基に比較し、関連付けて、その傾向を読み取り、そ

の課題をとらえる問題である。誤答である選択肢１・２・３を選んだ誤答の要因としては、分別の仕

方を比較し、「燃えるごみや燃えないごみが減少している反面、資源ごみが増加している。」という傾

向を読み取ることができなかったことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 

 各教科や総合的な学習の時間において、次のような指導の改善・充実を図っていく必要がある。 

■ポイント１ 調べたことを表現し、その内容を丁寧に読み取る指導の充実を図る。 

児童が調べたことを文章や表、グラフ等に分かりやすく表現させるとともに、表現した内容から、

「類似している点や共通している点はどこか。」「異なっている点はどこか。」具体的に発問し、共通点

や相違点をとらえることができるような場面を設定することが大切である。 
■ポイント２ 具体的な事象から、その傾向を読み取る指導の充実を図る。 

児童が具体的に調べてきた事物･事象を丁寧に読み取る指導 ＜いつ、どこで、なにが、どのように
なっているのか、それはなぜか、という視点からの発問等＞ を行い、その後、それぞれ分かったこと
から判断する指導 ＜まとめてみると、一言で言うと、どのような傾向があるのか、という視点からの
発問等＞ を行い、調べてきた事物･事象を吟味･検討する場面などを設定することが大切である。 

＜正答率（参考値）＞ 
１ ２ ３ ４（正答） その他 無解答

4.0％ 8.4％ 7.9％ 74.5％ 1.6％ 3.6％ 
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＜正答率（参考値）＞ 
１ ２ ３（正答） ４ その他 無解答

9.9％ 8.4％ 69.0％ 10.3％ 2.3％ 0.1％ 

８【問題解決の場面】〔観点…適用・応用する力〕 

国語科で学習した目的に応じて書いたことを確かめることを用いて、花について説明した文

章をきまりにしたがって確かめ、よりよい説明にする方法について考え、適切に判断する。 

【問題の概要】 
みゆきさんは、次のきまりに従って、花を紹介するカードをつくることになりました。 
 
 
 
 
 
 
みゆきさんは、次のような下書きをつくりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜カードをつくるときのきまり＞にしたがって、みゆきさんのカードで直した方がよいところを話しているのは、
どれですか。次の１から４までの中から一つ選び、番号で答えましょう。 
１ 校庭の草花について、花のことをくわしく書くきまりを守って書いてあるのはいいと思います。 
２ タンポポのことが書いてあるので、様子を思いうかべながら、楽しく読むことができました。 
３ タンポポの葉の写真をのせているので、葉のことについてもくわしく書くといいと思います。 
４ タンポポはどこへ行くと見ることができるのかを書いていないので、書くといいと思います。 

【問題の分析】 

 本問の正答は、選択肢３である。

誤答である選択肢１を選んだ要因

としては、「花のことをくわしく書

くきまりを守って」とあるため、

問題に示されているきまりを正し

く読み取ることができなかったことが考えられる。誤答である選択肢２を選んだ要因としては、「様

子を思いうかべながら、楽しく読むことができました。」とあるため、感想を述べているものを選択

してしまい、直した方がよいところを話しているものをとらえられなかったことが考えられる。誤答

である選択肢４を選んだ要因としては、「タンポポはどこへ行くと見ることができるのかを書いてい

ない。」とあるため、みゆきさんの下書きの本文を正しく読めていないことが考えられる。 

【授業改善のポイント】 

 国語科の学習において、次のような指導の改善・充実を図っていく必要がある。 

■ポイント１ 目的やきまりにしたがって書いたものを見直す指導の充実を図る。 

児童が書いたものを自分で読み返す習慣を付けていくことが大切である。その際、書いた目的やき

まりを確認し、目的やきまりに即して確かめさせることが必要になる。問題のような説明する文章の

場合は、説明する対象や目的が明確なため、見直す視点を具体的に設定することができる。 
■ポイント２ 目的を明確にして交流する指導の充実を図る 

児童が書いたものを読み合ったり、考えを聞き合ったりするような交流の指導場面においては、交

流の目的を明確に設定することが大切である。本問のような、直した方がよいところを伝えるために

交流する場面では、感想だけを述べ合って終わることのないようにする必要がある。 

＜みゆきさんのカードの下書き> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜カードをつくるときのきまり＞ 
○ しょうかいする草花の写真を使うこと。 
○ 写真の説明は必ず書くこと。 
○ 学校のどこへ行くと見ることができるのかについて書くこと。

「タンポポ」 
今月は、みなさんもよく知っている、タンポポをしょ
うかいします。 
タンポポは写真のように、地面をはうようにしてはえ
ています。１年生の学級園に行くとたくさんのタンポポ
を見ることができます。 
タンポポの花は、春にさきます。花は、一つの花のよ
うに見えますが、黄色い小さな花がたくさん集まってで
きています。 
１年生の学級園以外の場所にもはえているので見つけ
てみてください。 
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＜解答率（参考値）＞ 
１ ２ ３ ４（正答） その他 無解答

41.9％ 3.0％ 6.3％ 45.8％ 3.0％ 0％ 

Ⅲ 中学校における問ごとの結果分析と授業改善のポイント 

【結果分析】 

 本問の正答は、選択肢４であ 

る。選択肢１を選んだ生徒は、 

酸性とアルカリ性の性質を反対 

にとらえたことによるものと考えられる。選択肢２及び３を選んだ生徒は、酸性･中性･アルカ

リ性の性質及び食酢･水・重曹の性質をそれぞれ理解できていないことによるものと考えられる。 
【授業改善のポイント】 
理科の学習において、次のような指導の改善・充実を図っていく必要がある。 

■ポイント１ 基礎的・基本的な内容を確実に定着させるため、既習事項を教科横断的に活用

させるなどの学習の工夫を図る。 
理科の学習において、酸とアルカリ、中和については第１学年で、炭酸水素ナトリウムが弱

アルカリであることは第２学年で学んでいる。今回の調査においては、炭酸水素ナトリウムの

性質の理解･定着に課題があり、基礎的･基本的な内容を確実に定着させるために、繰り返し学

習を計画的に行っていく必要がある。例えば、「気体の性質」の単元で、ベイキングパウダーや

重曹から二酸化炭素を発生させ、その主成分が炭酸水素ナトリウムであることをとらえさせ、

生徒に体験的に理解させるとともに、ビデオ等で確認して定着を図る。その後、関連する単元

で扱ったりすることはもちろん、掲示資料で生徒が炭酸水素ナトリウムの性質を思い出す機会

を増やすことが考えられる。さらに、家庭科でベイキングパウダーを使用する際や清掃の時間

に重曹を使用させた際に、理科で習った炭酸水素ナトリウムの性質について触れるなど、教科

横断的に関連付け、意図的・計画的に学習することが考えられる。 

■ポイント２ 日常生活と関連付けて理解させ、理科を学ぶことの意義や有用性を実感する指

導の工夫を図る。 

酢はすっぱいものであることから、酸性であることを予想することができるものであるが、

授業の際に、そのような日常的に使われている酸などの物質との関連が十分に行われていない

ことが考えられる。アルカリについても、同様である。 
日常生活における物質に対する興味･関心を高め、理科を学ぶことの有用性を実感させる工夫

をしていくことが大切である。例えば、日常的に使用されている多くの物質の pH を測定するな

どの実験をさらに取り入れることが考えられる。また、日常生活での酸やアルカリの使用例を

取り上げたり、雨の性質、花壇の土の性質などの調査を行い、さらに酸性雨の原因や土壌を中

和させる方法などを調べたりするなど探究的な学習をさせることも考えられる。 

１【問題解決の場面】〔観点…適用・応用する力〕 

理科で学習した、酸・アルカリ・中和の知識を生かして、重曹・食酢・水を使って汚れ

を落とす場面に適用し、問題を解決する。 

【問題の概要】                        
やすこさんは、祖母の家でからだや環境に害の少ない身近なものを使ってよごれを落としている

ことを聞きました。やすこさんは《重曹と食酢の性質など》を調べ、次の表のようにまとめました。
やすこさんは、家で、次の  《重曹と食酢の性質など》 

ア～ウに付いているよごれを 
落とそうと思います。その際、 
雑巾で水ぶきをするか、よご 
れに重曹か食酢をかけて数分 
置いた後、スポンジ等でふき 
取るかします。次のア～ウの 
よごれを落とすために使うも 
のの組み合わせとして、最も 
適切なものは、下の表の１～ 
４の中ではどれですか。一つ 
選び、番号で答えなさい。 
ア 水あかよごれがついたト 
イレの便器 

イ ほこりよごれがついた勉強机のライト 
ウ 油よごれがついた台所の換気扇 

 性 質 な ど

重
曹 

・炭酸水素ナトリウムとも言う。 
・白い粉状をしていて、水に少しとけ水溶液は pH８.２ぐらいを示す。
・ホットケーキを作るときにふくらし粉として利用できる。 

食
酢 

・小麦やトウモロコシなどの穀物を原料として酒を造り、その後、さ
らに発酵させて作った液体調味料である。 

・サラダドレッシング等を作る材料になる。 

 アに使うもの イに使うもの ウに使うもの 

１ 重曹とスポンジ等 水と雑巾 食酢とスポンジ等

２ 食酢とスポンジ等 重曹とスポンジ等 水と雑巾 

３ 水と雑巾 食酢とスポンジ等 重曹とスポンジ等 

４ 食酢とスポンジ等 水と雑巾 重曹とスポンジ等 
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【結果分析】 

 本問の正答は、選択肢３である。選 

択肢１及び２を選んだ誤答の要因とし 

ては、電車の発車間隔の条件等から発 
車時刻を導き出すことができなかったことによるものと考えられる。選択肢４を選んだ誤答の

要因としては、③のコースの所要時間を正確に導くことができなかったことによるものと考え

られる。また、複数の条件を正確に把握することができなかったことも考えられる。 

【授業改善のポイント】 

各教科や総合的な学習の時間の学習において、次のような指導の改善・充実を図っていく必要がある。 

■ポイント１ 文章と図表などとの関連を考えながら情報を読み取る指導の充実を図る。 

意思決定を行うには、複数の情報を読み取り、分析する能力が必要であり、本問においては、

複数の情報を関連付けて比較する必要がある。このような能力を高めさせるには、例えば、国

語の読むことの指導において、文章と図表等が混在している教材を用いて、図表が文章のどの

部分と関連しているのかを確認したり、比較したりして情報を整理する学習が考えられる。ま

た、新聞、読み物、統計その他の資料に平素から親しめるよう計画的に課題を提示するなど、

適切に活用できるようにすることも大切である。 

■ポイント２ 自分自身の考えをまとめたり、他者に伝えたりする学習活動の充実を図る。 

意思決定を行うためには、情報の整理･分析を行った後、報告書にまとめ、発表するなどの学

習の機会を充実させていくことが大切である。 

例えば、調査結果から考えたことをレポートや新聞などにまとめたり、プレゼンテーション

を行って他者に伝えたりすることが考えられる。このように自らの考えを振り返る学習活動に

より、生徒一人一人の考えや課題が明確になり、意思決定する力が高まると考えられる。 

２【問題解決の場面】〔観点…意思決定する力〕 

動物園で待ち合わせをする場面において、待ち合わせの時刻に間に合うように経路・所

要時間・電車の発車時刻の条件を基に、適切に対応して判断し、問題を解決する。 

【問題の概要】 
ひろこさんの家族とおじさ 

んの家族は、今度の日曜日の 
午前１０時に、動物園の入口 
で待ち合わせをしています。 
ひろこさんの家族は赤川駅ま 
で徒歩で行き、そこから電車 
を利用します。赤川駅から動 
物園までの行き方は、次の３ 
通りです。 
 
 

 
 
 

また、赤川駅から動物園まで行く場合の所要時間は、次のとおりです。 

 
 
 

ひろこさんの家族は、①の行き方で赤川駅を午前９時２５分に発車する電車に乗る予定でしたが、赤川駅に
着いたときには、その電車が発車してしまい、乗り遅れてしまいました。そこで、ひろこさんは、おじさんの
家族との待ち合わせの時刻に必ず間に合わせる行き方について、次のような午前９時台の赤川駅発の動物園線
と赤黒線の発車時刻の情報から考えました。 

 
 
 

ひろこさんが、待ち合わせの時間に必ず間に合わせるために考えた赤川駅から動物園までの行き方として、
最も適切なものは、次の１～４の中ではどれですか。一つ選び、番号で答えなさい。 

１ ①の行き方   ２ ②の行き方   ３ ③の行き方   ４ 必ず間に合う行き方はない。 

＜解答率（参考値）＞ 
１ ２ ３(正答) ４ その他 無解答

19.6％ 18.4％ 45.5％ 16.6％ 0％ 0％ 

①動物園線に乗り、動物園前駅で下車し、徒歩で動物園へ行く。
②赤黒線に乗り、青岩駅で下車し、徒歩で動物園へ行く。 
③赤黒線に乗り、黒山駅で下車し、徒歩で動物園へ行く。 
なお、普通電車はどの駅にもとまりますが、急行電車は青岩駅にはとまりません。 

・赤川駅から動物園前駅までの動物園線は、１０分間隔で発車しています。 
・赤川駅から青岩駅や黒山駅までの赤黒線は、普通電車が午前９時３分から１０分間隔で、急行電
車が午前９時ちょうどから１５分間隔で発車しています。 

・赤川駅から動物園前駅まで普通電車で２４分、動物園前駅から動物園まで徒歩で２分 
・赤川駅から青岩駅まで普通電車で２０分、青岩駅から動物園まで徒歩で１２分 
・赤川駅から黒山駅まで普通電車で２６分、急行電車で２０分、黒山駅から動物園まで徒歩で８分 
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３【問題解決の場面】〔観点…適用・応用する力〕 

国語科で学習した書くことにかかわる知識を生かして、電子メールの特性を考慮して、

内容を正確に伝えられるように考え、適切に判断する。 
【問題の概要】 
 高畑さんは、「自分の木計画」というものを知り、生徒会の取組としたいと考え、説明会に出席し
た。質問は電子メールとなっており、先生に書き方について相談をし、次のような助言を受けた。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
【問題分析】 
 本問の正答は、選択肢４である。 
選択肢１の文章は、一般的な手紙と 

同じ書き方であり、電子メールの特性 
から派生する文章の書き方を理解できずに書かれたものである。選択肢２の文章は、「箇条書き」
という助言には合っているものの、「相手を大切にする」という手紙一般の留意点を押えずに書
かれている。選択肢３の文章は、助言にもかかわらず電子メール特有の状況を配慮しておらず、
また、自分の都合を優先した書きぶりは公的な文章としては不適切である。 
【授業改善のポイント】 
国語科の学習において、次のような指導方法の改善・充実を図っていく必要がある。 

■ポイント１ 目的や意図に応じ、構成等を工夫して表現する技能を身に付ける指導の充実を  
       図る。 
 目的や意図に応じて、文章を組立てる指導の充実を図る必要がある。様々な目的や状況、相
手を設定し、それらの条件に応じた語彙

い

選択や文章の組立てを考えて表現する活動を意図的・
計画的に行うことが求められる。例えば、職場体験における「お礼の手紙」を書くことなどで
ある。 
■ポイント２ 様々な通信媒体の特性を考慮し表現する技能等を身に付ける指導の充実を図る。 
電子メール、ファクシミリ等の様々な通信媒体の特質を踏まえ、文章を組立てる指導の充実

を図る必要がある。その際には、それぞれの媒体のもつ特性、長所・短所を、実体験を想起し
て話し合わせることが大切である。その上で、様々な目的や状況、相手を設定し、より生活場
面に即した、日常生活において活用できる表現力を身に付けさせることが求められる。例えば、
同じ内容を、電子メール、ファクシミリ、手紙、電話等の違う媒体で書き分けることなどである。 
 

１ ２ 
件名 【重要】はじめまして 件名 「自分の木計画」についての質問 

本 
 

文 

拝啓 
こよみの上ではもう春ですね。お元気ですか。  
「自分の木計画」の説明会に参加させていただきありがとう
ございました。 
 説明をうかがいましたが，いくつか分からないことがあり
ました。質問をしたいと考えましたが，よろしいですか？ 
 もし，質問してよろしければお返事ください。 
寒い日が続きますがお体を大切にしてください。 

敬具 
２月５日 
              大江戸中学校 高畑おさむ 
ご担当者様 

本 
 

文 

 
この前はどうもありがとうございました。 
 
●プレートに書く言葉で，使ってはいけない言葉はあ
るのか？ 

 
●もし，木が折れたりしてだめになったときは，プレ
ートをもらえるのか？ 

 

３ ４ 
件名 ★高畑おさむと申します 件名 自分の木計画係様へ 質問 

本 
 

文 

大江戸中学校の生徒会の役員をしています。たまたま
インターネットで「自分の木計画」を知り，これはいい
計画だ！と思い，説明会に参加しました。ぼくらの学校
の名前やメッセージが街路樹として残るなんて最高で
す！でも，説明会を聞いても分からないことがありまし
た。他の役員たちに説明するために質問をします。 
プレートに書く言葉で，使ってはいけない言葉があります
か？もし，木が折れたりしてだめになったときにプレートは捨
てないで学校にもらえますか？あさってみんなに話したいの
で，明日までにお返事ください。よろしく願いします。この計
画を応えんしています！ 

本 
 

文 

「自分の木計画」ご担当者様 
 私は高畑おさむと申します。 
  
 大江戸中学校の２年生で，生徒会役員をしています。
「自分の木計画」を学校の取組にしたいと思い，説明会
に参加しました。 
 説明をうかがって，質問が二つあります。  
・プレートに書く言葉で，使ってはいけない言葉があります
か？例えば，固有名詞など。 
・木が折れたりしてだめになったときは，プレートを捨てな
いで学校にもらえますか？ 

以上，２点です。お返事よろしくお願いします。 

【助 言】 
言葉づかいに気を付けるなど、相手を大切にすることは電子メールでも手紙と同じですよ。他にも、気を付けてほし
いことがあります。相手の方にはたくさんの電子メールが届いているかもしれないし、何人かで一台のパソコンを使っ
ているかもしれません。そのため、「件名」を工夫して内容やあて先がすぐに分かるようにすることが必要ですね。相
手の方はとてもいそがしいかもしれないので、読んですぐに用件・用事が分かるように「本文」を書きましょう。その
ために書く内容を整理し、箇条書きにするなど書き表し方の工夫をしましょう。 

＜解答率（参考値）＞ 
１ ２ ３ ４(正答) その他 無解答 
5.7％ 12.7％ 2.1％ 79.5％ 0％ 0％ 
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【結果分析】 

本問の正答は、選択肢１であり、パ 

ン焼き機をパン生地コースで使用した 

後、すぐに食パンの自動コースで使用 

するとともに、発酵等の間にオーブンの予熱を済ませてしまうものである。選択肢２はパン焼

き機を連続して使用するものの、発酵等の間に食パンの自動コースを同時に行わないもので、

選択肢３はオーブンを使用する間にパン焼き機を使用するものの、発酵等の間に食パンの自動

コースを同時に行わないものである。選択肢４は食パンの自動コースとパン生地コースをパン

焼き機で同時に使えるとしたものである。これらの誤答の要因としては、複数の情報を正確に

読み取ることができなかったことによるものと考えられる。 
【授業改善のポイント】 

各教科や総合的な学習の時間の学習において、次のような指導の改善・充実を図っていく必要がある。 

■ポイント１ 情報を分かりやすく整理し、表現する力を身に付けさせる指導の充実を図る。 

 本問のように比較すべき内容が複数ある場合には、全体を見通した上で、どのような方法で

情報の整理や分析を行うのかを決定する必要がある。本問においては、複数の情報を数直線な

どを用いて、時間軸に並べて分かりやすく図式化して比較するとよい。 

このような力を身に付けさせるためには、例えば、目的に応じて表や適切なグラフを選択し、

情報を整理する学習が考えられる。また、グラフの縦・横軸の決定や目盛り間隔の設定など、ど

のような方法で表すと分かりやすいかを考える学習活動を充実することが大切である。その際、

他者と意見交換を行い、異なる視点からの検討を行うことも学習の質を高めるために有効である。 
■ポイント２ 目的を明確にし、解決のために考える学習活動の充実を図る。 

見通す力を付けさせるためには、教師がどのように考えさせたいのかを意識し、考えるため

の学習活動を位置付けていくことが大切である。例えば、国語科、社会科、数学科及び総合的

な学習の時間において、調査した結果を、比較する、分類する、序列化する、関連付ける、多

面的･多角的な視点で考えるなどの考えるための具体的な手法を学ぶ機会を意図的・計画的に位

置付けていくことが大切である。 

４【問題解決の場面】〔観点…見通す力〕 

食パンとロールパンを作る場面において、自動パン焼き機とオーブンの説明書の情報か

ら、短時間でできる方策を考え、できあがる時間を予想する。 
【問題の概要】 
たかしさんたち兄弟は、昼に食べる食パン１斤とバターロール１２個を作ることになりました。食パンは自

動パン焼き機だけを使い作ります。バターロールは自動パン焼き機でパン生地を作り、その後パン生地をオー
ブンで焼いて作ります。たかしさんの家には、自動パン焼き機とオーブンはそれぞれ１台あります。自動パン
焼き機は、１回に食パンは１斤、パン生地はバターロール１２個分まで作ることができ、オーブンは、１回に
バターロール９個まで焼くことができます。 
パンの作り方と作るときにかかる最短の時間については、《自動パン焼き機とオーブンの説明書》の中に次

のように書いてありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自動パン焼き機とオーブンを使い、できるだけ短時間で食パンとバターロールを完成させる方法を正しく述

べているものは、次の１～４の中ではどれですか。一つ選び、番号で答えなさい。 
１ 初めにバターロールのパン生地を作り、パン生地ができてから完成させる間に、食パンを作り始めれば、
最初に自動パン焼き機をスタートさせてから３時間で全部できあがるね。 
２ 初めに食パンを作り、バターロールのパン生地を作る間に、オーブンを温め始めれば、最初に自動パン
焼き機をスタートさせてから２時間５０分で全部できあがるね。 
３ 初めにバターロールのパン生地を作り、バターロールを焼く間に、食パンを作り始めれば、最初に自動
パン焼き機をスタートさせてから４時間２０分で全部できあがるね。 

４ 初めに食パンを作り、食パンを作る間にバターロールの生地を作り始めれば、最初に自動パン焼き機を
スタートさせてから３時間１０分で全部できあがるね。 

＜解答率（参考値）＞ 
１(正答) ２ ３ ４ その他 無解答
38.0％ 33.1％ 13.9％ 15.1％ 0％ 0％ 

食パンを作る工程 
食パン１斤は、自動パン焼き機に材料を入れて「食パンコース」をスタートさせると自動的に１時間５
０分でできあがります。 
バターロールを作る工程 
バターロール１２個は、自動パン焼き機に材料を入れて「パン生地コース」をスタートさせると１時

間でパン生地ができあがります。その後、パン生地を取り出し、小さく分けて巻き、発酵させます。そ
のために合計１時間３０分かかります。 
オーブンは、あらかじめ温めておく必要があり、そのために１０分かかります。その中に発酵させた

パン生地を入れて焼くと１回１５分でできあがります。 
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５【問題解決の場面】〔観点…適用・応用する力〕 

数学科で学習した、関数の知識を生かして、タイルの張り方と廊下や教室の大きさから、

結果を予想して問題を解決する。 
【問題の概要】 
すすむさんの学校では、ＰＴＡのみなさんの協力で、学校の廊下のビニールタイルを張り直すことになりま

した。 

 
 
 
 
 
 
 

現在、すすむさんの学校には、補修用として「う
すい水色のビニールタイル」が１５００枚、「青
色のビニールタイル」が２０枚あります。しかし、
この枚数では、２階の廊下をすべて張り直す前
に、２種類のビニールタイルのどちらか一方が先
になくなってしまいます。 
３－１の教室の前の廊下から、ビニールタイル

を張っていったときに、どちらか一方のビニール
タイルが先になくなる位置は、次の１～４の中で
はどれですか。一つ選び、番号で答えなさい。 
１ ３－１の教室の前   ２ ３－２の教室の前   ３ 職員室の前   ４ ３－５の教室の前 
 

【問題の分析】 

 本問の正答は、選択肢３である。選択 

肢１を選んだ誤答の要因としては、≪ビニール 

タイルの張り方≫の①や②の条件を読み 

取ることができず、「青色のビニールタイル２０枚だけを張っていくものとして処理してしまっ

た」ことによるものと考えられる。また、選択肢２を選んだ誤答の要因としては、≪ビニール

タイルの張り方≫の④の条件に関して、「廊下の真ん中に張る長方形のビニールタイルを１／２

枚ではなく１枚として処理してしまった」ことによるものと考えられる。選択肢４を選んだ誤

答の要因としては、≪廊下や教室の大きさ≫の②の条件について、「３－１から３－５の教室の

前までの廊下の長さを誤って処理してしまった」ことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 

 数学科の学習において、次のような指導の改善・充実を図っていく必要がある。 

■ポイント１ 日常の事象にある数学を論理的に考察する指導の充実を図る。 

身の回りにある事象について、事柄や場面を数学的にとらえて解釈することや、根拠を明ら

かにしながら自分の考えを数学的に表現させることが大切である。例えば、１５００ｍ走を７

分で走るには、１００ｍ当たり何秒で走ればよいかを考え、さらに時間と道のりの関係を表・

グラフ・式で表し、速さの意味を理解させる指導を行うことが考えられる。 
■ポイント２ 具体的な事象の中にある数量について考察する指導の充実を図る 

事象の中にあるいくつかの数量の中から見いだした二つの数量について、その間の変化や対

応について調べ、関数関係をとらえて表現し考察させることが大切である。また、二つの数量

の読み取り方により、それぞれの関係の中でどのように変化しているかということを比較させ

ることが大切である。 
 

①【図１】のような２階の廊下を「うすい水色のビニールタイル」と「青色のビニールタイル」の２種類の
ビニールタイルで張り直します。 

②３－１の教室の前から３－５の教室の方へ、【図２】のようにすき間なく張っていきます。 
③「右側通行」をさせるために、廊下の真ん中に幅１５ｃｍの「青色のビニールタイル」を【図２】のよう
に３枚ごとに張っていきます。 

④ビニールタイルは一辺が３０ｃｍの正方形です。廊下の真ん中に張る長方形の部分については、【図３】
のように一辺が３０ｃｍのものを切って使います。 

①「廊下の幅」は、どこも２．５５ｍです。
②教室や職員室、校長室の前の「廊下の長さ」は、
【図１】のとおり、それぞれ９ｍ、１３．５ ｍ、 
４．５ｍです。また、「階段の前のろう下の長さ」
は、６ｍです。 

＜解答率（参考値）＞ 
１ ２ ３(正答) ４ その他 無解答
9.0％ 27.4％ 52.7％ 9.9％ 0％ 0.9％
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６【問題解決の場面】〔観点…問題を発見する力〕 

町中にある３つの医院の「診療科目や診療時間、休診日」と調剤薬局の「営業時間」な

どが書かれている看板の情報を比較し、問題を見いだす。 

【問題の概要】 
あきこさんが住んでいる町の駅前に、内科、皮膚科、歯科の３つの医院と１つの薬局が集まったビルができ

ました。 
１年生のときに、職場訪問で医院を訪問し、医者の仕事について学習したあきこさんは、そのビルの前にあ

る医院の「診療科目や診療時間、休診日」や薬局の「営業時間」などが書かれている下の≪看板≫を見て、「平
日の水曜日に休診の医院が多いのは、なぜだろう」と思いました。さらにあきこさんは、≪看板≫を見ている
うちに、いくつかの疑問をもち、調べてみようと考えました。 
≪看板≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「平日の水曜日に休診の医院が多い」ということ以外に、あきこさんがもったと考えられる疑問として適切

なものは、次の１～４の中ではどれですか。二つ選び、番号で答えなさい。 
１ 調剤薬局が年中無休で、日曜日にも営業しているのはなぜだろうか。 
２ 建物の１階に、調剤薬局があるのはなぜだろう。 
３ すべての医院の診療開始の時間が同じなのはなぜだろう。 
４ 歯科医院が、他の医院より診療時間が長いのはなぜだろう。 

【問題の分析】 

 本問の正答は、選択肢２と４である。 

選択肢１は、「年中無休で、日曜日にも 

営業している」とあるが、これを選択し 

た生徒は、調剤薬局の看板から、日曜日 

には営業しているが、祝日は休業であり、年中無休ではないという情報を正しく読み取ること

ができなかったことによるものと考えられる。選択肢３は、「すべての医院の診療開始の時刻

が同じ」とあるが、これを選択した生徒は、３つの医院の３枚の看板の情報を比較しながら正

しく読み取ることができなかったことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 

 各教科や総合的な学習の時間の学習において、次のような指導の改善・充実を図っていく必

要がある。 

■ポイント１ 与えられた情報を確実に理解させるための指導の充実を図る。 

本問では、使用されている記号や数値などがもつ意味を十分に理解し、それらの記号や数値

などが表わしている情報を、生徒自身の具体的な生活に置き換えて状況を把握させることが必

要である。これらのことを通して、生徒は事象の中に疑問を見いだすとともに、それらを起因

とする問題点に気付き、主体的に問題解決に取り組むことができる。各教科や総合的な学習の

時間の指導において、生徒が与えられた表やグラフなどの情報を確実に読み取り、理解するこ

とができるための指導を充実することが大切である。 
■ポイント２ 複数の事柄や場面などを焦点的・多面的にとらえさせる指導の充実を図る。 

本問では、一つの看板にある複数の種類の情報について考察したり、四つの看板に共通する

情報について比較したりすることが必要である。それぞれの情報から特徴的な内容を見いだす

とともに、それらの情報などを見直すことで、生徒が感じた疑問を具体的な問題へと整理する

ことができる。複数の事柄や場面などの情報について、焦点的・多面的に考察させる指導を充

実することが大切である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○は診療及び営業を示し，休は休診及び休業を示します。 

４Ｆ 内科    「えどがわ内科医院」 
診療時間 月 火 水 木 金 土 日

 9:00～12:00 ○ ○ 休 ○ ○ ○ ○

15:00～19:00 ○ ○ 休 ○ ○ 休 休

休診日：水曜日、祝日    電話 １２３４－＊＊＊１ 

２Ｆ 歯科    「はちおうじ歯科医院」

診療時間 月 火 水 木 金 土 日

 9:00～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休

14:00～21:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休

休診日：日曜日，祝日   電話 １２３４－＊＊＊３ 

３Ｆ 皮膚科   「せたがや皮膚科医院」 
診療時間 月 火 水 木 金 土 日

9:30～12:30 ○ ○ 休 ○ ○ ○ 休

15:00～18:00 ○ ○ 休 ○ ○ 休 休

休診日：水曜日，日曜日，祝日 電話 １２３４－＊＊＊２ 

１Ｆ 調剤薬局  「しんじゅく薬局」 
診療時間 月 火 水 木 金 土 日

9:00～13:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13:00～20:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休

休業日：祝日       電話 １２３４－＊＊＊４ 

＜解答率（参考値）＞ 
２と４

(正答) 

２と１

２と１

１と３

１と４
１と３  その他 無解答

47.9％ 15.7％ 26.2％ 2.1％ 7.8％ 0.3％ 
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【結果分析】 

 本問の正答は、選択肢２である。 
 選択肢１を選んだ誤答の要因として 
は、ハンカチ代と送料を合わせて２０ 
００円以内という料金の条件を読み取 
れていないことによるものと考えられる。選択肢３・４を選んだ誤答の要因としてはハンカチ
を１月２８日に送り、２月８日の誕生日前に届けるという所要日数の条件を読み取れていない
ことによるものと考えられる。 
 これらの誤答の要因の他に、基本的な語彙

い

や文法の理解ができていないことも考えられる。 
【授業改善のポイント】 
 英語科の学習において、次のような指導の改善・充実を図っていく必要がある。 
■ポイント１ 基本的な英語の語彙や文法を身に付ける指導の改善を図る。 
 英語の文を読み取るためには、基本的な語彙と英語に独特な語順や修飾関係などの文法を身
に付けることが必要不可欠である。授業では基本的な語彙や文法の暗記を繰り返すとともに、
覚えた語彙や文法を音声や身体を使った活動と組み合わせることで、それらが定着していくと
考えられる。活動例としては、単語や英文の聞き取り、身振りを付けて買い物や道案内などの
場面を音読する、英単語のカルタを使用するなどの活動が考えられる。 
 
■ポイント２ 英文の概要や大切な部分を読み取る指導の充実を図る。 
 本問のように、ある程度まとまった長さの英文を「読むこと」については、一語一語の意味
や一文一文の解釈にとらわれるのではなく、手がかりとなる語句や表現を見付け、英文の大ま
かな流れや中心となる事柄を的確にとらえて内容を読み取ることが重要である。例えば、物語
では、主人公は誰か、話がどのように展開していくかなどを、説明文では、何についての説明
なのか、大切な部分はどこなのかを的確に読み取れることができるようにする。そのために、
事前に手がかりとなる語句や表現をヒントとして与えたり、内容に関係する絵や写真を示すこ
となどで、概要や大切な部分を読み取ることができるようになると考えられる。 
 

７【問題解決の場面】〔観点…適用・応用する力〕 
友人に誕生日プレゼントを送る場面において、英語科で学習した「読むこと」に関する

知識・技能を用いて、英語で書かれた Hanna の発言を読み、最もふさわしいプレゼントを
送る方法について考え、適切に判断する。 

【問題の概要】 
新宿区に住んでいるHannaは、オーストラリアのブリスベンにいる友人のCathyのために、誕生

日のプレゼントとして、ハンカチを贈ろうとしています。次の《Hannaの発言》と下の表にある
《送り方と料金・所要日数》をふまえた上で、彼女の希望通りハンカチを送ることができる方法
として適切なものは、下の１～４の中ではどれですか。一つ選び、番号で答えなさい。 

               《Hanna の発言》 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 国際スピード郵便   ２ 航空便  ３ エコノミー航空便  ４ 船便 

 Yesterday I went to a department store to buy a birthday 
present for Cathy.  I had two thousand yen to buy and send a 
present to her then.  I found a beautiful handkerchief there.  
And I bought it for Cathy.  It was one thousand and two 
hundred yen.   

Today is January 27 and Cathy’s birthday is February 8.  I 
hope she will get this handkerchief before her birthday.  So 
I’m going to send it to her tomorrow.  

料金・所要日数 

送り方 

料金 
発送してから Cathy にプレゼント

が届くまでの所要日数 

国際スピード郵便 １２００円 ５日間 

航空便 ５１０円 ７日間 

エコノミー航空便 ３８０円 ２週間 

船便 ２２０円 ２か月間 

１ ２(正答) ３ ４ その他 無解答

24.4％ 42.2％ 25.0％  8.1％ 0.0％  0.3％
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＜解答率（参考値）＞ 
１（正答） ２ ３ ４ その他 無解答

26.2% 24.4% 31.0％ 17.5％ 0％ 0.9％ 

８【問題解決の場面】〔観点…適用・応用する力〕 

ヒントカードに示された都道府県の位置を東から順番に並べる場面において、社会科

で学習した地理的事象及び歴史的諸事象にかかわる知識及び情報などを用い、都道府県

の地域的特色及び位置関係について適切に考察・判断し、問題を解決する。 
【問題の概要】 

大江戸中学校の選択教科で社会を学習している生徒たちは、近くの大江戸小学校の社会科クラブと交流会

を行うことになりました。そこで、社会科クラブの児童たちを楽しませるために、３つのヒントから都道府

県名を当てるクイズを出すことを考え、都道府県ごとにヒントを３つ書いたカードを作成しました。次の４

枚のカードはその一部です。 
選択社会担当の先生は、「社会科クラブの 

児童だから、都道府県のことにくわしい児 
童もいると思うよ。少し難しい問題も考え 
ていくとよいでしょう。」というアドバイ 
スをしてくれ、次のような例題を私たちに 
示しました。 
 
 
 
 
 
１  Ａ → Ｂ → Ｃ → Ｄ 

２  Ａ → Ｃ → Ｂ → Ｄ 

３  Ｄ → Ｂ → Ｃ → Ａ 

４  Ｄ → Ｃ → Ｂ → Ａ 
 
【結果分析】 
本問の正答は、選択肢１である。
選択肢２を選んだ生徒は、カード
Ｃが示す県とカードＢが示す県の
特色をとらえることができなかっ
た、あるいは、ＢとＣとの位置関
係を正しくとらえることができなかったことによるものと考えられる。選択肢３を選んだ生徒
は、カードＡが示す県とカードＤが示す県の特色をとらえることができなかった、あるいは、
周囲の県との位置関係を正しくとらえることができなかったことによるものと考えられる。選
択肢４を選んだ生徒は、順番を全く逆に並べてあるため、カードＡ～カードＤそれぞれの示す
県の特色と位置を分かっていたものの、方位に基づく位置関係を正しくとらえることができな
かったことによるものと考えられる。 
【授業改善のポイント】 
社会科の学習において、次のような指導の改善・充実を図っていく必要がある。 

■ポイント１ 日本の諸地域の地域的特色を実感を伴って理解できる指導の充実を図る。 
 日本の諸地域の特色をとらえさせるには、地理的事象を知識として身に付けさせるだけでな
く、生徒が実際の様子を思い浮かべたり、確かなイメージをもてたりできるような指導の工夫
を図ることが必要である。例えば、景観写真や絵図を用いて視覚的にとらえさせることに加え
て、景観写真や絵図に見られる諸事象を地図や他の事象と関連させてとらえさせたり、学んだ
ことを自ら再構成し、自分の言葉で表現させたりする学習活動を取り入れることが考えられる。 
■ポイント２ 都道府県の位置関係を正確にとらえさせる指導の工夫を図る。 
都道府県の位置関係を正確にとらえさせるには、都道府県の位置を知識として覚えさせるだけで
はなく、それらを相互に関係付ける指導の工夫を図る必要がある。例えば、白地図を用いて、ある
都道府県を拠点に方位や距離に基づいてその位置をとらえさせたり、都道府県の学習において学ん
だことを整理する学習活動に取り組ませる際に、周囲との位置関係や関係性に着目させてとらえさ
せる指導が考えられる。 

ＡからＤまでの中で、東に位置するも

のから順番に並べるとどのようになり

ますか？ 

Ａ 
①この県の南端

なんたん

に位置する地域では，黒

潮の影
えい

響
きょう

で，冬でもほとんど霜
しも

が降り

ません。 

②石橋山の戦いで敗れた源頼
より

朝
とも

がたどり

着いた場所があり，当時安
あ

房
わの

国
くに

といわ

れました。 

③この県の西部は湾
わん

に面しており，東部

には砂
すな

浜
はま

海岸が広がっています。 

Ｂ 
①この県は，周囲を山々で囲まれており，

海に面していません。 

②戦国時代には，武田信
しん

玄
げん

によって，信

玄堤
つつみ

と呼ばれる堤防
ていぼう

が築かれ，その一

部は今も残っています。 

③八地方区分では東京都と同じ地方では

ありませんが，首
しゅ

都
と

圏
けん

に属しています。

 

Ｃ 
①この県では，季節風の影響で冬の降雪

量が多くなります。 

②県庁所在地が，江戸時代，前田氏を藩
はん

主
しゅ

とする加賀藩の城下町として栄えまし

た。 

③北部が，海に大きくつき出た「半島」

になっています。 

Ｄ 
①日本の標準時子午線とされている，東

経１３５度線は，この県を通っていま

す。 

②平安時代，平清盛によって大
おお

輪
わ

田
だの

泊
とまり

が

建設され，日
にっ

宋
そう

貿易の拠
きょ

点
てん

となったと

ころです。 

③この県の北部と南部は，海に面してい

ますが，気候の特色は異なります。 
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９【問題解決の場面】〔観点…表現する力〕 

 学芸発表会のポスターの原画が決定したことを説明する場面において、ポスターの原
画とポスターの原画を作成するときの注意事項を基にして、説明原稿の内容を文章で適切
に表現する。 

【問題の概要】 

 生徒会長のきよし君は、全校生徒に対してポスターの原画が決定したことと、決 

定した理由について説明するために、《説明原稿》を作りました。 

ポスターの原画の募集要項には、あらかじめ《ポスターの原画を制作するときの 

注意事項》が次のように示されていました。 

 
 

 

 

《説明原稿》の中の、 ①～③に当てはまる文として最も適切なものは、下の１ 

～７の中ではどれですか。それぞれ一つずつ選び、番号で答えなさい。 

 

【結果分析】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本問の正答は、７－５－３の順序で解答したものである。類型２の誤答の要因としては、注意事
項と説明原稿の文面及びポスター原画からの情報を、詳細な部分まで読み取り、各情報を照らし合
わせたうえで説明原稿の①②③にあてはまる条件として表現することができなかったことによる
ものと考えられる。類型３、類型４、類型５の誤答の要因としては、注意事項と説明原稿の文面か
ら正しく情報を読み取ることができなかったことに加え、ポスターの原画からも正しく情報を読み
取ることができず、照らし合わせて表現することができなかったことによるものと考えられる。 
【授業改善のポイント】 
各教科や総合的な学習の時間等において、次のような指導方法の改善・充実を図っていく必

要がある。 
■ポイント１ 資料に基づいて説明や発表をしたり、意見を述べたりする指導の充実を図る。 
 生徒が、情報の整理・分析を行った後、自分自身の考えをまとめ、表現する学習活動を重視する
必要がある。例えば、美術科の授業において鑑賞の活動を行う際、作品に対する自分の考えや思い
とともに、作者の意図や制作上の特徴等の作品に関する情報を把握した上で、自分の考えを表現す
ることなどが考えられる。その際、そのような考えに至った根拠を説明し、自分の価値意識をもっ
て批評し合う活動を行うことなどが考えられる。 
■ポイント２ 文章等の中心的な部分と付加的な部分を分け、要約する指導の充実を図る。 
 生徒が、文章等の表現されたものについて中心的な部分と付加的な部分を区別し、要約したり要
旨をとらえたりする技能を身に付けることができるように指導の充実を図る必要がある。例えば、
国語科の学習において説明的文章について、論の展開の中心となる部分とそれを支える例示や引
用されている部分とに分けて要点をとらえたり、文学的な文章を主要な登場人物の行動や出来事だ
けを抽出し、あらすじとしてまとめたりする学習活動を行うことなどが考えられる。 

《ポスターの原画を制作するときの注意事項》 

１ できるだけ保護者や地域の方に、学芸発表会の内容が分かるようにしてください。 

２ 学芸発表会の題目や日時等の文字は、絵の中にあとから入れるので、その場所を空けておいてください。

《説明原稿》 
先日、全校生徒のみなさんから募集した、「大江戸中学校学芸発表会」のポスターの原画が決定しましたので、お知らせします。 

生徒会役員で大江戸中学校の学芸発表会のポスターの原画に、最もふさわしい作品として、この一枚を選びました。これから、この 
作品を選んだ理由を説明します。まず、ポスターの原画の募集要項に示された《ポスターの原画を制作するときの注意事項》を基に表

現されているかどうかを検討しました。その中には、「１ できるだけ保護者や地域の方に、学芸発表会の内容が分かるようにしてくだ
さい。」と示してあるので、 ① 。また、「２ 学芸発表会の題目や日時等の文字は、絵の中にあとから入れるので、その場所を空け
ておいてください。」と示してあるので、 ② 。さらに、大江戸中学校の伝統である生徒が仲良く頑張る姿をアピールしたいという

こともあり、 ③ 以上の理由から、この作品を大江戸中学校の学芸発表会のポスターの原画に決定しました。なお、このポスターが

完成した後、校内と学区域に掲示します。 
１ できるだけ絵の少ない、シンプルなものにしました。 
２ 日時、場所、会場などの情報が詳しく入っているものにしました。 
３ 合唱コンクールで、仲間と共に団結して歌う姿が描かれているものにしました。 
４ 全ての教科で、展示発表を行う様子が描かれているものにしました。 
５ 文字を入れる場所がきちんとイメージできるものにしました。 
６ できるだけ詳しく内容が伝わるよう、画面いっぱいに絵が描かれているものにしました。 
７ 舞台や展示で発表される内容が描かれているものにしました。 

＜解答率（参考値）＞ 
回答類型 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

答え 7-5-3 
（正答） 

2 つ正答で 
①に 2･4･6、 
②に 1、 
③に 4･6 
を選んだもの 

2 つ正答
で左記以
外を選ん
だもの 

1 つ正答で 
①に 2･3･4･6、
②に 1、 
③に 4･6･7 
を選んだもの

1 つ正答
で左記以
外を選ん
だもの 

その他 無回答

割合 37.0% 32.8% 4.8% 9.9% 7.2% 7.5％ 0.6% 
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１ 調査の概要 

本意識調査は、次の四点の事項について第４学年及び第５学年の児童に質問した。 

 (1) 各教科（国語・社会・算数・理科）及び総合的な学習の時間の授業について 

・各教科等の授業の楽しさの程度について  ・各教科等の内容の理解の程度について 

 (2) 各教科及び総合的な学習の時間（以下、総合と記す）の内容が理解できるための要因について 

   上記(1)で、「授業がよく分かる」、又は「どちらかといえば分かる」と答えた児童を対象に質問

した。 

   ・学習方法に関して ・教員の姿勢に関して ・学習者の姿勢に関して ・その他 

 (3) 問題解決への取組等について 

   ・学習内容の日常生活への活用、問題解決への姿勢、調べ方やまとめ方の計画 など 

 (4) 生活や行動等について 

・読書の時間量 ・生活面における自立の程度 ・社会貢献への意識や行動 など 

 

２ 調査結果の概要        

(1) 各教科等の授業について  

 ① 授業は楽しいですか 

 

 

 

 

 

 

 

第４学年において、授業が「楽しい」「少し楽しい」と答えた児童の割合は、国語が83.6％、

社会が 74.6％、算数が 82.3％、理科が 92.6％、総合が 88.2％である。その中で、「楽しい」

Ⅰ 小学校における学習に関する意識調査の結果について 

平均正答率（％） 授業の楽しさと 

平均正答率との関係 国語（第4学年） 算数（第4学年） 

楽しい 85.9 77.3 

少し楽しい 81.8 
83.5 

70.3 
74.3 

あまり楽しくない 77.6 64.4 

楽しくない 71.1 
76.3 

57.3 
62.6 
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と答えた児童の割合は、理科が69.2％、総合が58.5％、算数が47.5％、国語が34.9％、社会

が30.8％である。「あまり楽しくない」と答えた児童の割合は、社会が20.1％、国語が12.8％、

算数が12.7％、総合が7.4％、理科が5.2％である。 

第５学年においては、授業が「楽しい」「少し楽しい」と答えた児童の割合は、国語が78.5％、

社会が 71.7％、算数が 76.4％、理科が 86.2％、総合が 87.4％である。その中で、「楽しい」

と答えた児童の割合は、総合が57.6％、理科が54.7％、算数が39.3％、社会が31.1％、国語

が29.7％である。「あまり楽しくない」と答えた児童の割合は、社会が21.9％、算数が16.9％、

国語が16.8％、理科が9.8％、総合が7.7％である。 

第４学年と第５学年とを比較してみると、授業が「楽しい」と答えた児童の割合は、第４学

年よりも第５学年の方が低い傾向が見られる。その差は、国語が5.2ポイント、算数が8.2ポ

イント、理科が 14.5 ポイント、総合が 0.9 ポイントである。理科は、他の教科より差が大き

くなっている。一方、社会は、第５学年の方が0.3ポイント高くなっている。 

平均正答率との関連で見ると、全ての調査で、授業が「楽しい」「少し楽しい」と答えた児童

の平均正答率は、「あまり楽しくない」「楽しくない」と答えた児童の平均正答率よりも高く、

昨年度の本調査の結果と同様の傾向が見られる。その差については、第４学年の国語が7.2ポ

イント、算数が11.7ポイントである。 

  

② 授業の内容はどのくらい分かりますか 

 

 

 

 

 

 

 

第４学年において、授業の内容が、「よく分かる」及び「どちらかといえば分かる」と答えた

児童の割合は、国語が88.0％、社会が80.4％、算数が87.7％、理科が92.3％、総合が86.4％

となっている。その中で、「よく分かる」と答えた児童の割合は、理科が 59.2％と４教科及び

総合の中で最も高く、算数が51.4％、総合が50.4％、国語が39.9％、社会が33.0％と続いて

平均正答率（％） 授業の内容と 

平均正答率との関係 国語（第４学年） 算数（第４学年） 

よく分かる 88.5 79.7 

どちらかといえば分かる 80.4 
84.1 

67.6 
74.7 

どちらかといえば分からない 70.3 57.0 

ほとんど分からない 56.7 
68.8 

43.4 
54.7 
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いる。「どちらかといえば分からない」と答えた児童の割合は、社会が 16.7％と他の教科より

も高くなっている。 

第５学年において、授業の内容が、「よく分かる」及び「どちらかといえば分かる」と答えた

児童の割合は、国語が88.5％、社会が81.9％、算数が84.9％、理科が89.4％、総合が87.8％

となっている。その中で、「よく分かる」と答えた児童の割合は、総合が 52.3％と４教科及び

総合の中で最も高く、理科が51.4％、算数が47.0％、国語が41.1％、社会が38.6％と続いて

いる。「どちらかといえば分からない」と答えた児童の割合は、社会が 15.3％と他の教科より

も高くなっている。 

第４学年と第５学年とを比較してみると、授業が「よく分かる」と答えた児童の割合は、理

科と算数については昨年同様、第４学年より第５学年の方が低い傾向が見られる。その差につ

いては、理科が7.8ポイント、算数が4.4ポイントである。特に理科は、差が大きくなってい

る。一方、国語、社会、総合は、第５学年の方が高くなっており、社会が5.6ポイント、総合

が1.9ポイント、国語が1.2ポイントそれぞれ高くなっている。 

平均正答率との関連で見ると、全ての調査で、授業が「よく分かる」「どちらかといえば分か

る」と答えたグループの平均正答率が、「どちらかといえば分からない」「ほとんど分からない」

と答えたグループの平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向が見られる。

その差については、第４学年の国語が15.3ポイント、算数が20.0ポイントである。 

 

(2) 授業の内容が分かる要因について 

   次の表は、授業の内容が分かる要因について、児童が教科等ごとに選んだ事柄の中で、第４学年

又は第５学年のいずれかで10％を超えているものを示したものである。(数字は回答率、複数回答) 

 

 質 問 内 容 第４学年 第５学年

自分は読書が好きだから 39.3％ 40.3％ 

自分で調べたり、考えたりする授業が多いから 37.9％ 38.8％ 

出された宿題をきちんとやっているから 41.1％ 37.9％ 

自由に考えを発表しあい、考えを深める授業が多いから 32.8％ 36.0％ 

国語の授業での先生の教え方がていねいだから 38.1％ 35.9％ 

塾や家庭で教えてもらっているから 32.0％ 31.6％ 

自分で課題を選んで学習する授業があるから 20.4％ 24.3％ 

分からないときには自分で調べるから 17.1％ 16.5％ 

分からないときには学校の先生に聞くから 19.6％ 16.5％ 

国 

 

語 

授業中にくり返し学習する時間があるから 19.0％ 16.2％ 

 質 問 内 容 第４学年 第５学年

世の中のできごとを知ることが好きだから 36.1％ 42.1％ 

社会の授業での先生の教え方がていねいだから 31.5％ 33.4％ 

調べたいことを自分で決めて調べる授業が多いから 26.5％ 32.1％ 

実際に体験する授業が多いから 39.7％ 31.9％ 

自由に考えを発表しあい、考えを深める授業が多いから 21.0％ 25.3％ 

出された宿題をきちんとやっているから 26.2％ 25.1％ 

塾や家庭で教えてもらっているから 21.1％ 24.0％ 

分からないときには自分で調べるから 15.6％ 16.9％ 

授業中にくり返し学習する時間があるから 14.5％ 13.9％ 

分からないときには学校の先生に聞くから 16.0％ 13.7％ 

 

社 

 

会 

授業で専門家の人の話が聞けるから 10.4％  8.6％ 
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いずれの教科等においても授業が分かる要因として比較的多く選ばれているものは、例えば次

のとおりである。これらは、昨年度の本調査の結果と同様の傾向を示すものである。 

 

 

 

 

 

また、教科等ごとに見ると、次のような教科等の特性に関するものが要因として多く選ばれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 質 問 内 容 第４学年 第５学年

算数の問題にはいろいろな解き方があるから 57.1％ 55.9％ 

コースに分かれた少人数の学習があるから 46.3％ 51.6％ 

自分で解き方を考え、進める授業が多いから 41.7％ 45.3％ 

ものを使ったり、実際に体験したりする授業が多いから 39.6％ 37.9％ 

塾や家庭で教えてもらっているから 34.9％ 37.2％ 

出された宿題をきちんとやっているから 39.0％ 36.4％ 

算数の授業での先生の教え方がていねいだから 36.9％ 35.6％ 

自由に考えを発表しあい、考えを深める授業が多いから 24.8％ 26.3％ 

授業中にくり返し学習する時間があるから 24.7％ 25.7％ 

分からないときには学校の先生に聞くから 20.3％ 20.2％ 

算 

 

数 

 

分からないときには自分で調べるから 13.0％ 12.8％ 

 質 問 内 容 第４学年 第５学年

観察したり、実験したりする授業が多いから 83.0％ 81.8％ 

自分で予想し、それを確かめる授業が多いから 63.9％ 66.7％ 

観察や実験をした後に、しっかりまとめをする授業が多いから 61.0％ 61.3％ 

理科の授業での先生の教え方がていねいだから 35.3％ 34.3％ 

塾や家庭で教えてもらっているから 21.0％ 23.3％ 

自由に考えを発表しあい、考えを深める授業が多いから 21.7％ 23.1％ 

出された宿題をきちんとやっているから 25.9％ 22.4％ 

分からないときには学校の先生に聞くから 15.7％ 14.5％ 

授業中にくり返し学習する時間があるから 14.5％ 12.7％ 

理 

 

科 

分からないときには自分で調べるから 14.0％ 12.5％ 

 
 質 問 内 容 第４学年 第５学年

グループになって、共同して学習するから 55.8％ 61.0％ 

実際に体験したり、調査・見学したりする授業が多いから 46.6％ 49.0％ 

調べたいことを自分で決めて調べる授業が多いから 36.8％ 41.9％ 

教科で習った学習を生かすことができるから 28.6％ 32.8％ 

調べたことを発表しあい、考えを深める授業が多いから 25.3％ 28.6％ 

総合的な学習の時間の授業での先生の教え方がていねいだから 26.2％ 25.4％ 

出された宿題をきちんとやっているから 23.4％ 20.2％ 

博物館や郷土資料館等の地域にある施設を活用するから 25.8％ 20.1％ 

分からないときには自分で調べるから 15.3％ 16.9％ 

分からないときには学校の先生に聞くから 16.9％ 14.9％ 

総 

合

的

な

学

習

の

時

間 専門家や地域の人の話が聞けるから 15.8％ 15.1％ 

■学習方法等に関するもの  …「自分で調べたり、考えたり、体験したりする授業」「自由に考えを発表しあ

い、考えを深める授業」 

■児童の学習姿勢に関するもの…「自分で課題を選んで学習する」「調べたいことを決めて調べる」「解き方を

考え、進める」「予想して確かめる」「宿題をきちんとやる」 

■教師の姿勢に関するもの  …「先生の教え方がていねい」 

◆国語…「読書が好きだから」39.3％(第4学年) 40.3％(第5学年)      

 ＜第４学年では昨年度より0.7ポイントの減少、第５学年では昨年度より2.1 ﾎﾟｲﾝﾄの増加＞ 

◆社会…「世の中のできごとを知ることが好きだから」36.1％(第4学年) 42.1％(第5学年) 

＜第４学年では昨年度より1.9ポイントの減少、第５学年では昨年度より1.0 ﾎﾟｲﾝﾄの増加＞ 

◆算数…「算数の問題にはいろいろな解き方があるから」57.1％(第4学年) 55.9％(第5学年) 

＜第４学年では昨年度より2.3ポイントの減少、第５学年では昨年度より2.5 ﾎﾟｲﾝﾄの減少＞ 

…「コースに分かれた少人数の学習があるから」46.3％(第4学年) 51.6％(第5学年)  

＜第４学年では昨年度より0.8ポイントの減少、第５学年では昨年度より0.9 ﾎﾟｲﾝﾄの減少＞ 

◆理科…「観察したり実験したりする授業が多いから」83.0％(第4学年) 81.8％(第5学年) 

＜第４学年では昨年度より1.6ポイントの減少、第５学年では昨年度より2.1 ﾎﾟｲﾝﾄの増加＞ 

◆総合的な学習の時間…「グループになって、共同して学習するから」55.8％(第4学年) 61.0％(第5学年) 

＜第４学年では昨年度より1.5ポイントの減少、第５学年では昨年度より1.1 ﾎﾟｲﾝﾄの増加＞ 
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(3) 問題解決への取組等について 

① 必要な情報を得るために本や新聞を読むようにしているか 

 

 

 

 

 

 

 
「している」「たいていしている」と答えた児童の割合は、第４学年は53.4％、第５学年は
58.2％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると第４学年については、0.6ポイントの減少、
第５学年については、0.5ポイントの増加である。 
第４学年を平均正答率との関連で見ると、国語、算数のいずれにおいても、「している」「た
いていしている」と答えた児童の平均正答率は「しないことが多い」「しない」と答えた児童
の平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

 

② 学校で学習した内容を日常生活にも活用しようとしているか 

 

 

 

 

 

 

 

「している」「たいていしている」と答えた児童の割合は、第４学年は69.7％、第５学年は
68.2％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると第４学年については、0.7ポイントの増加、
第５学年については、増減なしである。 
第４学年を平均正答率との関連で見ると、国語、算数のいずれにおいても、「している」「た
いていしている」と答えた児童の平均正答率は、「しないことが多い」「しない」と答えた児童
の平均正答率よりも高くなっており、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

平均正答率（％） 情報収集のための読書や新聞を

読むことと平均正答率との関係 国語（第４学年） 算数（第４学年） 

している 86.8 77.9 

たいていしている 83.7 
84.8 

74.0 
75.4 

しないことが多い 80.8 70.4 

しない 75.9 
79.7 

64.6 
69.0 

平均正答率（％） 学習内容の活用への意識と 

平均正答率との関係 国語（第４学年） 算数（第４学年） 

している 86.3 77.7 

たいていしている 83.1 
84.2 

73.2 
74.9 

しないことが多い 79.1 67.9 

しない 73.1 
78.2 

60.6 
66.8 
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③ 疑問に思ったことを自分で調べて解決しようとしているか 

 

 

 

 

 

 

「している」「たいていしている」と答えた児童の割合は、第４学年は59.9％、第５学年は

56.2％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると第４学年については、1.3ポイントの増加、

第５学年については、0.5ポイントの増加である。 

第４学年を平均正答率の関連で見ると、国語、算数のいずれにおいても、「している」「たい

ていしている」と答えた児童の平均正答率は、「しないことが多い」「しない」と答えた児童の

平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

 

④ 結果を予想しながら、調べ方やまとめ方などの計画を立てているか 

 

 

 

 

 

 

 

「している」「たいていしている」と答えた児童の割合は、第４学年は64.7％、第５学年は
62.6％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると第４学年については、0.7ポイントの増加、
第５学年については、1.5ポイントの増加である。 
第４学年を平均正答率の関連で見ると、国語、算数のいずれにおいても、「している」「たい
ていしている」と答えた児童の平均正答率は、「しないことが多い」「しない」と答えた児童の
平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

平均正答率（％） 自己解決への意識と 

平均正答率との関係 国語（第４学年） 算数（第４学年） 

している 86.2 78.2 

たいていしている 83.9 
84.7 

74.4 
75.6 

しないことが多い 80.3 69.2 

しない 73.9 
79.1 

60.9 
67.7 

平均正答率（％） 調査計画の立案と 

平均正答率との関係 国語（第４学年） 算数（第４学年） 

している 85.6 77.4 

たいていしている 83.4 
84.2 

73.9 
75.2 

しないことが多い 80.3 68.9 

しない 73.8 
79.1 

60.1 
67.3 
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⑤ 相手や目的を考えながら、話したり書いたりしているか 

 

 

 

 

 

 

「している」「たいていしている」と答えた児童の割合は、第４学年は71.9％、第５学年は
72.6％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると第４学年については、0.6ポイントの増加、
第５学年については、0.9ポイントの増加である。 
第４学年を平均正答率の関連で見ると、国語、算数のいずれにおいても、「している」「たい
ていしている」と答えた児童の平均正答率は、「しないことが多い」「しない」と答えた児童の
平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

 

(4) 生活や行動等について 

① 読書を毎日およそどのくらいするか 

 

 

 

 

 

 

「読書をすることはない」と答えた児童の割合は、第４学年が15.6％、第５学年が15.4％で
あり、昨年度の本調査の結果と比較すると第４学年については、0.7 ポイントの減少、第５学
年については、1.6ポイントの減少である。 
第４学年を平均正答率との関連で見ると、１日に「１時間～２時間未満」の読書をする児童
の平均正答率は、国語、算数のいずれにおいても最も高くなっており、昨年度の本調査の結果
と同様の傾向である。 

平均正答率（％） 読書をすることと 

平均正答率との関係 国語（第4学年） 算数（第4学年） 

2時間以上 87.6 77.5 

1時間～2時間未満 88.4 79.2 

30分～1時間未満 86.3 76.7 

30分未満 81.0 70.8 

読書することはない 75.0 64.3 

平均正答率（％） コミュニケーション能力と 

平均正答率との関係 国語（第４学年） 算数（第４学年） 

している 85.7 76.2 

たいていしている 83.2 
84.1 

73.3 
74.4 

しないことが多い 79.2 68.7 

しない 71.8 
77.9 

60.2 
67.3 
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② 学校に行く前に朝食を食べるか 

 

 

 

 

 

 

 

朝食を「必ず食べる」「たいてい食べる」と答えた児童の割合は、第４学年が96.2％、第５
学年が96.2％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると、第４学年については、0.6ポイン
トの増加、第５学年については、0.7ポイントの増加となっている。 
第４学年を平均正答率との関連で見ると、朝食を「必ず食べる」と答えた児童の平均正答率
は、国語、算数のいずれにおいても最も高くなっており、昨年度の本調査の結果と同様の傾向
である。 

 

③ 学校へ持っていく物を前日か、その日の朝に確かめるか 

 

 

 

 

 

 

 

前日、又は、その日の朝に学校に持っていく物を「確かめる」「たいてい確かめる」と答えた 
児童の割合は、第４学年が85.3％、第５学年が85.2％であり、昨年度の本調査の結果と比較す
ると、第４学年については、昨年度よりも1.0ポイントの増加、第５学年については、0.2ポ
イントの増加となっている。 
平均正答率との関連で見ると、学校に持っていく物を確かめる頻度が高い児童ほど平均正答 
率が高くなっており、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

平均正答率（％） 朝食を食べることと 

平均正答率との関係 国語（第４学年） 算数（第４学年） 

必ず食べる 83.5 73.9 

たいてい食べる 76.2 
82.8 

63.3 
72.9 

食べないことが多い 71.0 56.9 

食べない 66.8 
70.0 

54.7 
56.4 

平均正答率（％） 持ち物を確かめることと 

平均正答率との関係 国語（第４学年） 算数（第４学年） 

確かめる 84.9 75.5 

たいてい確かめる 81.2 
83.7 

70.7 
73.9 

確かめないことが多い 76.4 65.2 

確かめない 69.9 
75.1 

57.9 
63.7 
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④ 身の回りのことを自分でしようとしているか 

 
 
 
 
 
 
 
 
身の回りのことを自分で「している」「たいていしている」と答えた児童の割合は、第４学年
は83.8％、第５学年は85.5％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると、第４学年について
は、昨年度よりも0.7ポイントの増加、第５学年については、1.1ポイントの増加となっている。 
第４学年を平均正答率との関連で見ると、国語、算数のいずれにおいても、「している」「た
いていしている」と答えた児童の平均正答率は、「しないことが多い」「しない」と答えた児
童の平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 
 
⑤ 自分は根気強いほうだと思うか 

 
 
 
 
 
 
 
 
自分は根気強いほうだと思うかについて、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答え
た児童の割合は、第４学年は64.0％、第５学年は61.5％であり、昨年度の本調査の結果と比較
すると、第４学年については、昨年度よりも0.2ポイントの減少、第５学年については、0.7
ポイントの増加となっている。 
第４学年を平均正答率との関連で見ると、国語、算数のいずれにおいても、「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」と答えた児童の平均正答率は、「どちらかといえばそう思わない」「思
わない」と答えた児童の平均正答率より高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

平均正答率（％） 身辺自立と 

平均正答率との関係 国語（第４学年） 算数（第４学年） 

している 84.8 75.1 

たいていしている 82.6 
83.6 

72.8 
73.8 

しないことが多い 77.6 66.5 

しない 66.8 
76.4 

54.5 
65.3 

平均正答率（％） 根気強さと 

平均正答率との関係 国語（第４学年） 算数（第４学年） 

そう思う 83.8 75.3 

どちらかといえばそう思う 83.4 
83.5 

74.0 
74.4 

どちらかといえばそう思わない 81.2 69.9 

思わない 78.1 
80.7 

65.0 
69.1 
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⑥ 家の手伝いや地域の役に立つことをしているか 

 
 
 
 
 
 
 
 

家の手伝いや地域の役に立つことを「続けてしている」「ときどきしている」と答えた児童の

割合は、第４学年は83.5％、第５学年は81.5％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると、

第４学年については、昨年度よりも0.1ポイントの減少、第５学年については、0.9ポイント

の減少となっている。 

第４学年を平均正答率との関連で見ると、国語、算数のいずれにおいても、「続けてしてい

る」「ときどきしている」と答えた児童の平均正答率は、「１、２度したことはある」「まったく

したことがない」と答えた児童の平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向

である。 

 
⑦ 将来、社会や人のために役立つ仕事がしたいか 

 
 
 
 
 
 

 

 

将来、社会や人のために役に立つ仕事がしたいかについて、「そう思う」「どちらかといえば

そう思う」と答えた児童の割合は、第４学年は80.7％、第５学年は82.8％であり、昨年度の本

調査の結果と比較すると、第４学年については、昨年度よりも1.0ポイントの増加、第５学年

平均正答率（％） 家の手伝いなどと 

平均正答率との関係 国語（第４学年） 算数（第４学年） 

続けてしている 83.1 72.9 

ときどきしている 83.5 
83.4 

73.7 
73.4 

1、2度したことはある 79.1 69.0 

まったくしたことがない 70.7 
77.7 

58.6 
67.3 

平均正答率（％） 社会貢献への意識と 

平均正答率との関係 国語（第４学年） 算数（第４学年） 

そう思う 84.5 75.1 

どちらかといえばそう思う 82.2 
83.5 

71.9 
73.7 

どちらかといえばそう思わない 79.2 68.1 

思わない 73.8 
78.0 

62.6 
66.9 



－130－ 

については、1.3ポイントの増加となっている。 

第４学年を平均正答率との関連で見ると、国語、算数のいずれにおいても、「そう思う」「ど

ちらかといえばそう思う」と答えた児童の平均正答率は、「どちらかといえばそう思わない」「思

わない」と答えた児童の平均正答率よりも高くなっており、昨年度の本調査の結果と同様の傾

向である。 

 

３ 指導の改善に向けて 

本調査の結果から、確かな学力の向上を図るための指導上の改善点について提言する。 

 

(1) 授業改善のための視点 

① 基礎的･基本的な知識・技能の習得を図る指導の徹底 

本調査の結果を踏まえ、児童の学習のつまずきがどこにあるのか、そのつまずきの原因は何

かを明らかにし、児童一人一人の学習のつまずきに応じた具体的な方策を立てる必要がある。

その際、「改訂版 児童・生徒の学習のつまずきを防ぐ指導基準（東京ミニマム）」を効果的に

活用するなどして、指導の充実を図っていくことが大切である。 

② 個に応じた指導の充実 

    児童が「授業が分かる」理由として、「コースに分かれた少人数の学習があるから」、「いろい

ろな解き方があるから」、「くり返し学習する時間があるから」、「～好きだから」、「教え方がて

いねいだから」等、を挙げている。 

 このことから、児童・生徒の興味･関心、習熟の程度など、児童･生徒の実態を把握し、その

実態に応じた指導法の工夫を図ることが大切である。その際、指導（評価）計画を組織的に作

成・実施・評価・改善（ＰＤＣＡサイクル化）を図っていくことに留意する必要がある。 

③ 読み解く力を高める指導の工夫 

読書と国語、算数の正答率の関連をみると、１日に読書を「１時間から２時間未満」行うと

回答した児童の平均正答率は、国語、算数のいずれにおいても最も高くなっている。また、情

報収集のための読書や新聞を読むことと国語、算数の正答率の関連をみると、必要な情報を得

るために本や新聞をよく読んでいると回答した児童の国語、算数の正答率は、いずれにおいて

も最も高くなっている。また本年度の「基礎的･基本的事項に関する調査」結果から、「文脈を

読み取り、適切に判断する」ことや「必要な情報を正しく取り出し、それらの関係を読み取る

こと」について課題があることが明らかになっている。 

このことから、児童の読み解く力の指導の工夫を図っていく必要がある。具体的には、各教

科等の授業において、①文章や図表、グラフ等から、解決に必要な情報を正確に取り出す活

動、②取り出した複数の情報を、相互に比較したり、関連付けたりして読み取る活動、③読み取

った内容を既存の知識や技能、経験と照らしながら、意図や背景、理由を推論して解決する活動等を設定

することが考えられる。 

④ 「調べて考え、考えたことを表現する」活動の充実 

「楽しい」「分かる」と実感している児童には､学習内容が定着しているととらえることがで

きる。また、授業の内容が分かる要因のうち、比較的、回答率が高いものとして、「自分で予想

し、それを確かめる授業」「自分で解き方を考え、進める授業」「実際に体験する授業」「自分で

調べたり、考えたりする授業」が挙げられている。 

このことから、｢調べて考え、考えたことを表現する活動｣の充実が求められる。児童自らが

観察や実験、調査･取材活動等の体験的な活動をとおして、感じたことや考えたことを表現する

活動や、調べた事実と解釈を明確に分けて表現する活動、互いに考えを表現し合う活動を設定

することにより、自らの考えを広げ、深められるようにすることが大切である。 
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このような｢調べて考え、考えたことを表現する活動｣を各教科等の年間指導計画に明確に位

置付け、計画的に実践を積み重ねていく必要がある。 

⑤ 言語環境の整備 

「相手や目的を考えながら、話したり書いたりしているか」という質問に対して、「している」

「たいていしている」と答えた児童の平均正答率は、国語、算数のいずれにおいても、そうで

ないと答えた児童の平均正答率よりも高い。言語は、論理や思考、コミュニケーション、感性・

情緒の基盤となるものである。 

したがって、教員自身が適切な言葉で話すこと、黒板などに正確で丁寧な文字を書くこと、

教員と児童間の話し言葉が適切に使われること、児童相互の話し合いが目的や状況に応じて適

切に行われるような場面をつくること、日頃から多様なテキストや辞書等を活用した授業を行

うことなど、日頃から言語環境を整備しておくことが大切である。 

⑥ 教科の特性に応じた指導方法の工夫 

  「授業の内容がよく分かる・どちらかといえば分かる」と答えた児童に教科ごとの理由を質

問したところ、国語科では「自由に考えたことを発表し合い、考えを深める授業が多い」、社会

科では「実際に体験する授業が多い」、算数科では「いろいろな解き方があるから」、理科では

「観察したり実験したりする授業が多いから」などを挙げている。 

このことから、教科の特性に応じた学習方法を行うことにより、児童は「授業が分かる」と

実感していることが考えられる。 

したがって、各教科等の指導に当たっては、教科の学習の特性に応じた指導の工夫を図って

いく必要がある。例えば、理科では、自分なりの仮説（予想・理由）を立ててから、観察や実

験を行い、その結果や考察を表やグラフ、レポート等にまとめたりするなど理科の学習の特性

に応じた指導を行っていくことが大切である。 

(2) 学習習慣の確立に向けて－家庭との連携を図る－ 

本調査及びこれまでの調査結果から、各教科等において「授業の内容が分かる」要因として、

児童は「出された宿題をきちんとやっているから」を多く挙げている。また、文部科学省が実

施した、「平成21年度全国学力・学習状況調査」では、「家で自分で計画を立てて勉強をしてい

ますか。」について、「している」「どちらかといえばしている」と回答した児童（東京都小学校

第６学年）の平均正答率は、「あまりしていない」「全くしていない」と回答した児童の平均正

答率よりも高い。 

このことから、確かな学力の向上を図るためには、児童が主体的に学習しようとする意欲を

高めるとともに、学習習慣を身に付けさせることが重要である。 

そのためには、宿題等の課題を与える場合には、日々の授業との関連等を十分考慮し、家庭

での学習が毎日の学校での学習や生活に役立つ意識をもてるようにするとともに、保護者への

説明及び協力を呼びかけるなど家庭と連携を図っていくことが大切である。 

(3) 生活や行動面での指導の充実 

本年度及びこれまでの調査の結果から､基本的な生活習慣の一層の確立や根気強さの育成､社

会の一員としての自覚を高めることが､学習を支える大切な基盤になることが明らかとなった。 

したがって、学校全体の取組として、授業規律を確立し、意図的・計画的な指導を行い、児

童が規則正しい生活を送ることができるよう指導することが大切である。また、学校や学級の

中で児童が果たす役割を明確にし、社会の一員としての自覚を高める指導の工夫を図っていく

必要がある。 
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１ 調査の概要 

本意識調査は、次の四点の事項について第１学年及び第２学年の生徒に質問した。 

 (1) 各教科（国語・社会・数学・理科・英語）及び総合的な学習の時間の授業について 

・各教科等の授業の楽しさの程度について  ・各教科等の内容の理解の程度について 

 (2) 各教科及び総合的な学習の時間（以下、総合と記す）の内容が理解できるための要因について 

    上記(1)で、「授業がよく分かる」、又は「どちらかといえば分かる」と答えた生徒を対象に質

問した。 

   ・学習方法に関して ・教員の姿勢に関して ・学習者の姿勢に関して ・その他 

 (3) 問題解決への取組等について 

   ・学習内容の日常生活への活用・問題解決への姿勢・調べ方やまとめ方の計画 など 

 (4) 生活や行動等について 

・読書の時間量 ・生活面における自立の程度 ・社会貢献への意識や行動 など 

 

２ 調査結果の概要        

(1) 各教科等の授業について  

 ① 授業は楽しいですか 

 

 

 

 

 

 

 

第１学年において、授業が「楽しい」「少し楽しい」と答えた生徒の割合は、国語が75.0％、

社会が73.5％、数学が63.7％、理科が74.4％、英語が69.7％、総合が72.5％である。その中

Ⅱ 中学校における学習に関する意識調査の結果について 

平均正答率（％） 授業の楽しさと 

平均正答率との関係 国語（第1学年） 数学（第1学年） 

楽しい 76.2 71.8 

少し楽しい 73.2 
74.3 

65.0 
67.4 

あまり楽しくない 70.8 60.3 

楽しくない 66.2 
69.9 

54.1 
58.7 
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で、「楽しい」と答えた生徒の割合は、社会が32.0％、理科が31.7％、総合が28.7％、英語が

28.4％、国語が 26.5％、数学が 22.5％である。「あまり楽しくない」と答えた生徒の割合は、

数学が26.6％、英語が22.1％、社会が20.4％、国語が19.7％、総合が19.6％、理科が19.5％、

である。 

第２学年においては、授業が「楽しい」「少し楽しい」と答えた生徒の割合は、国語が68.1％、

社会が70.2％、数学が58.3％、理科が69.4％、英語が64.4％、総合が68.4％である。その中

で、「楽しい」と答えた生徒の割合は、社会が29.3％、理科が26.6％、総合が24.8％、英語が

23.0％、国語が 22.0％、数学が 19.3％である。「あまり楽しくない」と答えた生徒の割合は、

数学が29.4％、英語が25.4％、国語が24.5％、理科が22.6％、社会が22.0％、総合が22.0％

である。 

第１学年と第２学年とを比較してみると、授業が「楽しい」と答えた生徒の割合は、第１学

年よりも第２学年の方が低い傾向が見られる。その差は、国語が4.5ポイント、社会が2.7ポ

イント、数学が3.2ポイント、理科が5.1ポイント、英語が5.4ポイント、総合が3.9ポイン

トである。英語・理科は他の教科より差が大きくなっている。 

平均正答率との関連で見ると、第１学年の国語及び数学において、授業が「楽しい」「少し

楽しい」と答えた生徒の平均正答率は、「あまり楽しくない」「楽しくない」と答えた生徒の平

均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向が見られる。その差については、第

１学年の国語が4.4ポイント、数学は8.7ポイントと大きな差が出ている。 

  

② 授業の内容はどのくらい分かりますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均正答率（％） 授業の内容と 

平均正答率との関係 国語（第1学年） 数学（第1学年） 

よく分かる 80.5 76.6 

どちらかといえば分かる 73.1 
75.3 

65.5 
69.7 

どちらかといえば分からない 64.4 54.4 

ほとんど分からない 56.2 
63.6 

43.4 
51.9 
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第１学年において、授業の内容が、「よく分かる」及び「どちらかといえば分かる」と答えた

生徒の割合は、国語が81.1％、社会が70.9％、数学が69.0％、理科が69.3％、英語が71.1％、

総合が77.0％となっている。その中で、「よく分かる」と答えた生徒の割合は、英語が30.9％

と５教科及び総合の中で最も高く、総合が28.0％、数学が26.3％、社会が25.7％、国語が24.8％、

理科が 22.1％と続いている。「どちらかといえば分からない」と答えた生徒の割合は、理科が

25.2％と他の教科よりも高くなっている。 

第２学年において、授業の内容が、「よく分かる」及び「どちらかといえば分かる」と答えた

生徒の割合は、国語が76.0％、社会が70.3％、数学が63.8％、理科が63.5％、英語が66.1％、

総合が73.9％となっている。その中で、「よく分かる」と答えた生徒の割合は、社会が25.9％

と５教科及び総合の中で最も高く、英語が25.6％、総合が25.5％、数学が23.4％、国語が21.7％、

理科が 19.8％と続いている。「どちらかといえば分からない」と答えた生徒の割合は、理科が

28.7％と他の教科よりも高くなっている。 

第１学年と第２学年とを比較してみると、授業が「よく分かる」と答えた生徒の割合は、第

１学年より第２学年の方が低い傾向が見られる。その差については、国語が3.1ポイント、数

学が 2.9 ポイント、理科が 2.3 ポイント、英語が 5.3 ポイント、総合が 2.5 ポイントである。

特に英語は他の教科より差が大きくなっており、社会は0.2ポイント第２学年の方が高い。 

平均正答率との関連で見ると、全ての調査で、授業が「よく分かる」「どちらかといえば分か

る」と答えたグループの平均正答率が、「どちらかといえば分からない」「ほとんど分からない」

と答えたグループの平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向が見られる。

その差については、第１学年の国語が11.7ポイント、数学が17.8ポイントである。 

 

(2) 授業の内容が分かる要因について 

   次の表は、授業の内容が分かる要因について、生徒が教科等ごとに選んだ事柄の中で、第１学年

又は第２学年のいずれかで10％を超えているものを示したものである。(数字は回答率、複数回答) 

 質 問 内 容 第１学年 第２学年 

国語の先生の教え方がていねいだから 46.5％ 42.2％ 

自分は読書が好きだから 26.5％ 24.7％ 

自分で調べたり、考えたりする授業が多いから 26.0％ 24.7％ 

自由に考えを発表しあい、考えを深める授業が多いから 18.3％ 15.0％ 

塾や家庭で教えてもらっているから 14.0％ 13.5％ 

国語を教えてくれる先生が好きだから 13.6％ 13.5％ 

授業中に繰り返し学習する時間があるから 13.9％ 13.2％ 

分からないときには学校の先生に聞くから 11.2％ 10.9％ 

国 

 

語 

自分で予習や復習をしているから 11.6％  8.5％ 

 

 質 問 内 容 第１学年 第２学年 

社会の先生の教え方がていねいだから 41.9％ 40.0％ 

世の中のできごとを知ることが好きだから 30.8％ 30.3％ 

自分で調べたり、考えたり、体験したりする授業が多いから 20.5％ 20.3％ 

授業中に繰り返し学習する時間があるから 14.5％ 15.3％ 

社会を教えてくれる先生が好きだから 13.0％ 13.7％ 

分からないときには自分で調べるから 11.2％ 11.8％ 

社 

 

会 

自分で予習や復習をしているから 12.6％ 11.6％ 
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 いずれの教科等においても授業が分かる要因として比較的多く選ばれているものは、例えば

次のとおりである。これらは、昨年度の本調査の結果と同様の傾向を示すものである。 

 

 

 

 

 

 質 問 内 容 第１学年 第２学年

観察・実験をした後に、しっかりまとめをする授業が多いから 42.2％ 38.5％ 

自分で調べたり、考えたり、観察・実験したりする授業が多いから 46.9％ 36.8％ 

理科の先生の教え方がていねいだから 31.2％ 30.7％ 

分からないときには学校の先生に聞くから 11.8％ 12.2％ 

授業中に繰り返し学習する時間があるから 10.3％ 11.9％ 

理科を教えてくれる先生が好きだから 9.3％ 10.4％ 

理 

 

科 

自分で予習や復習をしているから 13.6％  9.9％ 

  質 問 内 容 第１学年 第２学年

授業でALT（外国人の先生など）が教えてくれるから 39.0％ 32.5％ 

塾や家庭で教えてもらっているから 28.5％ 31.4％ 

英語の先生の教え方がていねいだから 34.3％ 30.3％ 

授業中に繰り返し学習する時間があるから 23.8％ 20.2％ 

自分で予習や復習をしているから 17.4％ 14.9％ 

自分で調べたり、考えたりする授業が多いから 14.9％ 14.1％ 

分からないときには学校の先生に聞くから 13.4％ 13.0％ 

分からないときには自分で調べるから 11.1％ 10.9％ 

英語を教えてくれる先生が好きだから 9.5％ 10.4％ 

英 

  

 

語 

自由に考えを発表しあい、考えを深める授業が多いから 10.0％ 9.0％ 

 

■学習方法等に関するもの  …「自分で調べたり、考えたり、体験したりする授業」「自由に考えを発表し

合い、考えを深める授業」 

■生徒の学習姿勢に関するもの…「自分で課題を選んで学習する」「調べたいことを決めて調べる」「解き方 

を考え、進める」「予想して確かめる」「自分で予習や復習をする」 

■教師の姿勢に関するもの  …「先生の教え方がていねい」 

 質 問 内 容 第１学年 第２学年

グループになって、共同して学習するから 45.8％ 42.2％ 

実際に体験したり、調査・見学したりする授業が多いから 30.8％ 31.0％ 

調べたいことを自分で決めて調べる授業が多いから 29.4％ 26.2％ 

調べたことを発表しあい、考えを深める授業が多いから 17.0％ 15.3％ 

総合的な学習の時間の授業での先生の教え方がていねいだから 13.7％ 11.0％ 

教科で習った学習を生かすことができるから 13.2％ 10.2％ 

総
合
的
な
学
習
の
時
間 

出された宿題をきちんとやっているから 13.5％ 8.5％ 

 質 問 内 容 第１学年 第２学年

数学の先生の教え方がていねいだから 34.1％ 30.5％ 

塾や家庭で教えてもらっているから 25.7％ 29.4％ 

数学の問題にはいろいろな解き方があるから 33.4％ 28.2％ 

授業中に繰り返し学習する時間があるから 21.1％ 18.9％ 

理解の程度などによるコース別の授業があるから 16.7％ 15.2％ 

分からないときには学校の先生に聞くから 15.1％ 14.4％ 

自分で調べたり、考えたり、観察・実験したりする授業が多いから 12.3％ 11.9％ 

数 

 

  

学 

自分で予習や復習をしているから 13.6％ 11.5％ 
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また、教科等ごとに見ると、次のような教科等の特性に関するものが要因として多く選ばれ 

   ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 問題解決への取組等について 

 

① 必要な情報を得るために本や新聞を読むようにしているか 

 

「している」「たいていしている」と答えた生徒の割合は、第１学年は43.2％、第２学年は
44.5％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると第１学年については、1.0ポイントの減少、
第２学年については、1.4ポイントの増加である。 
第１学年を平均正答率との関連で見ると、国語、数学のいずれにおいても、「している」「た
いていしている」と答えた生徒の平均正答率は「しないことが多い」「しない」と答えた生徒
の平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

平均正答率（％） 情報収集のための読書や新聞を

読むことと平均正答率との関係 国語（第1学年） 数学（第1学年） 

している 78.6 69.3 

たいていしている 75.5 
76.4 

66.2 
67.2 

しないことが多い 72.1 63.4 

しない 66.9 
70.8 

58.3 
62.1 

◆国語…「自分は読書が好きだから」26.5％(第１学年) 24.7％(第２学年) 

＜第１学年では昨年度より0.5ポイントの減少、第２学年では昨年度より0.9 ﾎﾟｲﾝﾄの増加＞

◆社会…「世の中のことを知ることが好きだから」30.8％(第１学年) 30.3％(第２学年) 

＜第１学年では昨年度より0.9ポイントの減少、第２学年では昨年度より1.0 ﾎﾟｲﾝﾄの増加＞

◆数学…「数学の問題にはいろいろな解き方があるから」33.4％(第１学年) 28.2％(第２学年) 

＜第１学年では昨年度より1.3ポイントの減少、第２学年では昨年度より0.3 ﾎﾟｲﾝﾄの減少＞

◆理科…「観察や実験をした後に、しっかりまとめをする授業が多いから」42.2％(第１学年) 38.5％(第２学年)

＜第１学年では昨年度より1.5ポイントの減少、第２学年では昨年度より0.2 ﾎﾟｲﾝﾄの減少＞

◆英語…「授業でＡＬＴが教えてくれる」から39.0％(第１学年) 32.5％(第２学年) 

＜第１学年では昨年度より0.9ポイントの減少、第２学年では昨年度より2.5 ﾎﾟｲﾝﾄの増加＞

◆総合的な学習の時間…「グループになって、共同して学習するから」45.8％(第１学年) 42.2％(第２学年) 

＜第１学年では昨年度より1.0ポイントの減少、第２学年では昨年度より0.1 ﾎﾟｲﾝﾄの減少＞
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② 学校で学習した内容を日常生活にも活用しようとしているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「している」「たいていしている」と答えた生徒の割合は、第１学年は47.8％、第２学年は
45.8％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると第１学年については、0.3ポイントの減少、
第２学年については、4.6ポイントの増加である。 
第１学年を平均正答率との関連で見ると、国語、数学のいずれにおいても、「している」「た
いていしている」と答えた生徒の平均正答率は「しないことが多い」「しない」と答えた生徒
の平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

 

③ 疑問に思ったことを自分で調べて解決しようとしているか 

 

 

 

 

 

 

 

「している」「たいていしている」と答えた生徒の割合は、第１学年は46.9％、第２学年は
50.9％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると第１学年については、0.6ポイントの増加、
第２学年については、2.7ポイントの増加である。 
第１学年を平均正答率との関連で見ると、国語、数学のいずれにおいても、「している」「た
いていしている」と答えた生徒の平均正答率は「しないことが多い」「しない」と答えた生徒
の平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

平均正答率（％） 学習内容の活用への意識と

平均正答率との関係 国語（第1学年） 数学（第1学年） 

している 78.1 70.9 

たいていしている 75.0 
75.6 

66.8 
67.6 

しないことが多い 72.0 62.4 

しない 66.1 
71.1 

55.4 
61.3 

平均正答率（％） 自己解決への意識と 

平均正答率との関係 国語（第1学年） 数学（第1学年） 

している 79.7 73.0 

たいていしている 76.4 
77.2 

68.5 
69.5 

しないことが多い 71.1 61.3 

しない 63.8 
69.8 

52.3 
59.7 

9.3

9.1

36.5

38.7

43.7

43.1

9.6

7.9

0.9

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第2学年

第1学年

している たいていしている しないことが多い しない 不明
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④ 結果を予想しながら、調べ方やまとめ方などの計画を立てているか 

 

 

 

 

 

 

 

「している」「たいていしている」と答えた生徒の割合は、第１学年は42.4％、第２学年は
40.4％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると第１学年については、0.7ポイントの増加、
第２学年については、2.4ポイントの増加である。 
第１学年を平均正答率との関連で見ると、国語、数学のいずれにおいても、「している」「た
いていしている」と答えた生徒の平均正答率は「しないことが多い」「しない」と答えた生徒
の平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

 

⑤ 相手や目的を考えながら、話したり書いたりしているか 

 
 
 
 
 
 
 
 
「している」「たいていしている」と答えた生徒の割合は、第１学年は66.0％、第２学年は
66.9％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると第１学年については、0.5ポイントの増加、
第２学年については、1.2ポイントの増加である。 
第１学年を平均正答率との関連で見ると、国語、数学のいずれにおいても、「している」「た
いていしている」と答えた生徒の平均正答率は「しないことが多い」「しない」と答えた生徒
の平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

平均正答率（％） 調査結果の立案と 

平均正答率との関係 国語（第1学年） 数学（第1学年） 

している 78.7 72.5 

たいていしている 76.2 
76.7 

68.6 
69.3 

しないことが多い 72.0 62.3 

しない 65.6 
70.8 

54.0 
60.7 

平均正答率（％） コミュニケーション能力と

平均正答率との関係 国語（第1学年） 数学（第1学年） 

している 78.6 69.6 

たいていしている 74.9 
75.8 

66.1 
67.0 

しないことが多い 69.3 60.5 

しない 62.4 
68.2 

52.2 
59.2 
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 (4) 生活や行動等について 

① 読書を、毎日およそどのくらいするか 

 

 

 

 

 

 

 

「読書をすることはない」と答えた生徒の割合は、第１学年が21.5％、第２学年が25.0％で

あり、昨年度の本調査の結果と比較すると第１学年については0.8ポイントの減少、第２学年

については1.5ポイントの減少となっている。 

第１学年を平均正答率との関連で見ると、国語では「２時間以上」「１時間～２時間未満」

読書をする生徒の平均正答率が最も高くなっており、数学では、昨年度の本調査の結果と同様

の傾向である。 

 

② 学校に行く前に朝食を食べるか 

 

 

 

 

 

 

 

朝食を「必ず食べる」「たいてい食べる」と答えた生徒の割合は、第１学年が93.0％、第２

学年が92.4％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると第１学年については、0.8ポイント

の増加、第２学年については1.2ポイントの増加となっている。 

第１学年を平均正答率との関連で見ると、朝食を「必ず食べる」と答えた生徒の平均正答率

は、国語、数学のいずれにおいても最も高くなっており、昨年度の本調査の結果と同様の傾向

である。 

平均正答率（％） 読書をすることと 

平均正答率との関係 国語（第1学年） 数学（第1学年） 

2時間以上 78.0 66.0 

1時間～2時間未満 78.0 67.6 

30分～1時間未満 76.3 66.9 

30分未満 73.5 65.2 

読書することはない 67.3 58.8 

平均正答率（％） 朝食を食べることと平均

正答率との関係 国語（第1学年） 数学（第1学年） 

必ず食べる 74.7 66.5 

たいてい食べる 67.9 
73.8 

56.4 
65.2 

食べないことが多い 64.6 51.3 

食べない 63.4 
64.2 

49.5 
50.6 
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③ 学校へ持っていく物を、前日か、その日の朝に確かめるか 

 

 

 

 

 

 

前日、又は、その日の朝に学校に持っていく物を「確かめる」「たいてい確かめる」と答えた

生徒の割合は、第１学年が84.3％、第２学年が80.6％であり、昨年度の本調査の結果と比較

すると第１学年については、0.4ポイントの増加、第２学年については、昨年度と同様の結果

となっている。 

第１学年を平均正答率との関連で見ると、学校に持っていく物を確かめる頻度が高い生徒ほ 

ど平均正答率が高くなっており、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

 

④ 身の回りのことは、できるだけ自分でしようとしているか 

 

 

 

 

 

 

身の回りのことを自分で「している」「たいていしている」と答えた生徒の割合は、第１学

年は83.3％、第２学年は85.1％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると第１学年について

は、0.5ポイントの増加、第２学年については1.3ポイントの増加となっている。 

第１学年を平均正答率との関連で見ると、国語、数学のいずれにおいても「している」「た

いていしている」と答えた生徒の平均正答率は、「しないことが多い」「しない」と答えた生

徒の平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

平均正答率（％） 持ち物を確かめることと

平均正答率との関係 国語（第1学年） 数学（第1学年） 

確かめる 75.7 67.2 

たいてい確かめる 71.6 
74.5 

62.4 
65.8 

確かめないことが多い 67.6 57.6 

確かめない 62.4 
65.9 

52.3 
55.9 

平均正答率（％） 身辺自立と 

平均正答率との関係 国語（第1学年） 数学（第1学年） 

している 75.1 65.9 

たいていしている 73.7 
74.2 

64.9 
65.3 

しないことが多い 69.1 60.3 

しない 60.4 
68.4 

50.1 
59.5 
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⑤ 自分は、根気強いほうだと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

自分は根気強いほうだと思うかについて、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答え

た生徒の割合は、第１学年は51.3％、第２学年は52.8％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると

第１学年については、0.6ポイントの減少、第２学年については2.0ポイントの減少となっている。 

第１学年を平均正答率との関連で見ると、国語、数学のいずれにおいても、「そう思う」「どち

らかといえばそう思う」と答えた生徒の平均正答率は、「どちらかといえばそう思わない」「そう思

わない」と答えた生徒の平均正答率より高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向である。 

 

⑥ 家の手伝いや地域の役に立つことをしているか 

 

 

 

 

 

 

 

家の手伝いや地域の役に立つことを「続けてしている」「ときどきしている」と答えた生徒の

割合は、第１学年は 73.5％、第２学年は 71.8％であり、昨年度の本調査の結果と比較すると、

第１学年については、1.1ポイントの増加、第２学年については1.4ポイントの増加となっている。 

第１学年を平均正答率との関連で見ると、国語、数学のいずれにおいても、「続けてしてい

る」「ときどきしている」と答えた生徒の平均正答率は、「１、２度したことはある」「まったく

したことがない」と答えた生徒の平均正答率よりも高く、昨年度の本調査の結果と同様の傾向

である。 

平均正答率（％） 根気強さと 

平均正答率との関係 国語（第1学年） 数学（第1学年） 

そう思う 75.3 67.6 

どちらかといえばそう思う 74.8 
74.9 

66.7 
66.9 

どちらかといえばそう思わない 71.9 62.2 

思わない 70.2 
71.5 

59.5 
61.7 

平均正答率（％） 家の手伝いなどと 

平均正答率との関係 国語（第1学年） 数学（第1学年） 

続けてしている 73.5 64.0 

ときどきしている 74.6 
74.4 

66.0 
65.5 

1、2度したことはある 71.4 62.3 

まったくしたことがない 63.9 
70.1 

54.7 
61.0 
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⑦ 将来、社会や人のために役立つ仕事がしたいか 

 

 

 

 

 

 

 

将来、社会や人のために役に立つ仕事がしたいかについて、「そう思う」「どちらかといえば

そう思う」と答えた生徒の割合は、第１学年は81.8％、第２学年は82.8％であり、昨年度の本

調査の結果と比較すると、第１学年については、0.4ポイントの増加、第２学年については2.3ポ

イントの増加となっている。 

第１学年を平均正答率との関連で見ると、国語、数学のいずれにおいても、「そう思う」「ど

ちらかといえばそう思う」と答えた生徒の平均正答率は、「どちらかといえばそう思わない」「思

わない」と答えた生徒の平均正答率よりも高くなっており、昨年度の本調査の結果と同様の傾

向である。 

 

３ 指導の改善に向けて 

本調査の結果から、確かな学力の向上を図るための指導上の改善点について提言する。 

 

(1) 授業改善のための視点 

① 基礎的･基本的な知識・技能の習得を図る指導の徹底 

本調査の結果を踏まえ、生徒の学習のつまずきがどこにあるのか、そのつまずきの原因は何

かを明らかにし、生徒一人一人の学習のつまずきに応じた具体的な方策を立てる必要がある。

その際、「改訂版 児童・生徒の学習のつまずきを防ぐ指導基準（東京ミニマム）」を効果的に

活用するなどして、指導の充実を図っていくことが大切である。 

② 個に応じた指導の充実 

生徒が「授業が分かる」理由として、「理解の程度などによるコース別の授業があるから」、

「いろいろな解き方があるから」、「くり返し学習する時間があるから」、「～好きだから」、「教

え方がていねいだから」等、を挙げている。 

    このことから、児童・生徒の興味･関心、習熟の程度など、児童･生徒の実態を把握し、その

実態に応じた指導法の工夫を図ることが大切である。その際、指導（評価）計画を組織的に作

成・実施・評価・改善（ＰＤＣＡサイクル化）を図っていくことに留意する必要がある。 

③ 読み解く力を高める指導の工夫 

読書と国語、数学の正答率の関連をみると、１日に読書を「１時間から２時間未満」行うと

平均正答率（％） 社会貢献への意識と 

平均正答率との関係 国語（第1学年） 数学（第1学年） 

そう思う 75.6 67.1 

どちらかといえばそう思う 73.1 
74.2 

64.3 
65.5 

どちらかといえばそう思わない 69.5 59.4 

思わない 66.1 
68.7 

56.4 
58.7 
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回答した生徒の平均正答率は、国語、数学のいずれにおいても最も高くなっている。また、情

報収集のための読書や新聞を読むことと国語、数学の正答率の関連をみると、必要な情報を得

るために本や新聞をよく読んでいると回答した生徒の国語、数学の正答率は、いずれにおいて

も最も高くなっている。また本年度の「基礎的･基本的事項に関する調査」結果から、「文脈を

読み取り、適切に判断する」ことや「必要な情報を正しく取り出し、それらの関係を読み取る

こと」について課題があることが明らかになっている。 

このことから、生徒の読み解く力の指導の工夫を図っていく必要がある。具体的には、各教

科等の授業において、①文章や図表、グラフ等から、解決に必要な情報を正確に取り出す活

動、②取り出した複数の情報を、相互に比較したり、関連付けたりして読み取る活動、③読み取

った内容を既存の知識や技能、経験と照らしながら、意図や背景、理由を推論して解決する活動等を設定

することが考えられる。 

④ 「調べて考え、考えたことを表現する」活動の充実 

「楽しい」「分かる」と実感している生徒には､学習内容が定着しているととらえることがで

きる。また、授業の内容が分かる要因のうち、比較的、回答率が高いものとして、「自分で予想

し、それを確かめる授業」「自分で解き方を考え、進める授業」「実際に体験する授業」「自分で

調べたり、考えたりする授業」が挙げられている。 

このことから、｢調べて考え、考えたことを表現する活動｣の充実が求められる。生徒自らが

観察や実験、調査･取材活動等の体験的な活動をとおして、感じたことや考えたことを表現する

活動や、調べた事実と解釈を明確に分けて表現する活動、互いに考えを表現し合う活動を設定

することにより、自らの考えを広げ、深められるようにすることが大切である。 

このような｢調べて考え、考えたことを表現する活動｣を各教科等の年間指導計画に明確に位

置付け、計画的に実践を積み重ねていく必要がある。 

⑤ 言語環境の整備 

「相手や目的を考えながら、話したり書いたりしているか」という質問に対して、「している」

「たいていしている」と答えた生徒の平均正答率は、国語、数学及び問題解決能力等のいずれ

においても、そうでないと答えた生徒の平均正答率よりも高い。言語は、論理や思考、コミュ

ニケーション、感性・情緒の基盤となるものである。 

したがって、教員自身が適切な言葉で話すこと、黒板などに正確で丁寧な文字を書くこと、

教員と生徒･生徒間の話し言葉が適切に行われること、生徒相互の話し合いが目的や状況に応

じて適切に行われるような場面をつくること、日頃から多様なテキストや辞書等を活用した授

業を行うことなど、言語環境を整備しておくことが大切である。 

⑥ 教科の特性に応じた指導方法の工夫 

  「授業の内容がよく分かる・どちらかといえば分かる」と答えた生徒に教科ごとの理由を質

問したところ、国語科では「自由に考えたことを発表し合い、考えを深める授業が多い」、社会

科では「実際に体験する授業が多い」、数学科では「いろいろな解き方があるから」、理科では

「観察したり実験したりする授業が多いから」などを挙げている。 

このことから、教科の特性に応じた学習方法を行うことにより、生徒は「授業が分かる」と

実感していることが考えられる。 

したがって、各教科等の指導に当たっては、教科の学習の特性に応じた指導の工夫を図って

いく必要がある。例えば、理科では、自分なりの仮説（予想・理由）を立ててから、観察や実

験を行い、その結果を表やグラフ、レポート等にまとめたりするなど理科の学習の特性に応じ

た指導を行っていくことが大切である。 
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(2) 学習習慣の確立に向けて－家庭との連携を図る－ 

本調査及びこれまでの調査結果から、各教科等において「授業の内容が分かる」要因として、

生徒は「出された宿題をきちんとやっているから」を多く挙げている。また、文部科学省が実

施した、「平成21年度全国学力・学習状況調査」では、「家で自分で計画を立てて勉強をしてい

ますか。」について、「している」「どちらかといえばしている」と回答した生徒（東京都中学校

第３学年）の平均正答率は、「あまりしていない」「全くしていない」と回答した生徒の平均正

答率よりも高い。 

このことから、確かな学力の向上を図るためには、生徒が主体的に学習しようとする意欲を

高めるとともに、学習習慣を身に付けさせることが重要である。 

そのためには、宿題等の課題を与える場合には、日々の授業との関連等を十分考慮し、家庭

での学習が毎日の学校での学習や生活に役立つ意識をもてるようにするとともに、保護者への

説明及び協力を呼びかけるなど家庭との連携を図っていくことが大切である。 

(3) 生活や行動面での指導の充実 

本年度及びこれまでの調査の結果から､基本的な生活習慣の一層の充実や根気強さの育成､社

会の一員としての自覚などが､学習を支える大切な基盤になることが明らかとなった。 

したがって、学校全体の取組として､授業規律を確立し、意図的・計画的な指導を行い、生徒

が規則正しい生活を送ることができるよう指導することが大切である。また、学校や学年、学

級等の中で生徒が果たす役割を明確にし、社会の一員としての自覚を高める指導の工夫を図っ

ていく必要がある。 
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 東京都教育委員会の学力向上にかかわる取組について 

 

 東京都教育委員会では、教育目標にある「自ら学び考え行動する、個性と想像力豊かな人間」の育

成及び東京都教育ビジョン（第二次；平成20年５月策定）の取組の方向９「児童・生徒の『確かな学

力』の向上」を踏まえ、次のような取組を進めていく。 

① 都及び国の学力調査の結果を生かした「授業改善推進プラン」を活用した授業改善の一層の推

 進 

東京都のすべての公立小・中学校において、都や国の学力調査の結果及び報告書等を生かして

児童・生徒の学力の実態を分析し、課題を明らかにするとともに、課題に応じた具体的な方策を

示した「授業改善推進プラン」を区市町村教育委員会の指導のもとに作成し、その実施・評価・

改善のサイクルの確立を図ることで授業改善の取組を一層充実させていく。 

また、各学校は、児童・生徒や保護者、地域の方々、都民に「授業改善推進プラン」を積極的

に公開することで、学校教育への理解と協力を求め、学校・家庭・地域が一体となって、児童・

生徒の学力向上を図っていく。 

 

② 「改訂版 児童･生徒の学習のつまずきを防ぐ指導基準(改訂版東京ミニマム)」の説明会の開催

平成21年度に、新しい学習指導要領（平成20年３月 告示）や平成20年度の都の学力調査の

結果を踏まえるともに、新たに指導事例を加え、「東京ミニマム」の改訂を行った。本年度は、「改

訂版 児童・生徒の学習のつまずきを防ぐ指導基準（改訂版東京ミニマム）」の効果的な活用方法

についての説明会を開催する。 

 

③ 多様な観点から指導方法の改善・充実を図るために、国の学力調査の内容とは異なる都の学力

調査の実施＜調査実施日 平成22年 10月 26日＞ 

児童・生徒一人一人の教科の目標や内容の実現状況を把握し、確かな学力の定着と伸長を図る

ために、都独自の学力調査を実施し、多様な観点から指導方法の改善・充実を図るようにする。

【確かな学力の定着を図るための調査】「基礎的･基本的事項に関する調査」 

国語及び算数・数学の学習指導要領に示されている内容のうち、「児童・生徒が確実に身に付け

ておかなければ、後の学年等の学習内容に影響を及ぼす基礎的･基本的な事項」を出題し、学習の

素地として確実に身に付けさせておく必要がある資質・能力の定着状況を調査する。 

○小学校第４学年と中学校第１学年対象     ○抽出（希望）調査 

○国語、算数・数学における基礎的・基本的な内容 

【確かな学力の伸長を図るための調査】「読み解く力に関する調査」 

必要な情報を読み取り、解釈しながら問題を解決する過程において、児童･生徒がどの段階で、

どのようにつまずいているかを明らかにし、各学校における指導方法の改善・充実に生かすとと

もに、児童・生徒の読み解く力の定着状況を調査する。  

○小学校第５学年と中学校第２学年対象     ○悉皆調査 

 

④ 「発展的な学習を推進するための教材・指導法の開発」 

学習指導要領に示す内容を十分に身に付けている児童･生徒に対して、学習指導要領に示す内容

の理解を一層深める学習を行ったり、さらに進んだ内容についての学習を行ったりするなどの学

習指導を推進するための教材・指導法の開発を行う。 

平成22年度は、小学校における国語・社会・算数・理科において開発を行う。平成23年度は、

中学校における国語・社会・数学・理科・外国語において開発を行う。 
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＊ 文部科学省は、「平成21年度全国学力・学習状況調査の結果の活用について」（平成21年 8月 27日付
21文科初第6695号文部科学省初等中等教育局長通知）により、都道府県・指定都市教育員会等に対して、
次のような取組を推進することを求めている。 

 

・ 各教育委員会においては、平成21年度調査結果の分析・検証の結果等を踏まえ、それぞれ 

の役割と責任に応じて、改善計画等の新たな作成や見直しを行うことなどにより、域内の教育 

や教育施策の改善に向けて総合的かつ計画的な取組を進めること。 

 

なお、文部科学省は、各教育委員会が作成する改善計画等について、「学校改善支援プラン」とい

う名称を用いているが、東京都教育委員会においては、上記①から⑥の「学力向上にかかわる取組」

が「学校改善支援プラン」に相当する。 

⑤ 「確かな学力向上実践研究推進校」の実践や成果を全都に発信し、普及・啓発する取組の充実

都及び国の学力調査の結果や「改訂版東京ミニマム」などを活用して作成した「授業改善推進

プラン」に基づいた授業改善及び習熟度別少人数指導の指導法に関する実践的な研究を進め、効

果的な指導内容・指導方法の開発を行い、その経過も含め、広く普及することを目的とした、「確

かな学力向上実践研究推進校」を小学校６校、中学校３校設置した。（平成21・22年度） 

また、「確かな学力向上実践研究推進校」には、少人数指導学習指導員の委託及び「学力向上ア

ドバイザー」を年間10回程度派遣し、実践的な研究開発を行う。 

さらに、確かな学力向上実践研究協議会を年間４回程度実施し、「確かな学力向上実践研究推進

校」の研究の成果について全都に公開するとともに、協議会において「改訂版東京ミニマム」の

活用を含めた授業改善の具体的な方策について検討し、各学校の授業改善に生かしていく。 

 

⑥ 「学力向上実践研究推進校」の実践や成果の発信（文部科学省の委嘱事業） 

地域の実情や課題を踏まえ、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用

して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力その他の能力をはぐくむとともに、主

体的に学習に取り組む態度を養うための実践研究を推進し、その成果の普及を図ることを目的と

した「学力向上実践研究推進校」を６校指定した。 

また、「学力向上実践研究推進校」の具体的な実践研究を支援し、その研究成果の普及を図って

いく。 

⑦ 各学校における「授業改善推進プラン」に基づく日常的な授業改善の取組の支援 

各学校における「授業改善推進プラン」に基づく日常的な授業改善の取組を支援するために、

国語、社会、算数・数学、理科、英語等を担当する指導主事がチームを組んで学校訪問し、授業

参観に基づいた指導・助言を行う「特別訪問」を実施する。 

また、「授業改善推進プラン」の改善・充実のポイントや「確かな学力向上実践研究推進校」に

おける各教科の授業改善の取組をまとめた「授業改善実践事例集（仮称）」を各学校に配布し、授

業改善の手引きとして役立つようにする。 
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