
兵 庫 県 教 育 委 員 会

　全国学力・学習状況調査は、各教育委員会、各学校が児童生徒の学力や学習状況を把握し、学習指導や生活指
導の改善等に役立てることを目的として実施されています。
　県教育委員会では、学識経験者や教員等からなる「基礎学力向上推進委員会」を設置し、本調査について、経年
比較等も踏まえ、ここに分析結果をまとめました。
　各学校においては、本調査により測定できるのは、学力の特定の一部分であることや、学校における教育活動
の一側面に過ぎないことなどを踏まえつつ、本資料を有効に活用し、保護者や地域住民の理解と協力のもとに
適切に連携を図りながら、一層の指導上の工夫改善に努められることを願っています。

調査結果の概要

１ 調 査 日
２ 調査事項

３ 実施状況

１ 教科・学年ごとの学力の定着状況

平成２１年４月２１日（火）
（1） 教科に関する調査　　
　　小学校 第６学年：国語・算数　 　　中学校 第３学年：国語・数学
　　※いずれも「Ａ 主として知識に関する問題」と「Ｂ 主として活用に関する問題」
　　（以下については、「Ａ知識」「Ｂ活用」と表記する場合がある。）
（2） 質問紙調査
　　・児童生徒に対する調査（学習意欲、学習方法、生活の諸側面 等）
　　・学校に対する調査（指導方法、人的・物的な教育条件 等）

（1）　本県児童生徒の学力の定着状況は、全国の公立学校の状況と比較し、平成19・20年度と同様に同程度である。
（2）　平成19年度～21年度の３年間の調査を通して、全国的な状況と同様に「Ａ 主として知識に関する問題」の一部

や「Ｂ 主として活用に関する問題」に課題がある。

（1）　国語において、自分の考えを書くとき、理由がわかるように書いたり、算数・数学において、学習したことを普
段の生活の中で活用できないか考えたりする児童生徒ほど正答率が高い傾向が見られる。

（2）　家で苦手な教科を勉強をしたり、自分で計画を立てて勉強したりする児童生徒ほど正答率が高い傾向が見ら
れる。

２ 人口規模による学力の定着状況
　県内の都市部・市部・郡部の学力の定着状況は同程度であり、平成19・20年度と同様、小学校、中学校ともに学力の
差は見られない。

※　本リーフレットの活用に際しては、調査問題が国立教育政策研究所教育課程研究センターのＨＰに掲載されていますので参照
願います。（http://www.nier.go.jp/09chousa/09chousa.htm）

○　本県児童生徒と全国の状況との正答率の比較は、次を基準としている。

○　本県児童生徒の各設問における正答率の評価については、次を基準としている。
　　●80%以上（～は多くの児童生徒が理解できている、多くの児童生徒が身に付けている）　　●70%未満（～に課題がある）

３ 児童生徒の学習や生活への意識と学力との相関

（1）　学校の一貫した指導体制を確立し、話を聞く態度など学習規律の徹底を図るとともに、朝の時間などの一斉
読書や漢字・語句など基礎的・基本的な事項の反復学習等に取り組んでいる学校ほど、児童生徒の正答率が高い
傾向が見られる。

（2）　適切なノートの取り方や学習の振り返り方など学習方法に関する指導、自分の考えを分かりやすく文章に書
かせる指導、家庭学習の課題を適切に出題し、評価・指導などを工夫している学校ほど、児童生徒の正答率が高い
傾向が見られる。

４ 学校の指導体制等と学力との相関

調査事項等

（参考：分析の際の基準の考え方）

＋ 5.1％以上（上回る）　± 5.0％（同程度）　－ 5.1％以下（下回る）

学校数

805校
323校

質問紙

52,893人
41,503人

52,883人
A知識

国　　　語

41,495人
52,879人
B活用

41,526人
52,882人
A知識
算 数 ・ 数 学

41,537人
52,892人
B活用

41,532人
小学校６年生
中学校3年生

平成21年度全国学力・学習状況調査結果
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（注）　課題が見られた内容は、「A知識」「B活用」両問題ともに正答率が低い５問を抽出し、その中から無解答の状況や領域などを考慮して「A
知識」は２問、「B活用」は３問を選択しています。

◆Ａ 主として知識に関する問題

特に課題が見られた内容

「一文を二文に分ける」

指　導　上　の　工　夫

◆Ｂ 主として活用に関する問題

◆定着傾向が認められる問題

　「接続語を使って一文を二文に
分けて書き直すこと」に課題が
ある。

●文や文章の構成に注意して話したり書いたりする学習活動の工夫
・文や文章の構成については、学年の段階に応じた指導が大切である。特に、
高学年においては、単文、重文、複文などの構造について理解させることが
重要である。そのためには、文について内容を論理的に関係づけた上で、接
続語を使って複数の文に分けたり、内容のまとまりを箇条書きにしたりする
などの指導が大切である。

・一文が長くなりすぎないように、接続語や文末表現を工夫しながら伝えたい
ことを簡潔に書かせる指導が大切である。

●文字の大きさや配列などを整えて書く学習活動の工夫
・読み手への伝達効果を考えて文字を読みやすく書くために、漢字と平仮名
の大きさのバランス、書き出しの位置、始筆の位置、行の中心と文字の中心、
字間や行間などについて正しく理解させる指導が必要である。

・学校生活の中で配布するポスターや新聞、パンフレット、案内状、礼状など
を書く機会に、書写で学習したことを生かし、文字を正しく整えて書かせる
指導が重要である。

正答率
本　県

無解答率
15.8％ 28.9％

全　国 14.7％ 30.2％

（言語事項）　設問8

「毛筆で書く」
　「文字の大きさや配列に注意し
て書くこと」に課題がある。

正答率
本　県

無解答率
29.2％ 32.7％

全　国 29.0％ 33.3％

（言語事項）　設問9

●文章中の必要な事柄を収集・整理し、内容に合わせて、小見出しを書くことは、多くの児童が身に付けている。
　 ・ 実験報告文の小見出しとして適切なものを選択する。 （設問A 知識4 ウ正答率：県94.1%　　国93.9%）
●学年別漢字配当表の当該学年の前の学年までに配当されている漢字を読むことは、多くの児童が身に付けている。
　・ 混雑 （設問A 知識1 一（1） 　正答率：県95.6% 　国95.2%）
　・ 採集 （設問A 知識1 一（3） 　正答率：県83.2% 　国80.0%）

特に課題が見られた内容

「調査報告文を書く」

指　導　上　の　工　夫

　「報告文を書く目的に応じて調
べてわかった結果と調べた理由
を関連付けて書くこと」に課題が
ある

●目的や意図に応じて、事実と意見とを関連付けながら書く学習活動の工夫
・報告文を書くためには、全体を見通して内容を整理させることが大切であ
る。そのためには、目的や意図に応じて必要な事柄を収集、選択した上で、構
成させたり記述させたりする指導が重要である。

・記述の際には、準備した取材メモや構成表を基にして自分の意見を的確に
表現できているかを見直させる指導が大切である。

・他教科・他領域における言語活動と関連付けた指導が必要である。

●資料や数値を根拠にして考えを話し合う学習活動の工夫
・図表やグラフなどから読み取ったことを基に、自分の立場や意見と具体的な
数値などを論理的に結びつけながら、自分の考えを明確にするなど、相手に
分かりやすく説明する言語活動を充実させることが大切である。

・討論会などを通して、討論の仕方を理解する。また、調べたことを話題として
取り上げ、お互いの考えを出し合って討論する言語活動を充実させることが
大切である。

正答率
本　県

無解答率
17.9％ 12.8％

全　国 17.7％ 12.6％

（書くこと）　設問1二

「表をもとに話し合う」
　「自分の立場や意図を明確に
し、数値を根拠にして話し合うこ
と」に課題がある。

正答率
本　県

無解答率
26.2％ 12.3％

全　国 25.7％ 11.7％

（話すこと・聞くこと）　設問2二

●目的に応じて効果的に読む学習活動の工夫
・文章を正確に読み取るためには、話題や筆者の意見、その根拠などをとらえ
るだけでなく、文章の構成や表現の工夫などにも着目させることが重要で
ある。そのためには、文や文の構成、語句の使い方、文末表現などを吟味させ
る指導が大切である。

・テーマなどに即して多様な文章（報告や意見、解説や新聞記事等）として自分
の考えをまとめ、発表し合う学習活動を充実させることが大切である。

・自分の考えを広げたり深めたりするために、目的に応じていくつかの文章を
比べて読むなどの学習活動を充実させることが大切である。

「自分の考えをまとめるために読む」
　「自分の考えを広げたり深めた
りするために、中心となる語句や
文に着目して筆者の考えをとらえ
ること」に課題がある。

正答率
本　県

無解答率
52.8％ 15.8％

全　国 50.9％ 16.4％

（読むこと）　設問3二（2）
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◆Ａ 主として知識に関する問題

特に課題が見られた内容

「短歌を読む」

指　導　上　の　工　夫

◆Ｂ 主として活用に関する問題

◆定着傾向が認められる問題

　「短歌の形式に従って、意味の
まとまりをつかむこと」に課題が
ある。

●意味のまとまりに着目して、作者のものの見方や感動をとらえる学習活動
　の工夫
・短歌を読む際には、意味のまとまりから句の切れめについて考え、作品の基
本的な構造をとらえさせる指導が大切である。

・作者の視点や物事のとらえ方を手がかりとして、短歌全体の内容を考えさせ
る指導が必要である。

・慣用句等の文語表現に関心を持たせたり、古典の学習と関連付けたりして、
文語調の文章に親しませる指導が必要である。

●語・文・段落の関係について吟味する学習活動の工夫
・文章を書く際は、語句の用い方、主語と述語の関係、さらに段落構成が適切で
あるかどうかを意識して記述させる指導が必要である。

・推敲の際には、自分で読み直すだけでなく、ペアやグループで、誤りを指摘し
合ったり、表現の仕方を学び合ったりして、自分の表現に役立たせるなどの
指導が大切である。

正答率
本　県

無解答率
28.7％ 1.0％

全　国 28.9％ 0.8％

（読むこと）　設問7一

「鑑賞文を書く」
　「主語に対応させて述語を適切
に書くこと」に課題がある。

正答率
本　県

無解答率
49.7％ 5.2％

全　国 49.8％ 5.6％

（書くこと・言語事項）　設問1一

特に課題が見られた内容

「情報を読む」

指　導　上　の　工　夫

　「資料に表れている工夫を自分
の表現に役立たせること」に課題
がある

●資料の表現の工夫を自分の表現に活用する学習活動の工夫
・新聞の見出しや広告のキャッチコピーなど、伝えたいことを簡潔に表現して
いるものを取り上げ、その工夫を考えさせるような指導が大切である。

・パンフレットや発表用資料などを作る際には、読み手や聞き手の立場を考
えて、表現を整えたり、必要に応じてイラストや図表、写真を入れたりして、
伝えたい内容が相手に分かりやすく伝わるように工夫させる指導が必要で
ある。

●読み取った情報を簡潔にまとめて書く学習活動の工夫
・文章から必要な情報を取り出す際に、キーワードとなる語句に印をつけたり、
メモとして書き出したりする学習活動を充実させることが大切である。

・キーワードを使いながら、いくつかの箇条書きにまとめる学習活動を充実さ
せることが大切である。

・身の回りから箇条書きで書かれているものを取り上げるなど、箇条書きにす
る必要性や利点を理解させる指導が必要である。

正答率
本　県

無解答率
56.7％ 7.8％

全　国 59.1％ 7.1％

（書くこと・読むこと）　設問1三 ア

「簡潔にまとめて書く」
　「文章から必要な情報を読み取
り、簡潔にまとめて書くこと」に課
題がある。

正答率
本　県

無解答率
66.4％ 13.7％

全　国 66.4％ 13.1％

（書くこと・読むこと）　設問2二

●文章と図表とを関連付けて内容を読み取る学習活動の工夫
・説明的な文章を読む際には、文章と図表などとの関連を考えさせる必要があ
る。そのためには、図表の数値と文章との関係を考えさせたり、図表を使って
文章の要点を分かりやすく説明させたりする学習活動を充実させることが
大切である。

・社会生活との関連を図り、図表などを含む新聞や雑誌などを積極的に教材と
して取り上げる指導が必要である。

●話の内容を把握したり適切な質問をしたりすることは、多くの生徒が身に付けている。
　・先生の話から必要な情報を聞き取り、メモをとる。（設問A知識 4一　正答率：県 93.4%　　国 92.7%）
　・足りない情報を得るための質問として適切なものを選択する。（設問A知識 4二　正答率：県 91.2%　　国 90.9%）
●学年別漢字配当表の当該学年の前の学年までに配当されている漢字を読むことは、多くの生徒が身に付けている。
　・抵抗（設問A 知識 8 二（1）　正答率：県 98.3%　　国 98.2%）
　・迫る（設問A 知識 8 二（3）　正答率：県 92.0%　　国 91.0%）

「文章と補助資料のかかわりを
理解する」
　「複数の資料を関連付けて読む
こと」に課題がある。

正答率
本　県

無解答率
63.6％ 18.0％

全　国 64.0％ 17.8％

（読むこと）　設問2三

（注）　課題が見られた内容は、「A知識」「B活用」両問題ともに正答率が低い５問を抽出し、その中から無解答の状況や領域などを考慮して「A
知識」は２問、「B活用」は３問を選択しています。
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国語 <３回の調査における特徴的な課題>

●事実と感想、意見などを区別しながら読
み取り、目的や意図に応じて簡潔に書い
たり詳しく書いたりする学習活動の工夫

○目的や意図に応じて資料から情報をメ
モなどの形で取り出した上で、条件に応
じて書く内容を精選し、詳しく書いたり
簡潔に書いたりする言語活動を充実さ
せることが大切である。
○自分の立場や主張を明確にした上で、
その根拠として数値や事例などを正し
く引用して書くことなどの言語活動を
充実させることが大切である。
○調べる目的や理由、調べる内容や結果、
さらに、まとめ方などを明確にし、それ
らを関係付けながら文章全体として首
尾一貫したものになるようにさせる指
導が大切である。

小学校

中学校

○目的や意図に応じて、複数の文章や情報を関
係付け、指定された記述条件のもとで自分の
考えを構成したり書いたりすることに課題
がある。

○自分の考えを書くことは概ねできているが、
資料から情報を読み取り、与えられた条件に
沿って書くことに課題が見られる。

指
導
方
法
の
工
夫

　「目的や意図に応じて情報を読み取り、複合
的な条件にそって事実や考えを効果的に書く
こと」に課題がある。

○複合的条件設定のもとで読み取ったことをまとめること

設問
(形式)
19年度
B活用
2三(2)
(記述式)

設 問 の 概 要 領　域 正答率 無解答率

与えられたテーマについて字
数を意識し、書く事柄を整理
しながら自分の考えを書く。

書くこと
読むこと

74.0
(75.2)

10.7
(10.4)

20年度
B活用
３二
(記述式)

グラフから分かったことと
考えたことを整理して、八
十字以上百字以内で書く。

書くこと
読むこと

32.0
(32.8)

17.8
(17.6)

21年度
B活用
１二
(記述式)

報告文を書く目的に応じて、
調べて分かった結果と調べた
理由とを関係付けて書く。

書くこと 17.9
(17.7)

12.8
(12.6)

19年度
20年度

21年度

＊数値は県（全国）

＊数値は県（全国）

「自分の考え」「字数制限」
「グラフからの情報活用」
「内容の指定」「字数制限」
「グラフからの情報活用」
「内容の指定」「字数制限」

●筆者のものの見方や考え方をとらえ、資
料を活用し、自分の考えが相手に明確に
伝わるように書く学習活動の工夫

○段落と段落の関係や文章全体の構成、用
いられている資料の情報などをもとに
要約する指導が大切である。
○複数の資料を比較して、共通点や相違点
を整理した上で、自分の考えを発表させ
る指導が大切である。
○相手の立場を考えて、表現を整えたり、
必要に応じてイラストや図表、写真を入
れたりして、伝えたい内容が相手に分か
りやすく伝わるように工夫させる指導
が大切である。

○資料に表れているものの見方や考え方をと
らえ、自分が伝えたいことや考えを明確に
するために条件を整えて書くことに課題が
ある。

○複数の条件に即して書くことに対応できず、
十分に記述できない傾向が見られる。

設問
(形式)

19年度
B活用
3 三
(記述式)

設 問 の 概 要 領　域 正答率 無解答率

中学生の広告カードと、店員
が作成した広告カードを比
較し、違いを説明する。

書くこと
読むこと

40.8
(42.6)

13.8
(12.4)

20年度
B活用
１三
(記述式)

別の資料に書かれている新
しい情報を選び出し、条件
にしたがって書き換える。

書くこと
読むこと

書くこと
読むこと

25.5
(26.5)

19.3
(17.6)

21年度
B活用
１三 ア
(記述式)

子ども図書館案内図の工夫
を生かして、学校図書館の
案内図の郷土資料コーナー
の見出しを書く。

56.7
(59.1)

7.8
(7.1)

19年度
20年度

21年度

「資料比較」　「内容説明」
「図表の比較」
「条件付き書き換え」
「図表の読み取り」　「内容要約」

　「目的や意図に応じて情報を読み取り、与え
られた条件にそって事実や考えを的確に書く
こと」に課題がある。
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●習得した言語事項を他領域や他教科で活
用する学習活動の工夫

○文学作品などを読む学習活動の中にお
いて、「省略されている主語を補って書
き直す」といった学習活動を充実させる
ことが大切である。
○国語科だけでなく他教科においても、内
容を一つの文に簡潔に書いたり、必要に
応じて二つ以上の内容を一つの文にま
とめて書いたりする学習活動を充実さ
せることが大切である。
○主述の関係を常に意識させながら、二つ
以上の内容が含まれた一文を内容ごと
に一文ずつ分けて書いたり、箇条書きに
したりするなどの学習活動を充実させ
ることが大切である。

小学校

○主述の関係を考えたり、接続語を用いたりし
て、一文を二文の構成にして書くことに課題
がある。

○複数の条件に即して文章を分けることに対
応できず、記述に至らない傾向が見られる。

指
導
方
法
の
工
夫

　「語句の微妙な意味合いや文の構成に注意
して適切な表現をすること」に課題がある。

　「文の意味を考えながら二つの文に分け
て書くこと」に課題がある。

○習得した言語事項を他領域や他教科で活用すること

設問
(形式)

19年度
A 知識
5

(短答式)

設 問 の 概 要 領　域 正答率 無解答率

一文を二文に分けて書く。 読むこと
言語事項

57.6
(57.8)

4.6
(4.4)

21年度
A 知識
8

(短答式)

接続語を使って一文を二文
に分けて書く。 言語事項

15.8
(14.7)

28.9
(30.2)

19年度

●習得した言語事項を日常生活と関連付け
て活用する学習活動の工夫

○社会生活の中で使われる語句に関心を
向けさせ、言葉について考えることの面
白さを味わわせたい。慣用句や熟語の成
り立ちなど、生徒が自発的に言葉に関心
をもって調べようとする学習活動を充
実させることが大切である。
○辞書を活用して、同音異義語の意味をそ
れぞれ正しくとらえ、前後の文脈を考慮
して適切な語句を選択する学習活動を
充実させることが大切である。
○文章の構成や表現に目を向けさせ、推敲
する習慣を確実に身に付けさせる指導が
必要である。また、他者と文章を推敲し合
うことで、表現の仕方を学び合い、自分の
表現に役立たせる指導も重要である。

○漢字の意味や主述の関係など、習得した言語
事項を文脈に即して活用し、適切な表現をす
ることに課題がある。

○表記や語句の用法などを誤って理解してい
る傾向が見られる。

＊数値は県（全国）

設問
(形式)

20年度
A 知識
6 六 イ
(選択式)

設 問 の 概 要 領　域 正答率 無解答率

漢和辞典で調べた意味の中
から、ふさわしいものを選択
する。（年頭）

書くこと
言語事項

35.4
(37.9)

2.2
(2.0)

21年度
A 知識
1 一
(短答式)

主語に合わせて述語の部分
を正しく書き直す。

言語事項

49.7
(49.8)

5.2
(5.6)

＊数値は県（全国）

文の意味を考えながら、主語を
補って二つの文に分けて書く。

21年度 文と文との意味を考えて、「だ
から」を使って二つの文に分け
たときの前の文の終わりの七
文字と後の文の始めの七文字
を書く。

20年度 中学生になじみの薄い語句に
ついて、漢字の意味を手がかり
に語句の意味を類推

21年度 主語に対する述語が適切であ
るかどうか意識して記述

中学校
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◆Ａ 主として知識に関する問題

特に課題が見られた内容

「百分率」

指　導　上　の　工　夫

◆Ｂ 主として活用に関する問題

◆定着傾向が認められる問題

　「百分率を求めること」に課題
がある。

●百分率の意味や割合の考えを理解できるようにする学習活動の工夫
・百分率が日常生活の中でどのように使われるかを考える活動を通じて、百分
率の意味の理解を深めさせる指導が大切である。

・割合については、求め方を知るとともに、何が基準量で、何が比較量であるか
を読み取らせる指導が大切である。

・問題の意図することを線分図やテープ図に表して確認する活動や小数倍や
百分率で表される割合と１（全体）との関係を、実際の数量の大小関係で比較
検討して考えさせる指導が大切である。

●身の回りの事象を観察して図形を見いだし、問題解決に必要な情報を選択する学習活動の工夫
・身の回りから学習した図形を見いだす活動や、見いだした図形のどの情報を用いれば
問題を解決できるかを考える活動を充実させることが大切である。

・基本的な図形の性質に基づいて図形を弁別し、そこから生じる図形の性質を明らかに
するとともに、面積や角度などの数量を求める活動を充実させることが大切である。

・基礎的・基本的な事項について、既習内容をスパイラル的に学習し直す指導が大
切である。

正答率
本　県

無解答率
55.4％ 1.5％

全　国 56.9％ 1.5％

（数量関係）　設問7

「図形の定義や性質」
　「四角形の4つの角の大きさの和
の求め方の理解」に課題がある。

正答率
本　県

無解答率
65.3％ 10.9％

全　国 67.9％ 10.3％

（図　形）　設問5（1）

特に課題が見られた内容

「資料の数学的な解釈と判断の根拠の説明」

指　導　上　の　工　夫

　「基準量と比較量の両方の大小
に着目して、割合の大小を判断し、
その理由を言葉や式を用いて記述
すること」に課題がある。

●様々なグラフを目的に応じて読み取り、判断の根拠を言葉や式を用いて
　記述する学習活動の工夫
・割合が（比較量）÷（基準量）で求められることを基に、二つの量が関係していることを確認し
たり、根拠として何を述べれば十分な説明になるかを話し合ったりさせる指導が大切である。

・基準量と比較量の大小関係に着目して割合の大小を判断する活動においては、基準量、比較量、
割合を数直線図などに表し、それらの関係を視覚的にとらえさせる指導が大切である。

・社会科や理科などの他教科での学習においても、算数科で学習した知識を基にし
て、様々なグラフから事象をより確かに読み取ることができるようにする指導が
大切である。

●他者の解決方法を基に、見方を変えて解決方法を考え、説明する学習活動の工夫
・言葉、数、式、図などを用いて自分の考えを他者に伝えたり、自らの考えを振り返っ
たりする指導が大切である。

・考えを出し合って説明する活動では、良い点について話し合ったり、不十分な点に
ついて何を補えばよいかを話し合ったりする活動を充実させることが必要である。

・一人の児童の考え方を他の児童が説明するなど、他者の解決方法も自分のことと
して考えさせたりして、よりよい解決方法を探らせる学習活動を充実させること
が大切である。

正答率
本　県

無解答率
17.2％ 6.6％

全　国 17.7％ 7.6％

（数量関係）　設問5（3）

「事象の観察と論理的な考案」
　「示された解決方法を理解し、見
方を変えた別の解決方法を考え、
それを数、言葉や式を用いて記述
すること」に課題がある。

正答率
本　県

無解答率
30.7％ 5.9％

全　国 30.4％ 5.8％

（図　形）　設問1（3）

●条件を考慮して必要な情報を整理したり選択したりし、判断の正しさを
　説明する学習活動の工夫
・条件及び条件から分かる事柄を順に記述する活動を取り入れ、問題解決の過程を
自分で確認させる指導が大切である。

・条件に合わせて答えを確認したり、条件に合うものが他にないかを考えたりするな
ど、判断の正しさを説明するために何を示すことが必要かを考える活動や、必要な事
柄がすべて含まれているかを確認する学習活動を充実させることが大切である。

・判断の正しさを説明するために他に示すべき事柄を考えたり、不十分な説明を適
切な内容に改善したりする学習活動を充実させることが大切である。

●整数、分数の四則計算は、多くの児童が理解できている。
　・725×８  （設問A知識 1（2）　正答率：県 86.4%　　国 85.6%）
　・204÷４ （設問A知識 1（3）　正答率：県 95.6%　　国 95.4%）
●小数の計算、特に小数のわり算に改善傾向が見られる。
　・12÷0.6   （19 年度設問A知識 1（4）　正答率：県 77.4%　　国 72.7%）
　・68.4÷36   （20 年度設問A知識 1（4）　正答率：県 77.5%　　国 76.2%）
　・48.1÷1.3   （21 年度設問A知識 1（4）　正答率：県 81.9%　　国 80.4%）

「情報の選択と判断の根拠の説明」
　「与えられた情報を整理したり
選択したりして、筋道を立てて考
え、示された判断が正しい理由を
式と言葉を用いて記述すること」
に課題がある。

正答率
本　県

無解答率
32.0％ 9.3％

全　国 33.9％ 9.2％

（数と計算）　設問3（3）

（注）　課題が見られた内容は、「A知識」「B活用」両問題ともに正答率が低い５問を抽出し、その中から無解答の状況や領域などを考慮して「A
知識」は２問、「B活用」は３問を選択しています。
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◆Ａ 主として知識に関する問題

特に課題が見られた内容

「証明の意義」

指　導　上　の　工　夫

◆Ｂ 主として活用に関する問題

◆定着傾向が認められる問題

　「帰納的な方法による説明と演
繹的な推論による証明の違いに着
目して、証明の意義について理解
すること」に課題がある。

●帰納と演繹の違いを理解し、証明の意義について理解させる学習活動の工夫
・図形の性質を予想させる際には、帰納的な方法を取り入れ、個々の具体的な
図形を考察させることが大切であるが、図形の性質や関係の一般性を保証
するものでないことを理解させる指導が大切である。

・演繹的な推論による証明だけでなく、帰納的な方法を取り入れ、結論を予想
させ、証明する意欲を高めさせる指導が大切である。

・演繹的な証明をすることにより、命題が例外なしに成り立つことを明らかに
できる「証明のよさ」を理解させる指導が大切である。

●方程式をつくるために着目する数量を見いだす学習活動の工夫
・問題の中の数量関係を２通りの式に表せば等式ができることを理解させ、それに基づい
て方程式をつくるなど、方程式を用いて解く手順をまとめさせる指導が大切である。

・問題の中の数量をとらえ、それらの関係を言葉の式や線分図などで表し、整理す
る手順を確認させる指導が大切である。

・言葉で書いたり、説明させたりして、何を未知数にしたのかを意識させる指導が
大切である。

正答率
本　県

無解答率
29.5％ 1.2％

全　国 28.9％ 1.2％

（図　形）　設問8

「方程式の解き方とその利用」
　「一元一次方程式をつくって問題を解決す
るために、数量の関係をとらえ、2通りに表さ
れた数量に着目すること」に課題がある。

正答率
本　県

無解答率
37.1％ 17.3％

全　国 34.9％ 18.5％

（数と式）　設問3（3）

特に課題が見られた内容

「事象を数学的に解釈する」

指　導　上　の　工　夫

　「事象を数学的に解釈し、問題
解決の方法を数学的表現を用い
て説明すること」に課題がある。

●問題解決のため、数学を活用する方法を考え、説明する学習活動の工夫
・授業で実生活の中にある実際のデータを用い、それを表にした後、グラフに
表現したり、式に表して理想化・単純化する過程を取り入れる活動を充実さ
せることが大切である。

・グラフや表を活用して事象を解釈し、解決に取り組む場面を設定することを
通して、数学を様々な場面で活用する態度や意欲を養う指導が大切である。

・グラフ、表、式などの「用いるもの」とその「用い方」について説明する場面を
設定するなど、問題解決の「方法」を数学的に説明する学習活動を充実させる
ことが大切である。

●文字式を活用して事柄が成り立つ理由を説明できるようにする学習活動の工夫
・文字の有用性や文字式の活用方法について十分定着を図る指導が大切である。
・事柄が成り立つ理由を調べるために、具体例を通して説明の見通しをもち、結論を
導くために必要な根拠を明らかにして、口述したり記述したりする学習活動を充実
させることが大切である。

・生徒の説明を基に、より的確な説明に手直しするなど、説明を振り返り、説明をより
よいものに改善したり、新たにわかる性質を発見したりする学習活動を充実させる
ことが大切である。

正答率
本　県

無解答率
20.0％ 50.7％

全　国 19.1％ 49.7％

（数量関係）　設問3（3）

「説明を振り返って考える」
　「筋道を立てて考え、事柄が
一般的に成り立つ理由を説明す
ること」に課題がある。

正答率
本　県

無解答率
44.3％ 17.9％

全　国 40.6％ 17.8％

（数と式）　設問2（2）

●図形の特徴を的確にとらえ数学的表現を用いて説明する学習活動の工夫
・実際に図形を折り曲げたり、切り取ったりするなどの具体的な操作活動を
取り入れ、図形の特徴を気づかせる指導が大切である。

・図形の性質を説明する際に、主部や述部を明確に述べたり数学の用語を適
切に用いたりできるようにさせる指導が大切である。

・「左右対称」や「合同な部分がある」という表現にとどまらず、「対称軸をもつ」
「線対称である」などの数学的な用語を使って説明できるようにさせる指導
が大切である。　

●正負の計算、文字式の計算は、多くの生徒が理解できている。
　・2×（5－8） （設問A知識1（3）　 正答率：県92.3％　　国89.5%）　　・3x×（－4xy） （設問A知識2（1） 正答率：県92.6％　　国91.0%）
●基本的な空間図形の性質については、多くの生徒が理解できている。
　・立方体の展開図において与えられた面に平行な面を選ぶ。　 （設問A知識5（1） 正答率：県95.4％　　国95.4%）
　・直角三角形の一辺を軸として回転させてできる立体を選ぶ。 （設問A知識5（2） 正答率：県87.8％　　国87.2%）
　・円柱の展開図において、円の周の長さと側面の長方形の辺の長さとの関係を理解している。
 （設問A知識5（3） 正答率：県83.1％　　国82.6%）

「事象の数学的な解釈と判断」
　「事柄の特徴を的確に捉え、
数学的な表現を用いて説明する
こと」に課題がある。

正答率
本　県

無解答率
47.2％ 1.8％

全　国 46.2％ 2.3％

（図　形）　設問1（2）

（注）　課題が見られた内容は、「A知識」「B活用」両問題ともに正答率が低い５問を抽出し、その中から無解答の状況や領域などを考慮して「A
知識」は２問、「B活用」は３問を選択しています。
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算数・数学 <３回の調査における特徴的な課題>

●問題解決に必要な条件を算数的根拠に基
づいて取捨選択し、グラフや式などを用
いて説明する学習活動の工夫

○具体的な事象の中から必要な情報を
選択し、言葉、表、式、グラフ等を用い
て表現するなど、算数における言語活動
を充実させることが大切である。
○筋道を立てた説明ができるように、自分
の考えや解決方法を振り返らせるノー
トの指導が大切である。
○考えや判断の根拠を意識させるため、グ
ループ活動などを通して、言葉、表、式、
グラフ等を活用しながら説明し合う活
動を充実させることが大切である。

小学校

○割合や百分率など、基準量と比較量の２
つの量を関連づけ、大小関係等について判
断や根拠の理由を説明することに課題が
ある。

○与えられる条件が多くなるほど、誤答が増加
する傾向が見られる。

指
導
方
法
の
工
夫

　「日常的な事象を一次関数としてとらえ、数
学的な表現を用いて、『方法』を説明すること」
に課題がある。

　「日常的な事象について、与えられた数量関
係を整理し、算数的な表現を用いて、『方法』や
『理由』を説明すること」に課題がある。

○日常的な事象を数学的な表現を用いて説明すること（数量関係）

設問
(形式)

19年度
B活用
4(1)
(記述式)

設 問 の 概 要 領　域 正答率 無解答率

木曜日と日曜日に安売りをす
るケーキ屋で指定されたケー
キを買うとき、どちらの曜日
がいくら安くなるかを求める
式と答えを書く。

数量関係 32.5
(29.2)

8.0
(8.6)

20年度
B活用
2(3)
(記述式)

米の生産額について、「割合が
減っているから、生産額は
減っている」という考え方が
正しいかどうかを判断し、そ
のわけを書く。

数量関係 17.5
(17.3)

1.9
(1.9)

21年度
B活用
5(3)
(記述式)

４月と６月の全体の重さを基
にしたペットボトルの重さの
割合の大小関係をとらえ、判
断のわけを書く。

数量関係 17.2
(17.7)

6.6
(7.6)

19年度
20年度

21年度

＊数値は県（全国）

＊数値は県（全国）

「求める式と答えを書く」
「グラフの読み取り」
「言葉や式を使い理由を書く」
「グラフの読み取り」
「言葉や式を使い理由を書く」

●問題解決のために数学を活用する方法を
考え、グラフや式などの用い方を明らか
にして説明する学習活動の工夫

○問題解決にあたり、表、式、グラフを選択
し、その用い方について説明する学習活
動を充実させることが大切である。
○表、式、グラフの関連について実感を
伴って理解させるため、何についてのグ
ラフなのかを読みとり、何を求めればよ
いのかを話し合う中で、説明内容の質を
高めさせる指導が大切である。
○生徒にとって身近で体験しやすい、また
は過去に体験したことがあるなど、実感
を伴った課題を選び、数学的な探求力を
育成することが大切である。

○表やグラフから必要な情報を読み取り、問
題解決の方法を数学的な表現を用いて説明
することに課題がある。

○変化の割合が「負」であり、実体験のない事
象である場合ほど記述に至らない傾向が見
られる。

設問
(形式)

19年度
B活用
5(3)
(記述式)

設 問 の 概 要 領　域 正答率 無解答率

水温が80℃になる時間を求
める方法を説明する。

40.0
(38.7)

37.7
(38.6)

20年度
B活用
5(3)
(記述式)

表やグラフのデータをもと
に、富士山の６合目の気温
を求める方法を説明する。

13.0
(12.5)

60.7
(59.8)

21年度
B活用
3(3)
(記述式)

蛍光灯と白熱電球の総費用
について、２つの総費用が
等しくなるおよその時間を
求める方法を説明する。

20.0
(19.1)

50.7
(49.7)

19年度
20年度
21年度

「正」「水温」
「負」「富士山の気温」
「正」「電球・蛍光灯の総費用」

数量関係

数量関係

数量関係

中学校
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●事象を算数的にとらえ、表現する学習
活動の工夫

○作業的・体験的な算数的活動の中で、児
童一人一人に「わかった」という実感を
もたせる指導が大切である。
○情報を選択したり、知識・技能を活用し
たりする算数的活動を通して、思考力・
判断力・表現力等を育てる指導が大切で
ある。
○発達段階に応じて、「理由」を言葉、数、
式、図等を使って説明する活動やお互い
の解き方をわかり合う活動を意図的・計
画的に行うことが大切である。

小学校

○日常の生活の中から既習事項を活用して図
形を見いだし、性質を説明することができな
いなど、図形に関する知識・技能を実感を
伴って理解することに課題がある。

○説明することの意味や方法が理解されてい
ない傾向が見られる。

指
導
方
法
の
工
夫

　「指示された方針に基づいて証明すること」
に課題がある。

　「日常的な事象を算数的にとらえ、説明
すること」に課題がある。

○既習事項を活用して、問題解決の方法や事象が成り立つ根拠を説明すること（量と測定・図形）

19年度

●証明の方針を立て、方針に示された事柄を
数学的な表現で証明する学習活動の工夫

○証明では、目的意識を持たせることが大
切であり、仮定と結論を区別し、証明の
ための方針を立てる時間を十分に確保
することが大切である。
○生徒が相互に考え方を説明し合う活動
や、着目すべき性質や関係を作図した
り、関係式で表したりする作業を通して
図形の性質を理解させる指導が重要で
ある。
○証明を形式に合わせて書く活動を行っ
たうえで、グループ内で自分たちが書い
た証明について相互に説明させたり、
的確で分かりやすい書き方に直すため
に相互に評価させたりする活動を充実
させることが大切である。

○三角形の合同条件を理解し、方針に基づいて
合同を示すために必要なことを見いだして、
証明することに課題がある。

○証明することの意味や方法が理解されてい
ない傾向が見られる。

「面積の大小について図を参考
に説明」

21年度「半径を求める方法について別
の求める方法が書かれた文を
参考に説明」

20年度「面積の大小について選択肢を
選んだ理由を説明」

19年度 証明の誤りを正しく書き直す

21年度 証明の一部が記載されている
問題の証明を完成する

20年度 証明の筋道が記されたメモを
ヒントに証明する

設問
(形式)

19年度
B活用
5(3)
(記述式)

設 問 の 概 要 領　域 正答率 無解答率

長方形の形をした公園と、平
行四辺形の形をした公園につ
いて、面積が広い方の公園を
答え、その理由を説明する。

量と測定 18.2
(17.9)

3.2
(3.5)

20年度
B活用
3(3)
(記述式)

長方形と四角形について、各
頂点を中心に円の一部をか
き、それらをあわせた面積の
関係をとらえ、判断のわけを
書く。

量と測定
図 形

33.9
(33.1)

6.1
(6.1)

21年度
B活用
１(3)
(記述式)

長方形の紙にかかれた６つの
円の半径の求め方について、長
方形の縦の長さを使った求め
方を基に、横の長さを使った
求め方を書く。

図 形
30.7
(30.4)

5.9
(5.8)

＊数値は県（全国）

＊数値は県（全国）

設問
(形式)

19年度
B活用
4(2)
(記述式)

設 問 の 概 要 領　域 正答率 無解答率

証明の中の誤りを正しく書
き直す。

50.2
(47.9)

17.6
(17.4)

20年度
B活用
4(2)
(記述式)

２つの線分の長さが等しい
ことを、三角形の合同を利
用して証明する。

46.4
(43.3)

27.8
(28.7)

21年度
B活用
4(1)
(記述式)

２つの線分が平行になるこ
とを、三角形の合同を用い
て証明する。

43.7
(41.0)

20.2
(21.2)

図 形

図 形

図 形

中学校
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Ⅱ
○　県内の都市部・市部・郡部の学力の定着状況は、同程度であり、全国的な状況と同様に人口規模による学力の差は見ら
れない。なお、3回の調査とも、同様の結果であり、人口規模による学力の差は見られない。

人口規模による学力の定着状況 <教科に関する調査>

Ａ知識
Ｂ活用

Ａ知識
Ｂ活用

Ａ知識
Ｂ活用

Ａ知識
Ｂ活用
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※「学校の指導の状況」については、児童生徒質問紙と類似した学校質問紙の状況を掲載しています。

Q　算数・数学の授業で、学習したことを普段の生活の中で活用できないか考えますか

Ｑ　国語の指導として、目的や相手に応じて話したり聞いたりする授業を行いましたか

●　算数・数学の授業で、学習したことを普段の生活の中で活用できないか考える児童生徒ほど、正答率が高い
傾向が見られる。
●　3年間の比較では、小・中学校とも児童生徒の割合に変化は見られない。

◇　国語の指導として、目的や相手に応じて話したり聞いたりする授業を行っている学校や算数・数学
の指導として、実生活と関連を図った授業を行っている学校の割合は、全国の状況と比較して、小学
校は同程度、中学校では低い。

よく行った どちらかといえば行った あまり行っていない 全く行っていない

Ｑ　算数・数学の指導として、実生活と関連を図った授業を行いましたか

学校の指導の状況

当てはまる どちらかといえば、当てはまる どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない
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※「学校の指導の状況」については、児童生徒質問紙と類似した学校質問紙の状況を掲載しています。

５　生活習慣と学力

Q　携帯電話の使い方について、家の人と約束したことを守っていますか

＜指導上のポイント＞
○　望ましい生活習慣について、児童生徒が家族との対話を通して自ら考え、行動できるように、家庭と連携を図
ることが大切である。

●　携帯電話の使い方について、家の人と約束を守っている児童生徒ほど正答率が高い傾向が見られる。

Q　普段(月～金曜日)、１日当たりどれくらいの時間、テレビゲームをしますか

●　テレビゲームをする時間が長い児童生徒ほど、正答率が低い傾向が見られる。

きちんと
守っている

だいたい
守っている

あまり
守っていない 守っていない 携帯電話はもっているが

約束はない
携帯電話を
もっていない

Ｑ　定期的な家庭訪問を前年度どの程度実施しましたか

◇　年２回以上家庭訪問を行っている学校の割合は、全国の状況と比較して、小・中学校とも高い。

３回以上 2回 1回 全く行っていない

学校の指導の状況

※上記の横棒グラフは、携帯電話を所持している児童生徒の中で家の人と約束がある場合についてのみ示している。
　なお、携帯電話を所持している児童生徒は、小学生で約32％、中学生で約55％であり、所持している児童生徒の中で、家の人と約束を
守っている児童生徒の割合は、小学生で約81％、中学生で約64％である。

4時間以上 3～4時間 2～3時間 1～2時間 1時間より少ない 全くしない
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※「学校の指導の状況」については、児童生徒質問紙と類似した学校質問紙の状況を掲載しています。

７　規範意識や社会連帯の意識と学力

Q　学校のきまり（規則）を守っていますか

＜指導上のポイント＞
○　集団で協力して目標を達成する活動等を通して児童生徒が生活上のきまりを身に付けるとともに、こころ
通い合い、支持的風土のある学級集団づくりを通して相互の信頼関係を高めることが大切である。

●　学校のきまりを守っている児童生徒ほど、正答率が高い傾向が見られる。

Ｑ　人の気持ちが分かる人間になりたいと思いますか

●　「人の気持ちが分かる人間になりたい」と思う児童生徒ほど、正答率が高い傾向が見られる。

◇　学校や地域であいさつをするよう指導している学校の割合は、全国の状況と比較して、小・中学校
とも同程度である。

学校の指導の状況

当てはまる どちらかといえば、当てはまる どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

当てはまる どちらかといえば、当てはまる どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

よく行った どちらかといえば行った あまり行っていない 全く行っていない

Ｑ　学校や地域であいさつするよう指導していますか
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４　就学援助率と学力

Q　調査対象である児童生徒のうち、就学援助を受けている児童生徒の割合はどれくらいですか。

【参考】　就学援助率が30％以上の学校の内、児童生徒の平均正答率が全国平均以上の学校の取組

＜指導上のポイント＞
○　就学援助を受けている児童生徒の割合が高い学校の方が、その割合が低い学校よりも正答率が低い傾向が
見られる。
○　就学援助を受けている割合が高い学校の中には、正答率が高い学校もあり、学校や地域の実態に応じ、多様
で効果的な指導の工夫を図ることが大切である。

　上記のグラフは、各選択肢を選
んだ学校の平均正答率の分布状況
を示し、分布の範囲が広いほど、
上下のひげが長くなる。

　就学援助を受けている児童生徒の割合が30％以上の学校のうち、教科に関する調査の平均正答率が全て
全国平均以上の学校の方が、全て全国平均未満の学校より以下のような指導を行った回答の割合が高い
傾向が見られる。

選択肢1　0％以上5％未満 選択肢2　5％以上10％未満

選択肢5　30％以上

選択肢3　10％以上20％未満

選択肢4　20％以上30％未満

＜平成21年度全国学力・学習状況調査結果概要（文部科学省）より引用＞

学 習 規 律
学 習 方 法

◇適切にノートをとるなど学習方法に関する指導をしている
◇私語をしないなど学習規律の維持を徹底している

学 習 習 慣 ◇保護者に対して児童生徒の家庭学習を促すよう働きかけを行った
◇家庭学習の課題について、評価・指導を行った

言語活動等 ◇様々な考えを引き出したり、思考を深めたりするような発問や指導をしている
◇自分で調べたことや考えたことを分かりやすく文章に書かせる指導をしている

教科への
関心・意欲・態度

◇国語の指導として、目的や相手に応じて話したり聞いたりする授業を行った
◇算数・数学の指導として、実生活における事象との関連を図った授業を行った

家庭・地域
との連携

◇PTAや地域の人が学校の諸活動にボランティアとして参加している
◇学校や地域であいさつをするよう指導している

選択肢ごとの平均正答率の分布状況

21教Ｔ2-010Ａ4
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