
 

 

 

 

 

 

 

１ 教科に関する調査の状況について 

(Ａ)…主として「知識」に関する問題 (Ｂ)…主として「活用」に関する問題 

教
科 

国語 算数 理科 

成
果 

○(Ａ)相手や目的に応じ、自分

が伝えたいことについて、事

例を挙げながら筋道を立てて

話す問題で全国平均正答率を

上回っていること。 

○(Ｂ)話合いの参加者として、

質問の意図を捉える問題で全

国平均正答率を上回っている

こと。 

○(Ａ)１に当たる大きさを求め

る問題場面における数量の関

係を理解し、数直線上に表す

問題で全国平均正答率を上回

っていること。 

○(Ｂ)合同な正三角形で敷き詰

められた模様の中に、条件に

合う図形を見いだす問題で全

国平均正答率を上回っている

こと。 

〇全体的に良好な結果が出てお

り、特に、物質・生命の領域

においては、全国平均正答率

を大幅に上回っていること。 

〇観察や実験等の活動を通して

学んだ内容の正答率が高いこ

と。 

課
題 

●(Ａ)文の中における主語と述

語の関係などに注意して、文

を正しく書くこと。 

●(Ｂ)目的や意図に応じ、内容

の中心を明確にして、詳しく

書くこと。 

●(Ａ)小数の除法の意味につい

て、問題の場面から式を考え

ること。 

●(Ｂ)敷き詰め模様の中から図

形を見いだし、その構成要素

や性質を基に、一つの点の周

りに集まった角の大きさの和

が360°になっていることを

言葉や式を用いて記述するこ

と。 

●実験結果を基に分析して考察

したり、実験結果の見通しを

伴った解決の方向性を構想し

たりすること。 

●問題に正対したまとめを書く

問題で無答率が高いこと。 

改
善
策 

◎特に正答率の低かった主語・

述語などの理解について、授

業で扱う文章の中で定期的に

指導するなど、折に触れた語

彙指導を反復して行う。 

◎作文で、中心となる事物につ

いて詳しく書くように指導す

る。書き出しの例を示すなど

の指導も行う。 

◎乗法や除法の問題場面を複数

提示し、図や数直線などに表

し、立式する活動を行う。 

◎合同な多角形で敷き詰められ

た図形の一つの点の周りに集

まった角の大きさについて考

察し、その和が360°になるこ

とを式と図を関連付けて説明

する活動を行う。 

◎観察や実験の結果を基に「事

実」と「解釈」の両方を示し

ながら的確に説明する活動を

行う。また、自ら実験計画を

立案し、予想が確かめられた

場合に得られる結果を予測す

る活動を行う。 

◎問題解決の様々な場面で自分

の考えを表現したり、他者の

考えを聞いて自らの考えを見

直したりする活動を重視す

る。 

■平成30年４月17日実施（小・中学校全校実施） 

■実施教科 小学校…国語Ａ・Ｂ 算数Ａ・Ｂ 理科 

中学校…国語Ａ・Ｂ 数学Ａ・Ｂ 理科 

平成30年度全国学力・学習状況調査結果の概要 

小学校第６学年 



(Ａ)…主として「知識」に関する問題 (Ｂ)…主として「活用」に関する問題 

教
科 

国語 数学 理科 

成
果 

○(Ａ)語句の意味を理解し、文

脈の中で適切に使う問題（「一

方」の使い方）で全国平均正

答率を上回っていること。 

○(Ｂ)話の展開に注意して聞

き、必要に応じて質問する問

題で全国平均正答率を上回っ

ていること。 

○(Ａ)線対称な図形か点対称な

図形かを判断する問題で全国

平均正答率を上回っているこ

と。 

○(Ｂ)グラフから必要な情報を

読み取り、事象を数学的に解

釈する問題で全国平均正答率

を上回っていること。 

〇各領域で良好な結果が出てお

り、特に、生物的領域におい

て、全国平均正答率を大幅に

上回っていること。 

〇神経系の働き、光の直進や反

射、台風の進路を決める条件

に関する問題の正答率が高い

こと。 

課
題 

●(Ａ)目的に応じて文の成分の

順序や照応、構成を考えて適

切な文を書くこと。 

●(Ｂ)目的に応じて文章を読

み、内容を整理して書くこと。 

●(Ａ)数量の大小関係を不等式

に表すこと。 

●(Ａ)表を利用して起こり得る

すべての場合を数え上げ、確

率を求めること。 

●(Ｂ)問題の条件を変えた際

に、見いだした事柄を証明す

ること。 

●科学的用語や記号についての

知識・技能や、表・グラフの

値から考察・計算すること。 

●要因や条件を指摘・説明する

問題、結果から事実を読み取

ったり計算により値を算出し

たりする問題、新たな課題を

見いだし説明する問題で無答

率が高いこと。 

改
善
策 

◎作文を書く際、付箋などを活

用し、構成などを十分に検討

してから書き始める。 

◎文章を読んだ内容を整理して

書く学習の際、目次や索引を

活用して必要な部分を探す活

動を取り入れる。 

◎比べようとする数量に着目

し、不等号を用いて数量の大

小関係を表す活動を行う。 

◎樹形図や表などを利用して、

起こり得るすべての場合の数

とその事柄が起こりうる場合

の数を正しく数える活動を行

う。 

◎証明を読み、成り立つことと

成り立たないことを確認する

活動を行う。 

◎学習課題とまとめをきちんと

対応させるとともに、観察や

実験の結果を重視し、多様な

視点から考察を行う。 

◎自らの考えや意見を発表・説

明したり話し合ったりし、一

人一人の考えを一層深める活

動を行う。 

  

中学校第３学年 



２ 質問紙調査（児童生徒対象）の状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的生活習慣が身に付いており、自己肯定感の高い傾向が見られる。 生活習慣等について 
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朝食を毎日食べていますか
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自分には、よいところがあると思いますか

家庭学習の習慣について肯定的な回答をしている割合は、全国よりも高

い。話し合い活動については、75％以上が肯定的な回答をしている。 

学習について 
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家で、学校の授業の予習・復習を

していますか
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学級の友達と（生徒）の間で話し合う活動を通じて、

自分の考えを深めたり、広げたりすることができてい

ると思いますか

地域や社会への貢献について肯定的な回答をしている割合は、全国よりも

高い。地域の行事に参加している割合は、50％程度となっている。 

地域社会への意識 

について 
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地域や社会をよくするために何をすべき

かを考えることがありますか

学力向上のために 

１ 質問と正答率との関係 上記質問に肯定的な回答をした児童生徒の正答率は高い傾向にある。 

２ 課題 地域への関心を高めるとともに、話し合う活動を通じて自分の考えを深めたり広げたりす

る場を設定する授業づくりを行うこと。 

３ 改善のポイント 

・社会の出来事や地域のよさに関心をもてる課題を設定し、協働的な学びの充実を図ること。 

・互いの考えを交流して自他のよさに気付くことができる授業を展開し、主体的な学びにつなげる

こと。 


