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～ □（ ）は設問番号   

 

＜成果が見られた設問＞ 
 ２一（目的や意図に応じ，内容の中心を明確にして，詳しく書く） 

お礼の気持ちを伝えるために，どのような内容を書いているのか，書かれている内容の説

明として適切なものを選択する。 

 ４二（俳句の情景を捉える） 

グループの話合いを通して見付けた俳句のよさとして適切なものを選択する。 

 ５ア（ことわざの意味を理解して，自分の表現に用いる） 

ことわざの使い方の例として適切なものを選択する。［三度目の正直］ 

 ７（３）（４）（６）（学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく読む） 

［申しこみ期限（きげん）］［事務室前（じむしつ）］［指示（しじ）］ 

 

＜課題が見られた設問＞ 
【書くこと】 

 ２二（手紙の構成を理解し，後付けを書く） 

手紙の後付けに必要な，日付，署名，宛て名の位置について，適切なものを選択する。 

「前文」,「本文」，「末文」，「後付け」といった手紙全体の構成や、後付けにおける署

名と宛て名の位置関係といった手紙の基本的な形式などについて指導します。また,宛て名

を最終行の上の位置に書くことで相手への敬意を示すことにつながるなど，手紙の形式がも

つ意味について指導します。 

 

【読むこと】 

 ３ （目的に応じて，文章の中から必要な情報を見付けて読む） 

学校新聞を書くために，「時の記念日」についての【資料】から，小野さんと今村さんが

中心に読むとよい段落をそれぞれ選択する。 

調べる目的や事柄を明確にした上で，本や文章を選び，その中の記述や説明から，課題を

解決するために必要な情報を選択する際，本の題名や種類に着目し，目次や索引などを効果

的に利用することができるように指導します。また，自分の調べたい言葉を別の言葉に置き

換えたり，必要な情報の中から手掛かりとなる言葉を決め，それを基に検索したりするなど，

目的に照らして必要な本や文章を児童自ら選ぶことができるよう指導します。 

 

【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】 

 ５イ（ことわざの意味を理解して，自分の表現に用いる） 

ことわざの使い方の例として適切なものを選択する［もちはもち屋］ 

本や文章の中で使われていることわざを集め，辞典などを用い，意味や用例などについて

調べた上で，そのことわざを適切に用いた文を作るなどして，国語辞典やことわざ辞典など

を日常的に活用できるように指導します。 

１ 教科に関する調査結果から 

 国 語 

 国語Ａ ～基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題 

 

中富良野町立宇文小学校 

平成２９年度 全国学力・学習状況調査の結果について 



2 

 

 

 

＜成果が見られた設問＞ 
 ２二（目的や意図に応じ，引用して書く） 

【友達の考え】と同じ考えの人を説得するために引用する文章を，【『緑のカーテンを始

めよう』の一部】から選択する 
 

＜課題が見られた設問＞ 
【話すこと・聞くこと】 

 １一（動画を見る目的を捉えることを通して，目的や意図に応じ，適切な言葉遣いで話す） 

スピーチの練習の様子を記録した動画を見る目的として，適切なものを選択する。 

よりよいスピーチにするために，目的や意図，指導のねらいなどに応じて，話の構成や内

容，話し方についてなど振り返るための観点を明確にすることができるよう指導します。 

 

 １二（話の構成を工夫して話すことができるなどのスピーチメモのよさを捉えて読む） 

グループの話合いの中で，石田さんたちは，スピーチメモを使うことのよさについてどのよ

うに考えているかについて書く。 

話の構成を意識して，相手の反応を見ながら話すこと，相手の意図に応じて，考えが伝わ

るように複数の事例を取り上げたり，話す速さや間の取り方を工夫したりするなどして考え

ながら話すことができるよう指導します。 

 

【話すこと・聞くこと】【書くこと】 

 １三（目的や意図に応じて，話の構成や内容を工夫し，場に応じた適切な言葉遣いで自分の考えを話す） 

折り紙の魅力について，スピーチメモとグループの話合いで出された意見を基にどのように

考えているかについて書く。 

話の構成や内容を工夫するために，自分の立場を明確に説明したり，事実と感想，意見と

を区別したり，結論付けを明確にしたりすることなどについて指導します。また，声量や速

度，抑揚や間の取り方，改まった言葉や丁寧な言葉，敬体と常体との使い分けなど，その場

に応じた最も適切な表現の仕方について指導します。 

 

【書くこと】 

 ２一（目的や意図に応じて，文章全体の構成を考える） 

文章の構成の工夫として当てはまるものを選択する。 

文章の構成を工夫することや相手に伝わるように説得力をもって伝えること，必要な理由

を明確にして書くこと，構成の段階で友達と読み合い，「読み手が分かりやすい，効果的な

構成となっているかどうか」などの観点で話し合い，助言し合い，助言を基に文章を見直す

活動も取り入れ指導します。 

 

 ２三（目的や意図に応じ，必要な内容を整理して書く） 

［イ］に入る内容を，中学生からの【アドバイス】を基に書く。 

読み手に自分の考えが伝わるような文章を書くために，目的や意図に応じ，取材した情報

から必要な内容を整理することが重要です。本問では,水やりが大変な二つの理由と，それ

ぞれの理由を説明する事例を区別し，必要な内容を取り上げ，整理して簡潔に書けるよう指

導します。 

  

国語Ｂ～基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題 
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＜成果が見られた設問＞ 
 ２（１）（整数の乗法の計算をすることができる） １２３×５２を計算する。 

 ２（２）（小数と整数の加法の計算をすることができる） １０．３＋４を計算する。 

３   （二つの数の最小公倍数を求めることができる）８と１２の最小公倍数を求める。 

６   （正五角形は，五つの合同な二等辺三角形で構成できることを理解している） 

円を使って正五角形をかくとき，中心のまわりの角を何度ずつに分割すればよいかを書く。 

 

＜課題が見られた設問＞ 
【数と計算】【数量関係】 

 ２（３）（加法と乗法の混合した整数と小数の計算をすることができる） 

６＋０．５×２を計算する 

計算の順序についてのきまりは，単に暗記するだけではなく，具体的な場面と関連付けな

がら理解できるよう指導します。 

 

【数と計算】 

 ２（４）（商を分数で表すことができる） 

５÷９の商を分数で表す。 

a ÷ bの商を３分の２と分数で表したり，３分の２をa ÷ b と表したりすることで，除法

の被除数，除数と商の分子，分母の関係を確実に理解できるように指導します。また,２：３

の比の値を，２÷３を用いて３分の２とすることで商を表す際，整数の除法の結果を分数で表

す学習を振り返ることで，比の値も分数を用いて求められることを確認します。 

 

【量と測定】 

 ４   （任意単位による測定について理解している） 

重さ，長さについて任意単位による測定を基に比較しているものを選ぶ。 

量の比較や測定において，直接比較，間接比較，任意単位による測定，普遍単位による測定

について，それぞれのよさを理解し，新たに学習する量の比較や測定に活用することができる

よう指導します。 

 

 ５   （高さが等しい平行四辺形と三角形について，底辺と面積の関係を理解している） 

示された平行四辺形の面積の，半分の面積である三角形を正しく選ぶ。 

底辺の長さと高さがそれぞれ等しい平行四辺形と三角形においては，図形の向きや形に依存

せずに，三角形の面積は平行四辺形の面積の半分であることを理解できるよう指導します。 

 

【数量関係】 

 ９（２）（資料から，二次元表の合計欄に入る数を求めることができるしている） 

二次元表の合計欄に入る数を書く。 

「合計」の数値に着目することで,二次元表に示された数値が適切なものであるかどうかを

確かめる活動を通して,二次元表の合計欄の意味を理解できるよう指導します。 

 

  

算 数 
 算数Ａ ～基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題 
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＜成果が見られた設問＞ 
 ３（１）（飛び離れた数値を除いた場合の平均を求める式を判断することができる） 

飛び離れた数値を除いた場合の平均を求める式を選ぶ 

 

＜課題が見られた設問＞ 
【数と計算】【数量関係】 

 １（３）（問題に示された二つの数量の関係を一般化して捉え，そのきまりを記述できる） 

２けたのひき算の答えを求めることができるきまりを書く。 

見いだした数量の関係を言葉や式を用いて一般化して表現することができるよう指導しま

す。また,自分の考えを相手にわかりやすく説明したりわかりやすく伝え合ったりする上で有

用であると，児童が実感できるようにします。 

 

【数と計算】 

 ２（２）（直線の数とその間の数の関係に着目して，示された方法を問題場面に適用することができる） 

１３本の直線を使う場合，手紙の用紙の長い辺を３等分するのは，何本目の直線 

と交わった点かを書く。 

日常生活の問題の解決のために，示された方法を解釈し，その方法を問題場面に適用する

ことができるよう指導するとともに，日常生活の問題の解決のために，算数が役立っている

ことを実感できるよう指導します。 

 

【量と測定】【数量関係】 

 ３（２）（仮の平均を用いた考えを解釈し，示された数値を基準とした場合の平均の求め方を記述できる） 

仮の平均の考えを活用して，測定値の平均を求める。 

測定値の平均を求める際は，およその数を見積もったり，能率的に処理するために工夫し

て計算したりできるよう指導します。グラフ，式，言葉などを関連付けて式の中の数の意味

を解釈し，説明する活動を取り入れます。 

 

【数量関係】 

 ４（２）（割合を比較するという目的に適したグラフを選ぶことができる） 

学年全体の人数に対するハンカチとティッシュペーパーの両方を持ってきた人数の割合 

を表しているグラフを選ぶ。 

問題を解決するために，目的に合った適切な表やグラフを選択し表したり，読み取ったり，

グラフどうしを関連付けて解釈したりするなど，目的に応じて表やグラフを活用できるよう

指導します。 

 

【図形】【数量関係】 

 ５（２）（身近なものに置き換えた基準量と割合を基に，比較量を判断し，その判断の理由を記述できる） 

与えられた情報から，基準量，比較量，割合の関係を捉え，「最大の満月の直径」 

に近い硬貨を選び，選んだわけを書く 

日常生活の事象を，割合を活用して数学的に解釈するために，数量の関係を身近なものや図などに置き換えて，基

準量・比較量・割合の関係を的確に捉え判断したり,判断した理由や問題を解決した過程を

数学的に表現したりすることができるよう指導します。 

 

 

 

算数Ｂ ～基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題 
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 番号 質問事項 全国平

均(%) 

全道平

均(%) 

宇文小

(%) 

備考 

指導の改

善に関す

る取組状

況 

9 友達と話し合うとき，友達の考えを受け止めて，自分の考えを

持つことができていますか 

85.5  84.4  75.0   

54 「総合的な学習の時間」では，自分で課題を立てて情報を集め

整理して，調べたことを発表するなどの学習活動に取り組んで

いますか 

69.8  71.9  100.0   

58 ５年生までに受けた授業では，学級やグループの中で自分たちで課題を

立てて，その解決に向けて情報を集め，話し合いながら整理して，発表

するなどの学習活動に取り組んでいたと思いますか 

75.1  72.5  100.0   

60 ５年生までに受けた授業で，自分の考えを発表する機会では，

自分の考えがうまく伝わるよう，資料や文章，話の組み立てな

どを工夫して発表していたと思いますか 

64.9  62.8  100.0   

66 ４００字詰め原稿用紙２～３枚の感想文や説明文を書くこと

は難しいと思いますか 

59.5  54.4  100.0   

68 学級の友達と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 

68.2  66.4  68.0  

75 国語の授業で意見などを発表するとき，うまく伝わるように話

の組み立てを工夫していますか 

63.4  62.7  50.0   

家庭生活

に関わる

こと 

25 携帯電話やスマートフォンの使い方について，家の人と約束し

たことを守っていますか 

48.7  46.7  100.0  持っている１

人のみ回答 

26 テレビを見る時間やゲームをする時間などのルールを家の人

と決めていますか 

58.3  54.6  100.0   

27 家の人（兄弟姉妹を除く）と将来のことについて話すことがあ

りますか 

50.4  48.7  100.0   

学習に対

す る 関

心 ・ 意

欲・態度

(算数) 

84 算数の授業で学習したことは，将来，社会に出たときに役に立

つと思いますか 

89.1  87.7  75.0   

85 算数の授業で問題を解くとき，もっと簡単に解く方法がないか

考えますか 

81.4  80.0  75.0   

学習時間

など 

31 家で，学校の授業の予習をしていますか 41.0  46.9  0.0   

基本的生

活習慣 

12 普段（月曜日から金曜日），１日当たりどれくらいの時間，テレビやビ

デオ・ＤＶＤを見たり，聞いたりしますか（勉強のためのテレビやビデ

オ・ＤＶＤを見る時間，テレビゲームをする時間は除く） 

44.2  40.9  0.0  ２ 時 間

以内 

14 普段（月曜日から金曜日），１日当たりどれくらいの時間，携帯電話や

スマートフォンで通話やメール，インターネットをしますか（携帯電話

やスマートフォンを使ってゲームをする時間は除く） 

79.4  74.3  100.0  １時間

以内 

地域や社

会、外国

に対する

興味・関

心 

41 地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がありますか 63.9  60.7  100.0   

45 新聞を読んでいますか 21.0  23.8  25.0   

65 ５年生までに受けた授業や課外活動で地域のことを調べたり，

地域の人と関わったりする機会があったと思いますか 

70.2  65.6  100.0   

２ 児童質問紙の結果から 
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今後に向けた改善策 ○学びの場や時間を充実させるために 

【学校】 
①  毎日を元気に楽しく過ごし，前向きに生きる人間性を育みます。 
具体策 

 ○だれもが居心地のよい学校・学級経営を目指します。 

 ○達成感と自己有用感を得られる活動を充実させます。 

○道徳教育の充実を図り,豊かな人間性を育てます。 

 ○地域から国際社会まで外へ目を向け，積極的に関わっていけるように，ボランティア活動や

キャリア教育を充実させます 

 

②  授業の工夫改善を図り，宇文子の学力向上を目指します。 
具体策 

 ○「できる」「わかる」授業を実践し，学習への意欲と自信をもたせます。 

 ○学力・学習状況調査の B 問題に対応できる，問題を読み取り，筋道を立てて考え，自分な

りの考えを適切に文章で表現する「思考力・判断力・表現力」や「言語能力」を向上させる

指導に努めます。 

 ○実生活に生きると実感できる学習活動の工夫を図ります。 

 ○目的や相手意識をもちながら学習活動し，自分の考えや活動に広がりや深まりがもてるよう

にします。 

 ○児童が自らの学習の仕方やつまずきを振り返り，改善を目指すことができるように振り返り

ます。 
 

③ よりよい家庭学習の取組を目指した指導を行います。 
具体策   

 ○「家庭学習の手引き」をもとに質と量を両立させた家庭学習の取組を目指します。 

 ○学習時間を確保するための取り組み方（予習や読書など）の指導や助言をします。 

  

【家庭】 
① 家庭は大切な「学び」の場。学ぶ意欲や態度を育てましょう。 
具体策    

 ・読書をして語彙を増やしたり，想像力を養ったりする。 

・新聞・ニュースなどから身の回りや社会の出来事を知り，関心をもつ。 

 

② 家族で過ごす時間を大切にし，生活のリズムをつくりましょう。 

 具体策 

 ・家族でいっしょに食事，会話・団らんをもつ。 

・テレビやゲームの時間について家族内のルールを作り，共通理解を図る。（毎月第一・三日

曜日はノーゲームデー TV・ゲームなどのメディアに触れる時間を 2時間以内とする。） 

・土日祝日も規則正しい起床・就寝時刻を心がける。 

 

④ 家庭学習が習慣付けられる環境をつくりましょう。 
具体策 

・学習時間の確保(学年×１０分+１０分) 例：６年生は７０分 

・「上川スライド３０」の取組 

 


