
第 １ 章

「児童・生徒の学力向上を図るための調査」 

（小学校） 
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Ⅰ 「児童・生徒の学力向上を図るための調査」(小学校)の概要

１ 調査の目的 

東京都教育委員会では、平成16年度から、国語、社会、算数、理科の教科の目標や内容の実現状

況を把握し、それを指導方法の充実・改善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３年間実施した。平成18年度から平成20年度にかけては、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の問題場面において、活用で

きるかどうか、その実現状況をみるため、「問題解決能力等」の調査を実施した。平成19年度から

平成22年度にかけては、国語及び算数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」を実施した。 

調査の結果から、東京都における児童の学力の定着状況については概ね良好であるが、「長い文

章を読んで内容を把握することや情報を整理して判断すること」について課題があることが明らか

になった。この課題を踏まえ、平成22年度には、「文章や図表、グラフなどから必要な情報を正確

に読み取り、解釈しながら問題を解決する」過程において、児童がどの段階でどのような学習のつ

まずきがあるのかを明らかにするために、※「読み解く力に関する調査」を実施した。平成23年度

からは、小学校学習指導要領が全面実施されたことを踏まえ、学習指導要領に示された目標や内容

の実現状況と読み解く力の定着状況を把握するために、国語、社会、算数、理科の各教科について

調査を実施している。 
※「読み解く力」については、「文章や図表等から必要な情報を正確に取り出し、

比較・関連付けて読み取り、理由を理解・解釈・推論して解決する力」とした。

２ 調査問題作成の基本方針 

(1) 調査問題を、年度ごとに比較する「経年比較型」、児童のつまずきが、どこでどのように見ら

れたのか分析できる「課題分析型」、よりよい授業展開の在り方を提案する「授業提案型」の３

種類とする。

(2) 学習指導要領に示された目標や内容の実現状況を、「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」

「技能」「知識・理解」の４つの評価の観点（国語は５観点）から調査する。

(3)「読み解く力」の定着状況を、「必要な情報を正確に取り出す力」、「比較・関連付けて読み取る

力」、「意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力」の３つの観点から調査する。 

３ 調査項目 

教科 調  査  項  目 

国語 

・話すこと・聞くこと（「聞くこと」については、音声を聞いて答える問題）

・漢字の読み（「学年別漢字配当表」第４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 ・文学的な文章の読み ・説明的な文章の読み ・書くこと

【読み解く力】(1) 取り出す力 (2) 読み取る力 (3) 解決する力

社会 

・身近な地域や区市町村の様子 ・地域の販売の仕事と携わっている人々の働き

・地域の人々の健康な生活や良好な生活環境を守るための諸活動

・地域の人々の安全を守るための諸活動

・地域の古い道具、それらを使っていたころの暮らしの様子

・東京都の様子 ・都道府県の位置  ・県内の特色ある地域

【読み解く力】(1) 取り出す力 (2) 読み取る力 (3) 解決する力

算数 

・整数、小数、分数の計算（小数×小数を含む） ・計算のきまり ・大きな数

・分数と小数 ・倍とかけ算、わり算 ・時刻と時間 ・面積 ・円と球 ・資料の整理

【読み解く力】(1) 取り出す力 (2) 読み取る力 (3) 解決する力

理科 

・風やゴムの働き ・磁石の性質 ・電気の通り道 ・物と重さ ・昆虫と植物

・電気の働き ・金属、水、空気と温度 ・人の体のつくりと運動

・天気の様子 ・月と星 ・植物の発芽、成長、結実

【読み解く力】(1) 取り出す力 (2) 読み取る力 (3) 解決する力
※持ち物として、定規を用意する。
※各教科とも小学校第４学年までに学習した内容を含む。
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Ⅱ 「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（小学校）の結果について  
 

１ 調査結果の概要 

教 

科 

《教科の観点ごとの正答率》 《教科の読み解く力ごとの正答率》 

評価の観点 
全都平均 

正答率 
全都平均正答率グラフ（％）

 
 

読み解く力の観点
全都平均 

正答率 

 
全都平均正答率グラフ（％）

 

国 
 

語
（
第
五
学
年
） 

国語への 
関心・意欲・態度 93.3% 

  
必要な情報を 
正確に取り出す力 73.1% 

 
 

話す・聞く能力 81.7%   
比較・関連付けて
読み取る力 69.3% 

 
 

書く能力 39.8% 
 

 
意図や背景、理由を理解・

解釈・推論して解決する力 66.9% 
 

 

言語についての 
知識・理解・技能 55.2% 

 
 

Ｂ 読み解く力に 
関する内容 69.8% 

 

 

読む能力 74.6% 
 

 

Ａ 教科の内容 65.9% 
 

 教科の合計(Ａ＋Ｂ) 66.5% 
 

 

社 

会
（
第
五
学
年
） 

社会的事象への 
関心・意欲・態度 87.3% 

 
 

必要な情報を 
正確に取り出す力 72.0% 

 
 

社会的な 
思考・判断・表現 72.6% 

 
 

比較・関連付けて
読み取る力 53.3% 

 
 

観察・資料活用の 
技能 78.3% 

 
 

意図や背景、理由を理解・

解釈・推論して解決する力
52.9% 

 
 

社会的事象につい 
ての知識・理解 62.0% 

 
 

Ｂ 読み解く力に 
関する内容 59.4% 

 
 

Ａ 教科の内容 74.2%   教科の合計(Ａ＋Ｂ) 70.2% 
 

 

算 
数
（
第
五
学
年
） 

算数への 
関心・意欲・態度 84.1% 

 
 

必要な情報を 
正確に取り出す力 53.5% 

 
 

数学的な考え方 40.7% 
 

 
比較・関連付けて
読み取る力 21.9% 

 
 

数量や図形につい
ての技能 65.8% 

 
 

意図や背景、理由を理解・

解釈・推論して解決する力
21.1% 

 
 

数量や図形につい 
ての知識・理解 54.6% 

 
 

Ｂ 読み解く力に 
関する内容 32.1% 

 
 

Ａ 教科の内容 59.0% 
 

 教科の合計(Ａ＋Ｂ) 53.8% 
 

 

理 

科
（
第
五
学
年
） 

自然事象への 
関心・意欲・態度 90.7%  

 
必要な情報を 
正確に取り出す力 72.2% 

 
 

科学的な思考・表現 61.8% 
 

 
比較・関連付けて
読み取る力 71.9% 

 
 

観察・実験の技能 64.8% 
 

 
意図や背景、理由を理解・

解釈・推論して解決する力
59.1% 

 
 

自然事象について 
の知識・理解 79.1% 

 
 

Ｂ 読み解く力に 
関する内容 67.8% 

 
 

Ａ 教科の内容 71.5% 
 

 教科の合計(Ａ＋Ｂ) 70.4% 
 

 

 

0         50       100 0         50       100

※教科の合計（Ａ＋Ｂ）は、全体から算出した正答率であり、表中のＡとＢの単純平均とはなっていない 
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２ 各教科の問題ごとの正答率一覧と間違えてしまったときの復習のポイント 

(1) 国語（小学校第５学年対象） 

問題 

番号 

通し 

番号 

学習指導 

要領の内容 
出題のねらい 

評価の 

観点 
正答率 分類

１(1) 1 ３・４年Ａ話聞エ 発表の内容を正確に捉えることができる。 ② 78.7% ○

１(2) 2 ３・４年Ａ話聞エ 話合いの内容を正確に捉えることができる。 ② 82.7%  

１(3) 3 ３・４年Ａ話聞オ
話合いの内容をもとに発表に付け足そうとしていることを捉える

ことができる。 
② 83.7% ●

１(4) 4 ３・４年Ａ話聞エ
適切な関心・意欲・態度をもって、話すこと、聞くことについて

の学習に取り組もうとしている。 
① 95.8% ●

２(1) 5 
３・４年 

伝（１）ウ（イ）第４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こ

とができる。 

⑤ 84.9% ○

２(2) 6 
３・４年 

伝（１）ウ（イ）
⑤ 61.0% ○

３(1) 7 
３・４年 

伝（１）ウ（イ）第３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こ

とができる。 

⑤ 56.1% ○

３(2) 8 
３・４年 

伝（１）ウ（イ）
⑤ 58.4% ○

４(1) 9 ３・４年Ｃ読イ
【資料】の文章から、バイオミメティクスについての情報を正確

に取り出すことができる。 
⑥ 73.1% ○

４(2) 10 ３・４年Ｃ読イ
【資料】と【メモ】の二つの資料の内容を比較・関連付けて読み

取ることができる。 
⑦ 69.3% ●

４(3) 11 ３・４年Ｃ読エ
【資料】と【メモ】の内容を理解・解釈して、さやかさんが目的

に応じてまとめた文章を考えることができる。 
⑧ 66.9%  

５(1) 12 ３・４年Ｃ読ウ 叙述を基に場面の様子を正確に読み取ることができる。 ④ 74.0% ○

５(2) 13 ３・４年Ｃ読ウ 表現の特色を正確に捉えることができる。 ④ 73.8% ●

５(3) 14 ３・４年Ｃ読ウ 叙述を基に登場人物の様子を読み取ることができる。 ④ 75.8%  

６(1) 15 ３・４年Ｂ書ウ
相手や目的に応じて書きたいことが適切に伝わるように書くこと

ができる。 
③ 41.1% ●

６(2) 16 ３・４年Ｂ書オ 文章を読み返し、よりよい表現に書き直すことができる。 ③ 38.4%  

６(3) 17 ３・４年Ｂ書
適切な関心・意欲・態度をもって、書くことについての学習に取

り組もうとしている。 
① 90.7% ●

７ 18 
３・４年 

伝（１）イ（キ）
文の中における主語と述語の関係について理解できている。 ⑤ 43.0% ●

８(1) 19 
３・４年 

伝（１）イ（キ）

修飾と被修飾との関係（連続する文節にある場合）について理解

できている。 
⑤ 54.3% ●

８(2) 20 
３・４年 

伝（１）イ（キ）

修飾と被修飾との関係（離れた文節にある場合）について理解で

きている。 
⑤ 28.4% ●

 
（評価の観点） ①国語への関心・意欲・態度  ②話す・聞く能力  ③書く能力  ④読む能力 

⑤言語についての知識・理解・技能  ⑥必要な情報を正確に取り出す力 

⑦比較・関連付けて読み取る力  ⑧意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力 

（分   類） ○教科書例題レベルの問題 ●教科書練習問題レベルの問題 到達目標値は○と●の合計数である。 
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○ 間違えてしまったときの復習のポイント 

 

問題番号 
通し 
番号 復 習 の ポ イ ン ト 

１(1) 1 
話を聞くときに、相手が伝えたいと思っている大事なこと（「いつ」・「だれが」・「なにを」・「どのよう

に」等）を落とさないように、メモを取りながら聞くこと。 

１(2) 2 
話を聞くときに、相手が伝えたいと思っている大事なこと（「いつ」・「だれが」・「なにを」・「どのよう

に」等）を落とさないように、メモを取りながら聞くこと。 

１(3) 3 
話を聞くときに、相手が伝えたいと思っている大事なこと（「いつ」・「だれが」・「なにを」・「どのよう

に」等）を落とさないように、メモを取りながら聞くこと。 

１(4) 4 
他の人の発表を聞く時には、発表のよい点を見つけたり、自分の考えと似ている点や違う点を考えたり、

考えの理由を理解するように聞くこと。 

２(1) 5 

第４学年までに学習した漢字を、文の内容に合わせて正しく読めるようにすること。 

２(2) 6 

３(1) 7 

第３学年までに学習した漢字を、文の内容に合わせて正しく書けるようにすること。 

３(2) 8 

４(1) 9 【資料】の内容を読み取り、内容を整理すること。 

４(2) 10 【資料】と【メモ】の内容を結び付けて、分かったことを整理すること。 

４(3) 11 ２つの資料について、筆者の考えを理解して、目的に応じて文章をまとめること。 

５(1) 12 「時間」、「場所」、「出来事」などに注意して、登場人物の様子を読み取ること。 

５(2) 13 場面の様子を表現の工夫に気を付けて読み取ること。 

５(3) 14 「動作」、「話した言葉」などに注意して、登場人物の心情の変化を読み取ること。 

６(1) 15 文と文のつながり方に気を付けて、文を付け足して、文章を組み立てること。 

６(2) 16 書きたいことが分かりやすく伝わるように、よりよい表現に書き直すこと。 

６(3) 17 自分の委員会の活動内容を伝えるために、相手や目的に応じて工夫して書くこと。 

７ 18 文の中の主語と述語について着目して読むこと。 

８(1) 19 

文の中の詳しくする言葉とその言葉がどの言葉を詳しくしているかについて着目して読むこと。 

８(2) 20 
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(2) 社会（小学校第５学年対象）

問題番号
通し 

番号

学習指導 

要領の内容 
出題のねらい 

評価の 

観点
正答率 分類

１(1) １ 

３・４年

（１）ア

（６）ア

身近な地域の様子を四方位から読み取ることができる。 ③ 61.1% ○

１(2) ２ 縮尺から２地点間の距離を読み取ることができる。 ③ 81.3% ●

１(3) ３ 
地図から読み取ったことを基にして、地域の様子について捉え

ることができる。
② 73.6%

２(1) ４ 

３・４年

（４）アイ

資料から、火災が発生した時の様子を読み取ることができる。 ③ 85.6% ○

２(2) ５ 
調べたことを基にして、消防署の取組の目的を捉えることがで

きる。 
② 38.1%

２(3) ６ 
調べたことを基にして、地域の消防団の取組の目的を捉えるこ

とができる。
② 77.9% ●

２(4) ７ 
学習を振り返り、これから取り組んでいきたいことを考えよう

としている。 
① 90.4% ●

３(1) ８ ３・４年

（６）アイ

自分たちが通う小学校がある区市町村の地理的位置を理解し

ている。
④ 57.9% ○

３(2) ９ 東京都の土地の標高、主な都市について理解している。 ④ 71.6% ○

４(1) 10 

３・４年

（２）アイ

（６）ア

資料から疑問や調べてみたいことを見いだし、調べようとしている。 ① 84.1% ●

４(2) 11 47都道府県の名称と位置を理解している。 ④ 56.5% ○

４(3) 12 資料から、店内の様子について読み取ることができる。 ③ 87.5% ○

４(4) 13 
スーパーマーケットの売り場の工夫とその目的を正しく捉え

ることができる。
② 80.6% ●

５(1) 14 

３・４年

（５）ア

資料から、古い道具の使い方を読み取ることができる。 ③ 76.1% ●

５(2) 15 
資料から読み取ったことを基にして、道具の変化について捉え

ることができる。 
② 80.8% ●

５(3) 16 
道具の変化と人々の生活の変化とを関連付けて捉えることが

できる。
② 84.7%

６(1) 17 

３・４年

（６）ウエ

観光課で働くＣさんの仕事について、正しく情報を取り出すこ

とができる 
⑤ 66.2% ○

６(2) 18 
資料から取り出した情報を関連付け、Ｃさんの訪問先から考え

られる特徴や目的を読み取ることができる。 
⑥ 49.9% ●

６(3) 19 Ｃさんが訪問先を選んだ理由について推論することができる。 ⑦ 58.8%

７(1) 20 

３・４年

（３）アイ

東京都の給水制限について、正しく情報を取り出すことができる。 ⑤ 77.9% ○

７(2) 21 

【東京都の給水制限の回数】と【東京都に水を送っているダム

（貯水池）とその完成した年と場所】から読み取ることができ

る情報を比較・関連付け、給水制限とつくられたダム(貯水池)

の数の関係について読み取ることができる。  

⑥ 56.8% ●

７(3) 22 
家庭に確実に水が届いている理由について推論することがで

きる。
⑦ 47.1%

（評価の観点） ①社会的事象への関心・意欲・態度 ②社会的な思考･判断･表現 ③観察・資料活用の技能

④社会的事象についての知識・理解 ⑤必要な情報を正確に取り出す力

⑥比較・関連付けて読み取る力 ⑦意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力

（分   類） ○教科書例題レベルの問題 ●教科書練習問題レベルの問題 到達目標値は○と●の合計数である。
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○ 間違えてしまったときの復習のポイント 

 

問題番号 通し 
番号 復 習 の ポ イ ン ト 

１(1) 1 地図を基に、身近な地域の様子を四方位から読み取ること。 

１(2) 2 縮尺から２地点間の距離を読み取ること。 

１(3) 3 地図から読み取ったことを基に、地域の様子を捉えること。 

２(1) 4 資料から、緊急時の協力体制を読み取ること。 

２(2) 5 消防署など、関係機関に従事する人々の取組の目的について捉えること。 

２(3) 6 消防団の取組の目的について捉えること。 

２(4) ７ 単元または1単位時間の学習を振り返り、さらに追究したいことについて考えること。

３(1) 8 自分たちが通う小学校がある区市町村の位置を理解すること。 

３(2) 9 東京都の土地の標高と主な都市について理解すること。 

４(1) 10 資料から疑問や調べてみたい課題を見いだし、調べようとすること。 

４(2) 11 47 都道府県の名称と位置を理解すること。 

４(3) 12 資料から、店内の様子について読み取ること。 

４(4) 13 スーパーマーケットを見学して見つけた工夫の目的を捉えること。 

５(1) 14 資料から、古い道具の使い方を正しく読み取ること。 

５(2) 15 資料から読み取ったことを基にして、道具の変化について捉えること。 

５(3) 16 道具の変化と人々の生活の変化を関連付けて捉えること。 

６(1) 17 観光課で働くＣさんの仕事についての情報を、正しく取り出すこと。 

６(2) 18 
複数の資料から読み取ったことを比較・関連付け、Ｃさんの訪問先の特徴や共通点を見
いだすこと。 

６(3) 19 Ｃさんの訪問理由について、根拠を明確にして推論すること。 

７(1) 20 東京都の給水制限についての情報を、正しく取り出すこと。 

７(2) 21 
【東京都の給水制限の回数】と【東京都に水を送っているダム（貯水池）とその完成し
た年と場所】から読み取ることができる情報を比較・関連付け、給水制限とつくられた
ダム（貯水池）の数の関係について読み取ること。 

７(3) 22 家庭に確実に水が届いている理由について推論すること。 
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 (3) 算数（小学校第５学年対象） 

問題番号 
通し 

番号 

学習指導 

要領の内容 
出題のねらい 

評価の 

観点 
正答率 分類

１(1) １ ５年Ｄ(2)ア 四則の混合した計算ができる。 ③ 89.4% ○

１(2) ２ ４年Ａ(5)イ 小数＋小数の計算ができる。 ③ 63.2% ○

１(3) ３ ４年Ａ(6)イ 帯分数－帯分数の計算ができる。 ③ 64.9% ○

１(4) ４ ５年Ａ(3)イ 小数×小数の計算ができる。（乗数が１より小さい） ③ 49.9% ○

１(5) ５ ４年Ａ(5)ウ 小数÷整数の計算ができる。（商が１より小さい） ③ 68.3% ○

２(1) ６ ４年Ａ(3)エ わり算のきまりを理解している。（除数と被除数を同じ数でわる） ④ 52.0% ●

２(2) ７ ４年Ａ(2)ウ 四捨五入して上から～の概数にすることができる。 ③ 58.7% ●

２(3) ８ ４年Ａ 
概数について学習したことを学習や生活に生かそうとしてい

る。 
① 91.2% ●

３(1) ９ ３年Ａ(5)ア 小数の系列を理解している。 ④ 82.9% ●

３(2) 10 ３年Ａ(6)イ 分数の表す大きさを理解している。 ④ 50.2% ●

３(3) 11 
３年Ａ 

(5)ア(6)イ 
分数と小数の大小を比較することができる。 ③ 45.6% ●

４(1) 12 ４年Ｄ(2)ウ 基準量、比較量、割合の関係を図と関連付けてみることができる。 ② 63.6% ●

４(2) 13 ４年Ｄ(2)ウ 比較量と割合から基準量を求めることができる。 ③ 59.8% ●

５(1) 14 ４年Ｂ(1)ア 単位面積がいくつ分かを数えて面積を求めることができる。 ③ 82.2% ○

５(2) 15 ４年Ｂ(1)ア １ａは、10（ｍ）×10（ｍ）であることを理解している。 ④ 30.9% ●

５(3) 16 ４年Ｂ(1)イ 
チューリップを植えた正方形の土地の面積とその周りのパンジー

を植えた土地の面積の差を求めることができる。 
② 24.5%  

６(1) 17 ３年Ｂ(3)イ ある時刻から何分前の時刻を求めることができる ③ 74.2% ○

６(2) 18 ３年Ｂ(3)イ 分で表された時間の和を何時間何分で表すことができる。 ③ 65.3% ●

６(3) 19 ３年Ｂ(3)イ 時刻と時間を使って問題を解決することができる。 ② 40.4%  

７(1) 20 ３年Ｃ(1)ウ 直径の長さと半径の長さの関係を理解している。 ④ 56.8% ●

７(2) 21 ３年Ｃ(1)ウ 円を使った作図の方法を説明することができる。 ② 52.7% ●

７(3) 22 ３年Ｃ(1)ウ 複合図形を円の部分の組み合わせと見ることができる。 ② 39.8%  

８(1) 23 ４年Ｄ(4)ア 資料の項目を落ちや重なりなく数えることができる。 ③ 67.7% ○

８(2) 24 ４年Ｄ(4)ア 
分かっていることを関連付けて二次元表を作成することがで

きる。 
② 23.3%  

８(3) 25 ４年Ｄ(4) データを用いて問題を解決しようとしている。 ① 77.1% ●

９(1) 26 ４年Ｄ（2）イ カレンダーから情報を正しく取り出すことができる。 ⑤ 46.1% ○

９(2) 27 ４年Ｄ（2）イ 
うるう年とカレンダーを関連付けて、関係について読み取るこ

とができる。 
⑥ 10.1% ●

９(3) 28 ４年Ｄ（2）イ 
カレンダーとうるう年について読み取ったことを基に、問題を

解決することができる。 
⑦ 9.2%  

10(1) 29 ４年Ｄ（4）ア 問題の場面から情報を正しく取り出すことができる。 ⑤ 60.9% ○

10(2) 30 ４年Ｄ（4）ア 表と文章とを関連付けて読み取ることができる。 ⑥ 33.6% ●

10(3) 31 ４年Ｄ（4）ア 表や文章から読み取ったことを基に、問題を解決することができる。 ⑦ 33.1%  

（評価の観点） ①算数への関心・意欲・態度  ②数学的な考え方  ③数量や図形についての技能   

④数量や図形についての知識・理解 ⑤必要な情報を正確に取り出す力 

⑥比較・関連付けて読み取る力  ⑦意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力 

（分   類） ○教科書例題レベルの問題 ●教科書練習問題レベルの問題 到達目標値は○と●の合計数である。 
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○ 間違えてしまったときの復習のポイント 

問題番号 
通し 
番号 復 習 の ポ イ ン ト 

１(1) 1 計算のきまりでは、「たし算、ひき算」よりも、「かけ算、わり算」を先に計算すること。 

１(2) 2 たされる数とたす数の小数点をそろえて筆算をすること。 

１(3) 3 分数部分がひけるように、仮分数にしたり整数をくり下げたりしてから計算すること。 

１(4) 4 整数×整数の積を求めた後、小数部分のけた数だけ小数点を左に移動すること。 

１(5) 5 わり算の筆算で、一の位に商がたたないときは、０と小数点を書いてわり進むこと。 

２(1) 6 位の大きいわり算の計算をわり算のきまりを用いて位の小さい整数にして計算すること。 

２(2) 7 どの位を四捨五入すればよいかに気を付けて概数で表すこと。 

２(3) 8 身に付けた知識・技能や考え方を使って、算数のよさを生活の場面に生かすこと。 

３(1) 9 ０．１より小さい小数を表すこと。 

３(2) 10 ｍの大きさを理解すること。 

３(3) 11 分数と小数の大きさを理解し、大小を比較すること。 

４(1) 12 数直線図から、倍や基にする量、比べられる量の関係を理解し、□を使った式で表すこと。 

４(2) 13 倍と比べられる量の関係から、基にする量を求めること。 

５(1) 14 １cm2のいくつ分かを数えること。 

５(2) 15 １ａ＝１０ｍ×１０ｍであることを理解すること。 

５(3) 16 正方形の面積や複合図形の面積を求めること。 

６(1) 17 ある時刻から何分前、何分後を求めること。 

６(2) 18 分で表された時間を何時間何分で表すこと。 

６(3) 19 時刻と時間を使って問題を解決すること。 

７(1) 20 直径と半径の関係を理解すこと。 

７(2) 21 直径＝半径×２であること。 

７(3) 22 方眼紙にコンパスの針を刺す位置とできる形について考えること。 

８(1) 23 資料の項目を落ちや重なりなく数えること。 

８(2) 24 分かっていることを二次元表に表すこと。 

８(3) 25 身に付けた知識・技能や考え方を使って、算数のよさを生活の場面に生かすこと。 

９(1) 26 カレンダーを見て必要な情報を正確に取り出すこと。 

９(2) 27 ２年後のカレンダーを考えるために、【今月のカレンダー】と【うるう年について】を関連付けること。

９(3) 28 カレンダーとうるう年について読み取ったことを基にして問題を解決すること。 

10(1) 29 表から指定された情報を正確に取り出すこと。 

10(2) 30 表と文章とを比較・関連付けて読み取ること。 

10(3) 31 表や文章を整理し、問題を解決すること。 

 

５ 
６ 
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(4) 理科（小学校第５学年対象） 

問題番号 
通し 

番号 

学習指導 

要領の内容 
出題のねらい 

評価の 

観点 
正答率 分類

１ 1 
３年 

Ｂ(1)ア 
昆虫の育ち方には一定の順序があることを理解している。 ④ 78.5% ○

２ 2 
４年 

Ｂ(1)ア 
人の体には、骨、筋肉、関節があることを理解している。 ④ 92.2% ○

３(1) 3 ３年 

Ａ(4)アイ 

Ａ(5)アイ 

４年 

Ａ(3)ア 

 

簡易検流計を使って、回路を流れる電流の強さを適切に調べることが

できる。 
③ 73.7% ●

３(2) 4 磁石や電気の性質を理解し、金属等の種類を判別することができる。 ② 71.8%  

３(3) 5 磁石の極の性質を理解し、ものづくりに活用することができる。 ② 59.0% ●

４ 6 
４年 

Ｂ(3)ア 
１日の天気の変化を気温と関係付けて考えることができる。 ② 68.5%  

５ 7 
４年 

Ｂ(4)イウ 星座早見の適切な使い方を理解している。 ③ 40.8% ○

６ 8 
３年 

Ａ(2)イ 

ゴムの力の大きさと物の動く様子とを関係付けて、適切な条件を考え

ることができる。 
② 36.3%  

７(1) 9  

４年 

Ａ(2)アウ

Ｂ(3)イ 

 

液体から気体に水のすがたが変わる現象の名称を理解している。 ④ 74.5% ●

７(2) 10 温度計の正しい読み方を理解している。 ③ 80.0% ●

７(3) 11 空気の性質と生活への活用場面とを関係付けて考えることができる。 ② 73.5% ●

８ 12 
３年 

Ａ(1)ア 
物は、形が変わっても重さは変わらないことを理解している。 ④ 71.3% ●

９(1) 13 

 

４年 

Ａ(3)ア 

 

おもちゃが走った時間と道のりとの関係について、資料から必要な情

報を正確に取り出すことができる。 
⑤ 83.3% ○

９(2) 14 
回路のつなぎ方と５０ｍ進むのにかかる時間との関係について、２つ

の実験結果を比較・関連付けて考えることができる。 
⑥ 76.7% ●

９(3) 15 
回路のつなぎ方によるおもちゃの違いを理解し、適切な条件を考える

ことができる。 
⑦ 55.8%  

９(4) 16 
電気の働きに興味・関心をもち、さらに調べたり、活用したりしよう

としている。 
① 94.0% ●

10(1) 17 

５年 

Ｂ(1)イ 

実験１の結果から分かることについて、資料１から必要な情報を正確

に取り出すことができる。 
⑤ 61.2% ○

10(2) 18 
実験１の結果から分かることについて、実験１の結果と予想とを比

較・関連付けて読み取ることができる。 
⑥ 67.1% ●

10(3) 19 
実験１と実験２の結果から、水をあげずに植物が育つ理由を考えるこ

とができる。 
⑦ 62.5%  

10(4) 20 
観察・実験の結果を基に、自らの学習活動を振り返ったり、新たな課

題を発見したりしようとしている。 
① 87.4% ●

（評価の観点） ①自然事象への関心・意欲・態度  ②科学的な思考・表現  ③観察・実験の技能 

④自然事象についての知識・理解  ⑤必要な情報を正確に取り出す力 

⑥比較・関連付けて読み取る力   ⑦意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力 

（分   類） ○教科書例題レベルの問題 ●教科書練習問題レベルの問題 到達目標値は○と●の合計数である。 
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○ 間違えてしまったときの復習のポイント 

 

問題番号 
通し 
番号 復 習 の ポ イ ン ト 

１ 1 昆虫の育ち方には一定の順序があることを理解すること。 

２ 2 人の体には、骨、筋肉、関節があることを理解すること。 

３(1) 3 簡易検流計を使って、回路を流れる電流の強さを適切に調べること。 

３(2) 4 磁石や電気の性質を理解し、金属等の種類を判別すること。 

３(3) 5 磁石の極の性質を理解し、ものづくりに活用すること。 

４ 6 １日の天気の変化を気温と関係付けて考えること。 

５ 7 星座早見の適切な使い方を理解すること。 

６ 8 ゴムの力の大きさと物の動く様子とを関係付けて、適切な条件を考えること。 

７(1) 9 液体から気体に水のすがたが変わる現象の名称を理解すること。 

７(2) 10 温度計の正しい読み方を理解すること。 

７(3) 11 空気の性質と生活への活用場面とを関係付けて考えること。 

８ 12 物は、形が変わっても重さは変わらないことを理解すること。 

９(1) 13 おもちゃが走った時間と道のりとの関係について、資料から必要な情報を取り出すこと。

９(2) 14 
回路のつなぎ方と５０ｍ進むのにかかる時間との関係について、２つの実験結果を比

較・関連付けて考えること。 

９(3) 15 回路のつなぎ方によるおもちゃの違いを理解し、適切な条件を考えること。 

９(4) 16 電気の働きに興味・関心をもち、さらに調べたり、活用したりしようとすること。 

10(1) 17 実験１の結果から分かることについて、資料１から必要な情報を正確に取り出すこと。

10(2) 18 
実験１の結果から分かることについて、実験１の結果と予想とを比較・関連付けて読み

取ること。 

10(3) 19 実験１と実験２の結果から、水をあげずに植物が育つ理由を考えること。 

10(4) 20 
観察・実験の結果を基に、自らの学習活動を振り返ったり、新たな課題を発見したりし

ようとすること。 
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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５学年対象）

１(1) 発表の内容を正確に捉えることができる。 【話す・聞く能力】 

【問題の概要】

【結果分析】 

１(1)は、発表の内容を正確に捉えることができるかをみる問題である。正答は「イ」で、78.5％

の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「エ」で、13.7％である。この誤答の要因とし

て、地震については、はるきくんの発表には取り上げられていないが、はるきくんの発表の終末の

「みなさんも探してみてください。」という一文と「エ」の「危険な場所を調べながら生活してほし

い。」とを結び付けて判断したことによるものと考えられる。 

(音声を聞いて答える問題) 

はるきくんの学級では、国語の授業で、安全を支える工夫について、調べたことをもとに自分

の考えをまとめ、写真や資料を見せながら発表することになりました。 

よりよい発表ができるように、これからグループの中で発表の練習をして、たがいにアドバイ

スをする活動を行います。はるきくんがいるグループには、他に、なつえさん、あきこさん、ゆ

きおくんがいます。今日の司会はなつえさんです。 

それでは、あなたもグループの一員になったつもりで、メモをとりながら聞きましょう。 

○ 活動の目的

 調べたことや自分の考えが伝わるように話の組み立てを考えて、資料を見せながら発表でき

ているかどうか確かめよう。 

○ はるきくんの資料

はるきくんが発表した内容をまとめたものとして最もふさわしいものを、次のアからエまでの

中から一つ選び、記号で答えましょう。 

ア 火事が起きても、燃え広がらないようにするための工夫があるので、落ち着いて避難をし

てほしい。 

イ 安全を支える工夫は、鏡や鉄の扉の他にも、校舎の中にたくさんあるので、探してみてほ

しい。 

ウ 階段には、出会いがしらにぶつかるなどの事故を防ぐための扉があるので、気を付けて見

てほしい。 

エ 普段から地震に備えて、安全に避難できるように、危険な場所を調べながら生活してほしい。

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

4.5％ 78.5％ 3.0％ 13.7％ 0.1％ 0.3％ 
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１(2) 話合いの内容を正確に捉えることができる。             【話す・聞く能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

１(2)は、話合いの内容を正確に捉えることができるかをみる問題である。正答は「ウ」で、81.1％

の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、10.9％である。この誤答の要因とし

て、ゆきおくんが発言した「安全を支える工夫がもっとあれば、」と「ア」の「安全を支える工夫を

もっと多く発表に加える」とを結び付けて判断したことによるものと考えられる。 

 

１(3) 話合いの内容をもとに発表に付け足そうとしていることを捉えることができる。 

【話す・聞く能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

１(3)は、話合いの内容をもとに発表に付け足そうとしていることを捉えることができるかをみ

る問題である。正答は「ア」で、83.1％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「エ」

で、7.3％である。この誤答の要因として、話合いの中のはるきくんが発言した「普段の安全のため

の工夫と、緊急の時のための工夫とに分けることができて、」と「エ」の「普段の生活の安全を支え

る工夫」や「緊急のときの安全を支える工夫」とを結び付けて判断したことによるものと考えられ

る。 

 

 

 

あきこさんがはるきくんにアドバイスをしたこととして最もふさわしいものを、次のアからエ

までの中から一つ選び、記号で答えましょう。 

ア 学校の中にある、安全を支える工夫をもっと多く発表に加えること。 

イ 緊急のときに、どのように行動すればよいかをもっと多く発表に加えること。 

ウ 調べた結果、どのようなことを考えたのかを発表に加えること。 

エ 学校以外の場所にある、安全を支える工夫を発表に加えること。 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

10.9％ 4.6％ 81.1％ 3.0％ 0.1％ 0.3％ 

はるきくんが、グループでの話し合いをもとに、発表に付け足そうとしていることとして最も

ふさわしいものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えましょう。 

ア 校舎の中には、安全を支える工夫がたくさんあるけれど、大切なのは、日頃から危険を予

想して安全に生活できるように心がけておくことだと思ったこと。 

イ 校舎の中には、たくさんの安全を支える工夫があるため、わたしたちは、危険や災害など

から守られて毎日安心して生活することができていると思ったこと。 

ウ 校舎の中には、安全を支える工夫がたくさんあり、その中には鏡のように別の目的として

も役立つものがあることをみんなに知ってほしいと思っていること。 

エ 校舎の中には、普段の生活の安全を支える工夫もあるけれど、緊急のときの安全を支える

工夫のほうがより大切だと思っていること。 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

83.1％ 4.4％ 4.6％ 7.3％ 0.1％ 0.5％ 
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１(4) 適切な関心・意欲・態度をもって、話すこと、聞くことについての学習に取り組もうとして

いる。  【国語への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

【結果分析】（下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ児童の国語における平均正答率を表す。） 

１(4)は、適切な関心・意欲・態度をもって、話すこと、聞くことについての学習に取り組もう

としているかをみる問題である。正答は「ア」、「イ」、「ウ」のいずれかで、96.3％の正答率である。

はるきくんたちが取り組んだ活動はよりよい発表にするための話合い活動であり、「エ」はふさわし

くない。 

また、正答の児童の教科全体の平均正答率は、誤答の児童より 19 ポイント以上高い。学習したこ

とを身に付け、後の学習に活用しようとする児童は、教科全体の正答率が高いといえる。 

【授業改善のポイント】 他教科等と関連付け、集団の意見をまとめる話合い活動の充実を図る。 

話合いは、互いの考えや立場などを尊重しながら互いに協力し合って話し合うことが大切である。

しかし、複数人の話合いでは、一部の意見だけに着目してしまい、話合いの全体の内容を捉えるこ

とができないという課題がある。 

そのため、話の中心に気を付けて聞き、適切に質問をしたり、自分の考えを述べたりする力や、

互いの考えの共通点や相違点を考え、司会や提案などの役割を果たしながら、話合いを進行させて

いく力を高めていくことが大切である。 

また、相手に分かりやすく伝えるためには、相手を見たり、言葉の抑揚や強弱、間の取り方など

に注意したりして話すことも身に付けておかねばならない。 

例えば、特別活動における集団としての意見をまとめる話合い活動など、他教科等とも関連付け、

児童が国語科で身に付けた「話す・聞く能力」を活用できるように、多くの場を設定することなど

が考えられる。 

あなたが、他の人の発表を聞くとしたら、どのようなことに注意して聞きますか。次のアから

エまでの中にはふさわしいものがいくつかありますが、あなたの考えに最も近いものを一つ選

び、記号で答えましょう。 

ア 話し手の意見について、そのように考えた理由を正しく理解できるように注意して聞く。

イ 話し手の考えと自分の考えとを比べ、似ている点やちがう点を聞き取るように注意して聞く。

ウ 話す速さや声の大きさが聞きやすいか、分かりやすい言葉で話しているかに注意して聞く。

エ 話し手の発表がいくつの文で作られているか、正確に数えられるように注意して聞く。

ア(正答) イ(正答) ウ(正答) エ その他 無解答 

反応率 36.1％ 44.9％ 15.3％ 3.3％ 0.1％ 0.4％ 

平均正答率 65.4％ 69.4％ 60.8％ 41.8％ 29.0％ 16.7％ 
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２(1)(2) 第４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ことができる。 

  【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

(1) 

(2) 

２は、第４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ことができるかをみる問題

である。(1)の「念」、「願」は、ともに第４学年の配当漢字である。正答は「ねんがん」で、83.1％

の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ねがい」で、7.6％である。この誤答の要因と

して、音読みの「がん」が定着しておらず、訓読みの「ねが(い)」と読んで解答したことや、熟語

としては読めず、文脈に沿った意味で「ねが(い)」と読んで解答したことによるものと考えられる。 

(2)の「刷」は、第４学年の配当漢字である。正答は「す(る)」で、59.1％の正答率である。この

誤答の要因として、「す(る)」という読みが十分身に付いておらず、「は(る)」「おく(る)」「ほ(る)」

「つく(る)」など文脈のみから読みを推測したことによるものと考えられる。 

本問については、平成 27 年度にも出題しているが、正答率は 58.7％であり、ほぼ同じ結果であ

った。 

【授業改善のポイント】 日常の様々な学習活動を利用し、漢字の読みの定着を図る。 

(2)「刷る」の読みの正答率が低い要因として、漢字の表記として日常場面の中で接する機会が少

ないことによるものと考えられるとともに、「刷る」という動作が児童にとって身近でないことによ

るものとも考えられる。例えば、「年賀状を刷る。」という文は、「年賀状を印刷する。」や「年賀状

を作る。」というように、日常生活の中で、別な言葉に言い換えられていることが考えられる。言葉

を柔軟に言い換えることができるということは大切なことであるが、簡単な言葉に言い換えるだけ

になってしまっているだけであるとすると、児童の言語感覚の育成にはつながらない。日常生活か

ら言葉を大切にする指導を行い、様々な言葉を用いて表現する力を高めていくことが大切である。

「刷る」のように子供たちにとって身近ではない言葉について、意味や動作についても理解できる

ように指導していくことが大切である。 

また、他の教科や日常生活において、漢字の読みに触れさせることは、理解を定着させていく上

で非常に有効である。本や新聞などから漢字に触れさせたり、保護者と連携を図りながら、子供た

ちの身の回りにある漢字を読ませたりするなどの手だてが考えられる。 

次の(1)と(2)の をつけた漢字の読みをひらがなで書きましょう。 

(1) 金メダルを取るという念願がかなう。

(2) 手作りの木版を使って、年賀状を刷る。

「ねんがん」(正答) 「ねがい」 その他 無解答 

83.1％ 7.6％ 8.1 ％ 1.2 ％ 

「す(る)」(正答) 「は(る)」 「おく(る)」 「ほ(る)」 「つく(る)」 その他 無解答 

59.1％ 9.0％ 7.7％ 4.8％ 2.9％ 13.9％ 2.6％ 
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３(1)(2) 第３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ことができる。 

  【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

(1) 

(2) 

３は、第３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ことができるかをみる問題

である。(1)の「電」及び「池」は第２学年の配当漢字である。正答は「電池」で、52.8％の正答率

である。誤答の中で最も反応率が高いのは、「電地」で 34.0％である。この誤答の要因として、な

ぜ「池」が使われるのか理解できていないことが考えられる。「池」が「何かをためて、いれておく

ところ」という意味をもつことなどから関連させて理解することができていないことが考えられる。 

また、平成 24 年度に「貯水チ」を出題していて、正答の「池」と書けた児童は 24.5％である。

水を貯える「場所」として捉えてしまい、「地」と答えたことによるものとも考えられるが、「電池」

として出題しても、「電地」と書く児童は 34.0％である。「池」の音読み「チ」について理解が定着

していないことが考えられる。 

(2)の「寒」は第３学年の配当漢字である。正答は「寒」で、54.2％の正答率である。誤答の要因

として、漢字を構成するそれぞれの部分について、正確に理解していないことが考えられる。 

平成 23 年度にも出題しているが、正答率は 59.4％であり、正答率が約 5 ポイント減少している。

定着に課題がある漢字であることが分かる。 

【授業改善のポイント】 漢字辞典を活用し、漢字のもつ意味を考える指導や字形に気を付けて書く

指導を充実させる。 

「電地」の反応率が 34.0％であることから、意味を考えて漢字を使うことに課題があると考えら

れる。上述のとおり、「池」には、「何かをためて、いれておくところ」などの意味がある。これま

でに学習した漢字について、漢字辞典を用いて、意味を調べ直すことで、児童の言語感覚はより豊

かなものになっていくと考えられる。 

また、点画の位置や長さ、画数など、児童にとって正しく捉えることに課題があることに焦点を

当てて指導することが大切である。例えば、「寒」の十一画目からの二つの点については、「冬」「終」

「雨」など、点画が同じ漢字と関連付けて指導することで、児童が漢字の点画に焦点を当てて学習

できるよう指導することが大切である。 

間違いやすい漢字に関しては、繰り返し指導することが大切である。新出時に１回教えただけで

は定着しない。他教科も含めて、間違いやすい漢字を板書する際に、教師が手本を示すだけでなく、

自分でノートに書いてみることを指示したり、子供のスピーチ発表の中で出てきた言葉を取り上げ

て紹介したりするなどして、折に触れて指導していくことが大切である。 

次の(1)と(2)の をつけたカタカナの部分にあたる漢字を書きましょう。 

(1) 理科の学習で、かんデンチのつなぎ方について調べた。

(2) 今日は、暑くもサムくもなくて、気持ちのよい日だ。

電池(正答) 「電地」 
「電■」 

「地」以外
「■池」 その他 

判読 

不可能 
無解答 

52.8％ 34.0％ 3.2％ 2.5％ 4.6％ 0.8％ 2.1％ 

■は誤りを表す。

「寒」(正答)
①十一画目からの
点が二つではない。

②つくりの横画が
３本ではない。

①かつ②に
よる誤答

つくりの点以外が
「其」となっている。

判読 
不可能 

その他 無解答

54.2％ 3.9％ 2.4％ 0.5％ 9.8％ 5.9％ 19.4％ 3.9％
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４(1) 【資料】の文章から、バイオミメティクスについての情報を正確に取り出すことができる。 

  【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

４(1)は、【資料】の文章から、バイオミメティクスについての必要な情報を正確に取り出すこと

ができるかをみる問題である。正答は「エ」で、71.2％の正答率である。誤答の中で最も反応率が

高いのは「イ」で、22.4％である。この誤答の要因として、「米国で発明されたナイロンは、バイオ

ミメティクスの代表例です。」という文に着目して「米国でバイオミメティクスが発明された」と誤

って捉え、正確に情報を取り出せなかったことによるものと考えられる。 

４(2) 【資料】と【メモ】の二つの資料の内容を比較・関連付けて読み取ることができる。 

【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

４(2)は、【資料】と【メモ】の二つの資料の内容を比較・関連付けて読み取ることができるかを

みる問題である。正答は「ア」で、68.4％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「エ」

で、15.1％である。この誤答の要因として、【メモ】の中の「これから」の部分における、「低予算 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

2.3％ 22.4％ 3.5％ 71.2％ 0.1％ 0.5％ 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

68.4 ％ 7.4 ％ 8.3 ％ 15.1 ％ 0.1 ％ 0.8 ％ 

 さやかさんは、国語の授業で次の【資料】を読み、調べたことや自分の経験をもとに考えたこ

とをまとめることになりました。左のページの【メモ】は、さやかさんがまとめたメモです。 

【資料】【メモ】（省略 資料編参照） 

【資料】の内容をまとめたもとのとして最もふさわしいものを、次のアからエまでの中から一

つ選び、記号で答えましょう。 

ア バイオミメティクスがあまり有名ではないこと。

イ 米国でバイオミメティクスが発明されたこと。

ウ ナイロンと新幹線が生活には欠かせないこと。

エ 生物に学んで開発された素材や部品があること。

 【資料】と【メモ】を結び付けて分かることとして最もふさわしいものを、次のアからエまで

の中から一つ選び、記号で答えましょう。 

ア 生物をまねたり、生物に学んだりすることで、人間やかん境にやさしい製品の開発が進ん

でいくこと。 

イ 生物の体の特ちょうには、新しい発明のヒントがたくさんあるため、生物を保護する必要

があること。 

ウ 生物にはたくさんの種類があり、特に鳥は羽やくちばしの形でたくさんの種類に分けられ

るということ。 

エ 生物が作り出すものは、人間にとって役に立つものばかりなので、その特ちょうをまねる

とよいこと。 
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で製品を開発することができそう。」や「かん境にやさしい生活を送ることができそう。」などの記

述から、「生物が作り出すものは、人間にとって役に立つばかり」と自分の考えを混同して解釈して

捉えたことによるものと考えられる。 

４(3) 【資料】と【メモ】の内容を理解・解釈して、さやかさんが目的に応じてまとめた文章を

考えることができる。      【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

４(3)は、【資料】と【メモ】の内容を理解・解釈して、さやかさんが目的に応じてまとめた文章

を考えることができるかをみる問題である。正答は「ウ」で、65.2％の正答率である。誤答の中で

最も反応率が高いのは「イ」で、17.8％である。この誤答の要因として、【メモ】の中の、「たくさ

んの費用をかけて、製品を開発してきた。」の一文に着目し、「便利な社会になっていくにはたくさ

んの費用と時間をかけて開発していなければならない」と誤読したことによるものと考えられる。

「そのためにも」の前後で逆接的に構成し、「（費用や時間をせつやくするためにも）、生物や自然か

ら多くのことを学ばなければならない」という内容にしたことによるものと考えられる。「イ」の内

容は「生物をヒントにして新しい製品を生み出すための費用と時間」となっているため、ふさわし

くない。 

【授業改善のポイント】 目的や意図をもって複数の資料を読み、内容を関連付けながら自分の目的

に合うようにまとめる指導の充実を図る。 

 複数の資料から内容を関連付けて読み取り、まとめることに課題がある。説明文と図、説明文と

グラフなどを関連付けて読み取り、そこから分かったことや自分の考えをまとめる指導を行い、読

み解く力を高めていくことが大切である。 

 例えば、新聞記事を用いた授業では、記事から分かることを整理し、調べてみたいことについて

関連する本や資料を調べ、分かったことや考えたことをまとめる学習が考えられる。 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

5.3％ 17.8％ 65.2％ 10.8％ 0.1 ％ 0.9 ％ 

次の文章は、さやかさんが【資料】と【メモ】をもとに考えたことをまとめたものの一部です。

 の部分に入る内容として最もふさわしいものを、あとのアからエまでの中から

一つ選び、記号で答えましょう。 

ア 豊かなくらしを続けるためには、かん境のことよりも、たくさんのごみを出してでも、新

しい発明をしていかなければならないと思います。 

イ 身の回りの生物をヒントにして新しい製品を生み出すためには、たくさんの費用と時間を

かけて開発していかなければならないと思います。 

ウ バイオミメティクスを活用することで、みんながかん境のことを考えるようになれば、豊

かなくらしを続けることができるようになると思います。 

エ バイオミメティクスにたよりすぎると、生物や自然に大きな負担をかけてしまうので、生

物や自然を保護していく必要があると思います。 

 産業の発展は便利な社会を生み出しました。そして、これからも様々な新製品が生まれ、

ますます便利な社会になっていくと思います。こうした中、 

 そのためにも、わたしたちはもっと生物や自然から多くのことを学ばなければならない

と思いました。 
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５(1) 叙述を基に場面の様子を正確に読み取ることができる。 【読む能力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

５(1)は、叙述を基に場面の様子を正確に読み取ることができるかをみる問題である。正答は「イ」

で、73.9％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」で、12.8％である。この誤答

の要因として、文章の後半のみに着目し、前半の概要を捉えようとせず、「ウ」の「野球のボールが

飛んできて驚く」の部分だけに着目して判断したことや、正答の「イ」の「現実に戻される」の意

味を正しく捉えられていないことによるものと考えられる。 

５(2) 表現の特色を正確に捉えることができる。 【読む能力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

５(2)は、表現の特色を正確に捉えることができるかをみる問題である。正答は「ア」で、73.4％

の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「エ」で、15.5％である。この誤答の要因とし 

次の文章を読んで、あとの(1)から(3)までの各問題に答えましょう。 

（文章は、横沢彰「ナイスキャッチ！」による 資料編参照） 

この場面の「こころ」について説明したものとして最もふさわしいものを、次のアからエまで

の中から一つ選び、記号で答えましょう。 

ア 小鳥のさえずりや風が運んでくる香りに包まれて昼寝をしていると、突然、走ってきた野

球部の男子に起こされる。 

イ 自分も自然の一部となっていることを感じながら絵をかいていると、突然、野球のボール

が落ちてきて現実に戻される。 

ウ 光かがやいて見えた野球部の練習風景の絵をかくことに夢中になっていると、突然、野球

のボールが飛んできて驚く。 

エ 自然のままの自分で絵をかくことを楽しんでいると、突然、野球部にじゃまをされ、不満

を言う。 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

9.6％ 73.9％ 12.8％ 2.9％ 0.1 ％ 0.7 ％ 

 「その光が夜明けのように少しずつ広がりだす。」とありますが、この表現についての説明と

して、最もふさわしいものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えましょう。  

ア まぶたを開いたときに、少しずつ光が入り、風景が見え始めた様子を、たとえを用いて表

現している。 

イ 自然の光に包まれて絵をかく喜びを感じながら、上手にかこうとあせっている様子を、言

葉をくり返して表現している。 

ウ 自分の心で感じたままをかくというこだわりからぬけ出そうとしている様子を、慣用句を

用いて表現している。 

エ 光に興奮する気持ちを抑えて静かに絵をかこうとする様子を、光と暗闇という反対の言葉

で表現している。 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

73.4％ 5.5％ 4.5％ 15.5％ 0.1 ％ 1.0 ％ 
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て、比喩表現を捉えられず、「エ」の「光に興奮する気持ちを抑えて静かに絵をかこうとする様子」

の部分と、本文中の「興奮する気持ちを抑えながら」という部分とを結び付けて判断したことによ

るものと考えられる。 

５(3) 叙述を基に登場人物の様子を読み取ることができる。 【読む能力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

５(3)は、叙述を基に登場人物の様子を読み取ることができるかをみる問題である。正答は「エ」

で、74.9％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、10.7％である。この誤答

の要因として、文章全体を通して下に表した本文の点線のように複数の叙述を基に捉えることがで

きなかったことによるものと考えられる。 

（
横
沢
彰
「
ナ
イ
ス
キ
ャ
ッ
チ
！
」
に
よ
る
） 

 「その時になってやっと、痛みを感じているのは両手だということに、こころは気づいた。」

とありますが、ここから読み取れる「こころ」の様子として最もふさわしいものを、次のアから

エまでの中から一つ選び、記号で答えましょう。

ア なぜボールを取ることができたのか分からなかったが、無事にキャッチすることができて

喜んでいる様子。 

イ 哲平が何を言っているのか理解できていなかったが、自分のすごさが分かってもらえて安

心している様子。 

ウ 両手の痛みの原因が分かっていなかったが、飛んできた野球のボールのせいだと分かり、

はらを立てている様子。 

エ 自分に何が起こったのか理解できていなかったが、時間がたつとともに少しずつ落ち着き

を取りもどしている様子。 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

10.7％ 6.0％ 7.3％ 74.9％ 0.1％ 1.0％ 
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【授業改善のポイント】 地の文や行動、会話などから関連的に読み取る指導の充実を図る。 

叙述を基に読む力を高める指導の充実を図ることが大切である。中学年では、登場人物の性格や

境遇、状況を把握し、場面や情景の移り変わりとともに変化する気持ちについて、地の文や行動、

会話などを関連付けて捉えさせることが必要である。本問であれば、『こころ』の自分に何が起こっ

たのか理解できていなかった様子や『こころ』が少しずつ自分に起きたことに気が付いていく様子

は、どのように表現されているかについて、本文全体から見付けていく学習が大切である。また、

行動や会話、情景などを通した暗示的な表現についても捉えられるように指導していく必要がある。 

６(1) 相手や目的に応じて書きたいことが適切に伝わるように書くことができる。 

【書く能力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

６(1)は、相手や目的に応じて書きたいことが適切に伝わるように書くことができるかをみる問

題である。正答は「ウ」で、40.4％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、

27.6％である。この誤答の要因として、文章の構成を考えて書く力が身に付いていないことによる

ものと考えられる。「ところで、みなさんは、正しい手の洗い方を知っていますか。」と質問を投げ

かけてから、事例を挙げることでより分かりやすい文章になることが理解できていないことが考え

られる。また、「ところで、みなさんは、正しい手の洗い方を知っていますか。」の前に「正しい手

の洗い方」についての文を付け加えると文章の構成が適切ではないことを捉えられていないことが

考えられる。 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

27.6％ 13.8％ 40.4％ 14.0％ 2.0％ 2.1％ 

 さとしくんの学級では、自分が活動している委員会についてしょうかいする文章を書き、四年

生に伝えることになりました。保健委員のさとしくんは、保健委員会で呼びかけていることにつ

いて書こうとしています。次の【ワークシート】と【ポスター】をもとに、あとの(1)から(3)ま

での各問題に答えましょう。 

【ワークシート】、【ポスター】（省略 資料編参照） 

次の文は、二の下書きの一部です。さとしくんは、この文章の中に、【ポスター】の内容を文

にして付け加えようと考えました。【ポスター】の内容を付け加えるところとして最もふさわし

いものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えましょう。 

アかぜやインフルエンザを予防するためには、正しい手洗いをすることがとても大切です。

イところで、みなさんは、正しい手の洗い方を知っていますか。ウ正しい手洗いをすること

で病原体を部屋に持ち込んだり、自分の体の中に取り込んでしまったりするのを防ぐことが

できます。エつまり、正しい手洗いは、みんなのためにもなり、自分自身のためにもなるの

です。 
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６(2) 文章を読み返し、よりよい表現に書き直すことができる。 【書く能力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

６(2)は、文章を読み返し、よりよい表現に書き直すことができるかをみる問題である。正答は

「が大切です。」で、正答率は 38.8％である。誤答の中で最も反応率が高いのは「句点を含まない

六文字の解答」で、27.4％である。この中には、「とが大切です」と、文の分け方は正しくできてい

るが句点を含めて解答することができなかったものも含まれており、これは句点を含めた文字数で

解答する仕方が身に付いていないことが考えられる。さらに、「とが大切で、」「大切ですが、」と解

答しているものもあり、一文が句点で完結するということが理解できていないことが考えられる。 

また、敬体を常体に変えているものが 0.2％、「大切にしてください。」と呼びかける形に変えて

いるものが 2.0％であった。 

本問では、一つの文の中に、二つの内容が含まれていることとその分かれ目に気付くことが解決

の前提となっている。この点に気付くためにも、普段から文章を書くときは、下書きを自分で推敲

し、よりよい表現に書き直すことが求められる。 

６(3) 適切な関心・意欲・態度をもって、書くことについての学習に取り組もうとしている。 

【国語への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

次の文は、三の下書きの一部です。さとしくんは、この一文が長いことに気付いたので、二つ

の文に分けることにしました。「しかし、」でつながるように二つの文に分けたとき、一文めの終

わりをどのように書き直せばよいでしょうか。書き直した一文めの終わりの六文字を書きましょう。

なお、「、」や「。」も字数に数えます。 

なお、 、 や 。 も字数に数えます。なお、 ﹅ や 。も字数に数えます。 

が大切です。 

(正答) 

句点を含まない 

六文字の解答 
とが大切だ。 てください。 その他 無解答 

38.8％ 27.4％ 0.2％ 2.0％ 17.4％ 14.2％ 

ふだんからせきやくしゃみが出るときは、マスクをすることが大切で、マスクがない場合は、

顔を他の人に向けないようにして、ティッシュやハンカチなどで口と鼻をおおいましょう。 

 あなたが、自分が活動している委員会についてしょうかいする文章を書くとしたら、どのよう

なことに気を付けて書きますか。次のアからエまでの中にはふさわしいものがいくつかあります

が、あなたの考えに最も近いものを一つ選び、記号で答えましょう。 

ア 他の委員会の活動とのちがいが分かるように、複数の委員会の活動を比べて書くなど、事

例の示し方に気を付けて書く。 

イ 何をもとに自分がそう思ったのかが分かるように、理由や事例を挙げて書くなど、段落と

段落との関係に気を付けて書く。 

ウ 自分の考えを正しく伝えるために、他の人の文章をそのまま写して、自分が書いたように

なっているかに気を付けて書く。 

エ 読み手に関心をもって読んでもらうために、できるだけ最新の話題を取り入れるなど、情

報の集め方に気を付けて書く。 



－27－ 

【結果分析】（下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ児童の国語における平均正答率を表す。） 

６(3)は、適切な関心・意欲・態度をもって、書くことについての学習に取り組もうとしている

かをみる問題である。正答は「ア」、「イ」、「エ」のいずれかで、91.4％の正答率である。「ア」(正

答）は、他の委員会と比較することで、分かりやすい文章を書こうとしている。「イ」(正答)は、自

分の考えとその理由や事例を挙げることで、分かりやすい文章を書こうとしている。「エ」(正答)

は、相手意識をもち、最新の話題を取り入れることで、分かりやすい文章を書こうとしている。「ウ」

(誤答)は、自分の言葉で文章を書いたことにはならない。 

また、正答の児童の教科全体の平均正答率は、誤答の児童より 15 ポイント以上高い。学習したこ

とを身に付け、それを後の学習に活用しようとする児童は、教科全体の正答率が高いといえる。 

【授業改善のポイント】 相手や目的に応じて書きたいことが伝わるように書く指導の充実を図る。 

 相手や目的に応じて書きたいことが伝わるように書くために、段落相互の関係に注意することが

大切であるが、それとともに、工夫しながら書こうとする態度を育てることも大切である。相手や

目的、場面に応じた工夫が必要になるが、本問では、「自分の考えの理由や事例を取り入れる工夫」

や「最新の話題を取り入れる工夫」に比べ、「他の委員会の活動との比較を取り入れる工夫」を選択

した児童の割合が半減している。その理由として、本問で扱っている委員会活動の紹介に関しては、

学校生活の中で、児童が自らの委員会と他の委員会との活動を比較をするという経験がないことが

考えられる。 

 文章を書く指導において、文章を書く前の段階では、複数の事例を集め、比較・検討するように

指導したり、書き終わった段階では、よりよい文章にするために、どのように書き直せばよいかを

考えられるように指導したりすることが重要である。書き終わった段階については、児童が自分の

書いた文章を読み返し、推敲する学習活動や、推敲によって文章が整うことを実感できるように、

下書きの文章と推敲後の文章を比べる学習活動などが考えられる。また、教師がよい文章を意図的・

計画的に提示していくことで、よい文章とはどういうものなのかを理解させることもできる。 

７ 文の中における主語と述語の関係について理解できている。 

【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

・主語にあたる部分

・述語にあたる部分

 次の文の主語にあたる部分と述語にあたる部分を、次のアからカまでの中からそれぞれ一つず

つ選び、記号で答えましょう。 

 わたしの かいた 絵が コンクールで 金賞に 選ばれた。

ア イ ウ エ オ カ

ア イ ウ(正答) エ オ カ その他 無解答 

23.8％ 2.7％ 50.3％ 4.7％ 1.8％ 0.9％ 12.3％ 3.5％ 

ア イ ウ エ オ カ(正答) その他 無解答 

0.7％ 1.1％ 5.0％ 4.9％ 7.9％ 62.2％ 14.5％ 3.7％ 

ア(正答) イ(正答) ウ エ(正答) その他 無解答 

反応率 17.9％ 36.8％ 5.6％ 36.7％ 0.1％ 2.9％ 

平均正答率 62.6％ 69.8％ 47.3％ 68.1％ 32.3％ 31.8％ 
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・完答について

「主語にあたる部分」をウ、

「述語にあたる部分」をカ

と解答している。（完答） 

「主語にあたる部分」をウ、

「述語にあたる部分」をカ

以外と解答している。 

「主語にあたる部分」をウ

以外、「述語にあたる部分」

をカと解答している。 

その他 無解答

43.4％ 6.9％ 18.8％ 27.4％ 3.5％ 

７は、文の中における主語と述語の関係について理解できているかをみる問題である。本問は、

主語と述語を同時に考えさせている。本問の正答は、主語が「ウ」、述語が「カ」で、43.4％の正答

率(完答)である。 

主語にあたる部分の誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、23.8％である。この誤答の要因

として、主語は人物であるという思い込みや、主語としてよく使われる「わたし」という言葉があ

ること、主語は文頭にあるという誤った理解から選んだことによるものと考えられる。 

また、述語にあたる部分の誤答の中で最も反応率が高いのは「オ」で、7.9％である。この誤答の

要因として、「絵が」、何賞になったのかについて着目し、述語を選択し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、「主語にあたる部分」を「ウ」以外、「述語にあたる部分」を

「カ」と解答しているもので 18.8％である。述語にあたる部分を理解していても、それに対応して

いる主語にあたる部分を捉えられていないという状況がみられる。 

主語については、昨年度の問題「わたしたちの（22.4％）小学校は（57.7％）・・・」と似た傾向

がみられる。述語については、昨年度の問題「ある（48.1％）」よりも正答率が上がっている。「あ

る」よりも「選ばれた」の方が「何がどうした」という述語としての働きを捉えやすかったものと

考えられる。 

【授業改善のポイント】 主語と述語について、学年に応じて各領域での指導の充実を図る。 

主語と述語の係り受けについては、低学年で学習するが、学年に応じて指導の充実を図ることが

大切である。本問のように指定された文において、主語と述語の関係を捉えることができても、実

際に文章を書く際に主語と述語の関係が照応しなくなるということは多い。 

主語と述語の関係については、特設的に指導することも大切であるが、「話すこと・聞くこと」、

「書くこと」及び「読むこと」の指導の中で常に意識させながら繰り返し指導していくことが重要

である。 

各領域を通して様々な文に触れることで、主語が省略されることや、主語を明確にすることが分

かりやすい文になることを理解するとともに、主語は人物、述語は動作というような誤った認識を

することは少なくなっていくと考えられる。 

８(1)(2) 修飾と被修飾との関係について理解できている。 

【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

次の(1)と(2)について、 をつけた言葉がくわしく説明している部分を、あとのアから

エまでの中からそれぞれ一つずつ選び、記号で答えましょう。

（1） 昨年、上野動物園でパンダの赤ちゃんが生まれた。

ア 昨年 イ 上野動物園で ウ 赤ちゃんが エ 生まれた

（2） 毎朝、ぼくはていねいに歯をみがく。

ア ぼくは イ ていねいに ウ 歯を エ みがく
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【結果分析】 

(1) 

(2) 

８は、修飾と被修飾との関係について理解できているかをみる問題である。(1)は、文節が隣り

合っており、また体言を修飾していることから、児童にとって比較的分かりやすい構造となってい

る。正答は「ウ」の「赤ちゃんが」で、53.6％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは

「イ」の「上野動物園で」で、22.4％である。この誤答の要因として、「  をつけた言葉が詳しく

説明している部分」という問題文の意味を正しく捉えられずに「上野動物園のパンダ」と誤って捉

え、修飾と被修飾との関係を逆に捉えたことによるものと考えられる。昨年度の問題「白い 船が 

青い 海を 進んでいる」と比較すると、正答は「青い海（77.9％）」であり、昨年度より低い正答

率となっている。 

(2)は、離れた文節にある場合について理解できているかをみる問題である。また、(1)とは異な

り用言を修飾している。正答は「エ」の「みがく」で、27.0％の正答率である。誤答の中で最も反

応率が高いのは「イ」の「ていねいに」で、32.0％である。この誤答の要因として、「毎朝」と「て

いねいに」は、修飾と被修飾との関係ではないが、「毎朝」も「ていねいに」も「みがく」を修飾す

ることから、「毎朝」が「ていねいに」を修飾し、さらに「みがく」も修飾するというように入れ子

構造で捉えたことによるものと考えられる。昨年度の問題「わたしは、 問題を 速く 正確に と

いた。」（正答率 24.6％）と比較すると、「毎朝」が文頭にあることから、動作の主体の「ぼくは（18.4％）」

を修飾していると捉える割合が増えたと考えられる。 

【授業改善のポイント】 修飾と被修飾との関係の理解を深める指導を工夫する。

修飾と被修飾との関係を正確に理解させるとともに、修飾されることにより語句の内容や特徴が

より具体的に分かってくるというよさを実感させることが大切である。例えば、初めは主語と述語

のみの文を示し、しだいに修飾語を付け加えていく学習が考えられる。

  （例）

その中で、修飾と被修飾との関係は必ずしも連続した文節になっているとは限らないことや、１

対１の対応だけでなく、複数の修飾語が一つの文節を修飾することを押さえた指導を行うことも大

切である。

また、修飾と被修飾との関係に着目して、説明的な文章や文学的な文章を読んだり、作文を推敲

したり、日常の場面における言葉を見直したりすることで、理解を定着させることができる。

ア イ ウ（正答） エ その他 無解答 

6.6％ 22.4％ 53.6％ 14.3％ 0.2％ 2.9％ 

ア イ ウ エ（正答） その他 無解答 

18.4％ 32.0％ 19.3％ 27.0％ 0.3％ 3.1％ 

赤ちゃんが うまれた。 

  パンダの 赤ちゃんが うまれた。 

上野動物園で パンダの 赤ちゃんが うまれた。 

昨年、 上野動物園で パンダの 赤ちゃんが うまれた。 
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(2) 社会（小学校第５学年対象）

１(1) 身近な地域の様子を四方位から読み取ることができる。 【観察・資料活用の技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

１(1)は、身近な地域の様子を四方位から読み取ることができるかをみる問題である。正答は①

「ア」、②「ウ」(完答)で、60.3％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、①では「イ」

で 15.4％、②では「エ」で 3.7％である(いずれも他方の正誤は問わない)。①を「イ」と解答した

児童は、東と西を反対に読み取ってしまったことによるものであり、②を「エ」と解答した児童は、

南と北を反対に読み取ってしまったことによるものと考えられる。なお、①について、6.5％の児童

が「エ」と解答した。これは、地図全体を見て、郵便局は北にあると読み取っ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】 方位についての指導の充実を図る。 

方位については、最初に四方位を取り上げ、八方位については第４学年修了までに身に付けるよ

うにする。そのためには、まず児童が方位について理解できるようにすることが重要である。例え

ば、方位記号の中央から見て、矢印が向いている方位が北であり、その反対が南、右が東、左が西であ

ることを、東京ベーシック・ドリル等を用いて理解させる。その上で、習得したことを活用する場面を

設定する。例えば、地域の見学において、地図を使って方位を確認する活動を取り入れたり、見学

後にまとめた地図から地域の様子を読み取り、方位を用いて言い表したりするなどの学習活動が考

えられる。その際、「○○駅から見て、南には商店街がある。」や「学校の東には寺がある。」など

のように、地図を見るときには基準があることを捉えさせ、その基準となる場所や建物から見た方

位について言い表す活動などを計画的に設定することが重要である。他にも、児童が社会科で習得

した方位についての知識を、各教科等の学習において活用させることが考えられる。例えば小学校

理科において、太陽と影の動きを観察する際に、方位磁針を用いて方位を調べる学習や、正午ごろ

の太陽の方位が南、南を向いた時の左側が東であることを、児童に実際に南を向かせて確認させる

などの学習が挙げられる。 

１(2)  縮尺から２地点間の距離を読み取ることができる。  【観察・資料活用の技能】 

【問題の概要】 

まきさんは，交番から見た郵便局や小学校の位置を，次の【ノート】 

にまとめています。この【ノート】の中の（ ① ）と（ ② ）に 

当てはまる方位として最もふさわしいものを，下のアからエまでの中 

からそれぞれ１つ選び，記号で答えましょう。 

【ノート】 

ア 東 イ 西 ウ 南 エ 北

まきさんは，地図【わたしたちのまちの様子】にある点Ａと，点Ｂとの実際の距離はおよそどのく
らいあるかを調べることにしました。実際の距離として最もふさわしいものを，次のアからエまでの
中から１つ選び，記号で答えましょう。 

交番から見ると，郵便局は（ ① ）にあり，小学校は（ ② ）
にあります。 

ア 約３ｃｍ イ 約１００ｍ ウ 約３００ｍ エ 約５００ｍ

①ア②ウ
（完答）

その他 無解答 

60.3％ 39.3％ 0.4％ 

①をイと解答
(②の正誤は問わない)

①をエと解答
(②の正誤は問わない)

②をエと解答
(①の正誤は問わない)

15.4％ 6.5％ 3.7％ 
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【結果分析】 

１(2)は、縮尺から２地点間の距離を読み取ることができるかをみる問題である。正答は「ウ」

で、81.3％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、10.5％である。この誤答

の要因として、指示文の意味が正しく捉えられず、例えば線路から点Ａまでの距離や、市役所の南

北方向の距離などを読み取ってしまったことによるものと考えられる。 

１(3) 地図から読み取ったことを基にして、地域の様子について捉えることができる。 

【社会的な思考・判断・表現】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

１(3)は、地図から読み取ったことを基にして、地域の様子について捉えることができるかをみ

る問題である。正答は「エ」で、 72.3％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」

で、12.1％である。この誤答の要因として、Ｃ地域とＤ地域を比較し、店や会社が多いのはＣ地域

であることから、買い物客はＤ地域よりＣ地域に集まることを捉えることができなかったことによ

るものと考えられる。 

２(1) 資料から、火災が発生した時の様子を読み取ることができる。 【観察・資料活用の技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

3.0％ 10.5％ 81.3％ 4.5％ 0.2％ 0.5％ 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

8.2％ 6.5％ 12.1％ 72.3％ 0.2％ 0.8％ 

資料【火災が発生したときの様子】から分かることとして最も 
ふさわしいものを，下のアからエまでの中から１つ選び，記号で 
答えましょう。 

ア 火災が起きている建物の前の道路には，同じ役割の消防自
動車が３台とまっている。

イ 火災が起きている建物に放水している人と，交通整理をし
ている人は，違う服装をしている。

ウ 火災が起きている建物に放水している人は，一人でホース
を操作している。

エ 火災が起きている建物の屋上にいる人を，ヘリコプターで
救助しようとしている。

まきさんが，地図【わたしたちのまちの様子】から考えたこととして最もふさわしいものを，

次のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

ア Ｄ地域の中には駅前大通りが通っていて，買い物に便利なので，住宅地が集まっていると

思います。

イ Ｃ地域は店や会社が多い地域なので，Ｃ地域には市役所があるのだと思います。

ウ Ｄ地域には公園と図書館があり，住宅地が集まっているので，毎日Ｃ地域よりも大勢の買

い物客が来ると思います。

エ Ｃ地域には駅があり，人通りが多いので，店や会社が集まっていると思います。

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

10.3％ 84.9％ 2.7％ 1.7％ 0.0％ 0.2％ 
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２(1)は、資料から、火災が発生した時の様子を読み取ることができるかをみる問題である。正

答は「イ」で、 84.9％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、10.3％である。

この誤答の要因として、火災が起きている建物の前の道路にとまっている消防自動車は、２台がポ

ンプ車で、１台が救助活動を行うはしご車であるという各車両の具体的な役割を、資料から正しく

捉えることができなかったことによるものと考えられる。 

２(2)  調べたことを基にして、消防署の取組の目的を捉えることができる。 

【社会的な思考・判断・表現】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

２(2)は、調べたことを基にして、消防署の取組の目的を捉えることができるかをみる問題であ

る。正答は「エ」で、 36.3％の正答率である。誤答である「ア」から「ウ」まではいずれも「火災

発生時に対応するための事前の取組」であり、その反応率の合計は 63.3％である。誤答の要因とし

て、「ア」から「エ」までの取組を、その目的に注目して火災防止と火災発生時の対応とに正しく分

類することができず、「火災発生時に対応するための事前の取組」を、「火災の発生を防ぐための取

組」として捉えていることによるものと考えられる。 

２(3) 調べたことを基にして、地域の消防団の取組の目的を捉えることができる。 

【社会的な思考・判断・表現】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

13.1％ 33.0％ 17.2％ 36.3％ 0.0％ 0.3％ 

資料【火災がないときの取組】の中で火災の発生を防ぐための取組として最もふさわしいもの

を，次のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

【火災がないときの取組】 

消防団の火災の発生を防ぐための取組と，確実に火を 

消すための取組とに分けたものの組み合わせとして最も 

ふさわしいものを，下のアからエまでの中から１つ選び， 

記号で答えましょう。 

火災の発生を 

防ぐための取組 

確実に火を消す 

ための取組 

ア ② ③ ① ④

イ ① ③ ② ④

ウ ① ② ③ ④

エ ③ ④ ① ②

ア 地域の学校に出かけて，避難訓練の指導をする。

イ 消防署内の施設で，救助や消火などの訓練をする。

ウ 消防自動車や，消防自動車に積みこまれている道具の点検をする。

エ 地域の燃えやすい物を扱う場所が安全かどうかを検査する。

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

78.0％ 7.0％ 8.0％ 4.1％ 2.1％ 0.8％ 
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２(3)は、調べたことを基にして、地域の消防団の取組の目的を捉えることができるかをみる問

題である。正答は「ア」で、78.0％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」で、

8.0％である。この誤答の要因として、消火に使う器具の点検は確実に火を消すための取組であるこ

と、地域のイベントの見回りは火災の発生を防ぐための取組であることと捉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】 児童が見学などで調べてきたことを整理し、目的と手段や、原因と結果な

どの関係について発問し、社会的事象の特色や相互の関連、社会的事象の意

味について考えさせる。 

 ２(2)及び(3)は、消防署見学や地域の消防団員へのインタビューで調べてきた取組の目的を考える授

業場面である。この場面では、消防署見学やインタビューの後、「調べて分かったこと」を児童に発言

させる。その後、教師が「これらの取組はなぜ行われるのだと思いますか。」や、「どのような目的があ

ると言えますか。」などのように原因や理由、目的を問う発問を意図的に行い、黒板に「火災の発生を

防ぐための取組」、「人々の安全を守ったり、確実に火を消したりするための取組」のように分類・整理

していく。このような手だてを講じてその原因や目的について考えさせることで、児童に「社会的事象

の特色や相互の関連、社会的事象の意味」を捉えさせるようにすることが必要である。 

【インタビュー後の学習の例】 

児童の発言 

【消防署の取組】 
・地域の燃えやすい物を扱う

場所が安全かどうかを検査
する。

・地域の学校に出かけて、避
難訓練の指導をする。

・消防署内の施設で救助や消
火などの訓練をする。

・消防自動車や、消防自動車
に積みこまれている道具の
点検をする。

【消防団の取組】 
・消防署で働く人々と一緒に

お年寄りの家を訪問し、点
検する。

・地域のイベントの見回りを
する。

・消火に使う器具の点検をする。
・消防署で働く人々と一緒に

放水の訓練を行う。

２(4) 学習を振り返り、これから取り組んでいきたいことを考えようとしている。 

【社会的事象への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

【結果分析】（下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ児童の社会における平均正答率を表す。） 

みはるさんとけいたくんは，消防の仕事と人々の協力の学習を振り返って話し合いをしていま

す。あなたならこの学習を生かして，さらにどのようなことについて調べたいと思いますか。下

のアからエまでの中には，ふさわしいものがいくつかありますが，あなたの考えに最も近いもの

を１つ選び，記号で答えましょう。 

ア 消防署で働く人と消防団の人は，火災の発生を防ぐために協力していることが分かったの

で，自分にもできることがないか調べたい。

イ 消防署で働く人と消防団の人は，火災の発生を防ぐために協力していることが分かったの

で，ほかに協力していることはないか調べたい。

ウ 消防署で働く人と消防団の人は，火災が発生したときに協力していることが分かったの

で，消防署同士の協力について調べたい。

エ 消防署で働く人と消防団の人は，火災が発生したときに協力していることが分かったの

で，水で火が消える理由について調べたい。

【教師の発問】 

消防署や消防

団で、このような

取り組みを行っ

ているのはなぜ

でしょう。 

ア（正答） イ（正答） ウ（正答） エ その他 無解答 

反応率 46.8% 21.2% 23.2% 7.9% 0.1% 0.8% 

教科全体の平均正答率 74.3% 66.7% 66.8% 53.1% 22.2% 23.4% 

火災が起きる前(火災

の発生を防ぐため)と火

災が起きたとき(人々の

安全を守ったり、確実に

火を消したりするため）

の項目で分類・整理し、

表にまとめていく。 

※学級の実態によって

は、児童が話し合いな

がらまとめたり、教師

がまとめる観点を示し

たりする場合も考えら

れる。
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２(4)は、学習を振り返り、これから取り組んでいきたいことを考えようとしているかをみる問

題である。正答は、「ア」、「イ」、「ウ」のいずれかで、91.2％の正答率である。「ア」と解答した児

童は自分たちにできること、「イ」と解答した児童は関係機関と地域との協力、「ウ」と解答した児

童は関係機関相互の連携に興味をもったものと考えられる。また、教科全体の平均正答率が最も高

いのは「ア」と解答した児童である。自分にできることを選択・判断することについて考えようと

している児童は平均正答率が高い、という傾向がみられた。 

３(1) 自分たちが通う小学校がある区市町村の地理的位置を理解している。 

【社会的事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

３(1)は、自分たちが通う小学校がある区市町村の地理的位置を理解しているかをみる問題であ

る。正答率は 56.1％である。誤答については、平成 29 年度は 30.6％、平成 28 年度は 34.6％と毎

年３割を超えており、引き続き自分たちの通う小学校がある区市町村の位置についての指導が重要

である。学習の例としては、まず地図帳等を用いて、都全体から見た位置（「東京都の東側にある。」、

「東京都の中央部にある。」など）や、隣接する区市町村や隣県との位置関係（「○○区の東側にあ

る。」、「△△県との境にある。」など）を確認することが考えられる。その後の学習においても、自

分たちの通う小学校がある区市町村の地理的位置を繰り返し確認させることで、確実に理解できる

ようにすることが重要である。例えば、東京都内の地名や施設等を扱う際に、地図帳を用いて自分

たちの通う小学校がある区市町村の位置を確認し、その位置から見て、その場所の方位を言い表す

学習活動を意図的・計画的に取り入れていくことなどが挙げられる。 

３(2) 東京都の土地の標高、主な都市について理解している。【社会的事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

次の地図【東京駅から奥多摩駅までの鉄道と主な駅】を参考に，下の【さなさんのメモ】にあ

る（ ① ）と（ ② ）に当てはまる言葉の組み合わせとして最もふさわしいものを，下のア

からエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

あなたの通っている学校がある区市町村の位置として最もふさわしいものを，次の地図【東京

都の区市町村】(省略 資料編参照)の１から 62 までの中から１つ選び，解答用紙にある，地図

【東京都の区市町村】の番号に○を付けましょう。 

正答 誤答 その他 無解答 

56.1％ 33.0％ 1.0％ 9.9％ 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

10.9％ 5.0％ 71.2％ 9.4％ 1.6％ 1.9％ 

【さなさんのメモ】 

・小河内ダムに行くために，東京駅から奥多摩駅まで電車に乗り

ました。奥多摩駅のある地域は，東京駅のある地域と比べて，

標高が（ ① ）なっています。

・途中で，乗っている電車が新宿駅を通りました。

・新宿には，（ ② ）があります。

ア ①低く ②東京都庁

イ ①低く ②東京国際空港

ウ ①高く ②東京都庁

エ ①高く ②東京国際空港
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３(2)は、東京都の土地の標高、主な都市について理解しているかをみる問題である。正答は「ウ」

で、71.2％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、10.9％である。この誤答

の要因として、東京都の標高が東から西にかけて高くなっていることを正しく理解できていなかっ

たことによるものと考えられる。東京都の地形について正しく理解していない児童の割合が「イ」

の反応率と併せて 15.9％であることから、東京都の地形についても、児童が確実に理解できるよう

にするための指導が重要である。 

４(1) 資料から疑問や調べてみたいことを見いだし、調べようとしている。 

【社会的事象への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

【結果分析】（下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ児童の社会における平均正答率を表す。） 

ア イ（正答） ウ（正答） エ（正答） その他 無解答 

反応率 14.7% 36.5% 29.1% 17.9% 0.8% 1.1% 

教科全体の平均正答率 58.8% 71.7% 72.3% 72.3% 37.5% 21.5% 

４(1)は、資料から疑問や調べてみたいことを見いだし、調べようとしているかをみる問題であ

る。正答は、「イ」、「ウ」、「エ」のいずれかで、83.5％の正答率である。誤答の要因として、Ａスー

パーマーケットの工夫の目的に関心が向かうのではなく、既に分かっている自分の家の人が買い物

に行く回数を調べようとしたことによるものと考えられる。教科全体の平均正答率でみると、正答

の児童と誤答の児童との平均正答率には、約 13 ポイントの差がみられた。 

【授業改善のポイント】 課題把握において、児童が社会的事象から学習問題を見いだすことができ

るようにする。 

課題把握の場面においては、「児童が社会的事象から学習問題を見いだし、その解決への見通しをも

って取り組むようにすること」が求められており、そのために、学習対象に対する関心を高め問題意

はるきくんの学級では，最もよく買い物 

に行く店とその理由を，次の表【最もよく 

買い物に行く店】と下の表【「最もよく買い 

物に行く店」で買い物をする理由】にまと 

めました。 

あなたなら，この学習のあと，Ａスーパ 

ーマーケットで行われている工夫について 

どのようなことを調べようと思いますか。 

下のアからエまでの中には，ふさわしいも 

のがいくつかありますが，あなたの考えに 

最も近いものを１つ選び，記号で答えましょう。 

ア 自分の家の人は，どのような店で買い物をしているのだろうか。自分の家の人が買い物

に行く回数が一番多い店はどこかを調べたい。 

イ なぜ家の人は，「Ａスーパーマーケットは買い物がしやすい。」と感じるのだろうか。買

い物のしやすさについて調べたい。 

ウ Ａスーパーマーケットでは，どのようにして「安さ」や「新鮮さ」を伝えているのだろ

うか。お客さんへの伝え方について調べたい。 

エ Ａスーパーマーケットでは，どのような商品を用意し，売っているのだろうか。品ぞろ

えや並べ方について調べたい。 
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識をもつようにすることが大切である。例えば４(1)のように、買い物調べで分かったことをまとめ、

その内容から販売についての学習問題を見いだす学習場面においては、「ウ」、「エ」のような疑問を児

童にもたせ、「スーパーマーケットではどのような工夫をしているのだろうか。」といった学習問題を

見いだすことが考えられる。また、買い物調べから、児童が「イ」のような「なぜ家の人は、『Ａスー

パーマーケットは買い物がしやすい。』と感じるのだろうか。」などの疑問をもった場合には、「あなた

は、なぜだと思いますか。」などの発問を行い、「きっとスーパーマーケットでは、何か工夫をしてい

るのだと思う。」といったスーパーマーケットが行っている工夫に着目させ、学習問題を見いだすこと

が有効である。 

４(2) 47 都道府県の名称と位置を理解している。 【社会的事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

４(2)は、47 都道府県の名称と位置を理解しているかをみる問題である。正答は、①「ク」、②「ア」、

③「エ」、④「カ」（完答）で、55.4％の正答率である。誤答の要因として、①の宮崎県、②の宮城

県、③の山梨県、④の広島県について、「日本列島のどのあたりに位置しているか。」「日本海側か、

太平洋側か。」など、それぞれの県の地理的位置について正しく理解していなかったり、「名称に用

いる漢字の一部が同一の都道府県（山梨県と山形県、宮崎県と宮城県など）」や「隣接する都道府県

（宮城県と山形県など）」の名称と位置を正確に理解できていなかったりすることが考えられる。 

【授業改善のポイント】 我が国の 47 都道府県の名称と位置について、学習内容と関連付けながら、

小学校卒業までに身に付け、活用できるように工夫して指導する。 

 新学習指導要領解説では、我が国が 47 の都道府県によって構成されていることが分かり、都道府県

の名称と位置を地図帳で確かめ、日本地図（白地図）上で指摘できるようにすることを求めている。そ

のために、まずは 47 都道府県の名称と位置を確実に習得することが必要である。例えば東京ベーシッ

ク・ドリルで 47都道府県の名称と位置について解答した後、間違った都道府県の名称と位置を中心に、

繰り返し問題に取り組ませることなどが挙げられる。また、例えば以下のような学習を通して、小学校

卒業までに我が国の 47 都道府県の名称と位置を確実に身に付け、活用できるようにすることが大切で

ある。 

４(2)では、販売における商品の仕入れ先について調べる際、地図帳等を使って、仕入れ先の都道

府県や外国の名称と位置を確かめる学習場面を想定している。この学習では、自分たちの消費生活

を支えている販売の仕事は、国内の他地域や外国と結び付いていることを児童に気付かせることを

ねらったものであるが、同時に 47 都道府県の名称と位置を身に付けることにもつながっている。 

①ク②ア③エ④カ

(正答)

①が正答
(他の正誤は問わない)

②が正答
(他の正誤は問わない)

③が正答
(他の正誤は問わない)

④が正答
(他の正誤は問わない)

すべて誤答 無解答 

55.4％ 69.4％ 69.7％ 76.0％ 77.3％ 26.1％ 1.8％ 

次の①から④までの県の正しい位置を，下の地図(省略 資料編参照)のアからクまでの中から

それぞれ１つ選び，記号で答えましょう。 

① 宮崎県 ② 宮城県 ③ 山梨県 ④ 広島県

第３学年 地域の人々の生産や販売についての学習 

第４学年 自分たちの県の様子、飲料水、電気、ガスの供給や廃棄物の処理についての学習 

第５学年 我が国の位置と領土の範囲、地形や気候の概要、農業や水産業、工業の盛んな地域、 

貿易や運輸などについての学習 

第６学年 歴史学習 
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４(3) 資料から、店内の様子について読み取ることができる。 【観察・資料活用の技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

４(3)は、資料から、店内の様子について読み取ることができるかをみる問題である。正答は「ウ」

で、86.7％の正答率である。正答率が高い要因として、値札の表示に着目し、同じオレンジでも「静

岡産」と「アメリカ産」があるという情報を正しく読み取ることができたことによるものと考えら

れる。 

４(4) スーパーマーケットの売り場の工夫とその目的を正しく捉えることができる。 

【社会的な思考・判断・表現】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

４(4)は、スーパーマーケットの売り場の工夫とその目的を正しく捉えることができるかをみる

問題である。正答は「エ」で、79.1％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、

8.0％である。この誤答の要因として、①の工夫の目的を正しく捉えることはできたが、②と③の目

的を反対に捉えてしまっており、②はお客さんに新鮮さを伝えるための工夫であること、③はお客

さんが調理の手間を減らしたりゴミを出さないようにしたりするための工夫であることを、それぞ

れ正しく捉えることができなかったことによるものと考えられる。また、「ア」や「ウ」と解答した

児童が合計で 9.9％おり、①の工夫の目的を正しく捉えることができなかったことによるものと考

えられる。 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

4.4％ 2.1％ 86.7％ 5.2％ 0.5％ 1.2％ 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

6.4％ 8.0％ 3.5％ 79.1％ 0.9％ 2.1％ 

図【スーパーマーケットで見つけた工夫】の①から③まで 

の工夫と，下の【工夫を行っている理由】のａからｄまで 

との組合せとして最もふさわしいものを，下のアからエま 

での中から１つ選び，記号で答えましょう。 

 ア ①－ｂ ②－ｄ ③－ａ

イ ①－ｃ ②－ａ ③－ｄ

ウ ①－ｄ ②－ａ ③－ｂ

エ ①－ｃ ②－ｄ ③－ａ

次の図【Ａスーパーマーケットの果物売り場の様子】か 

ら分かることとして最もふさわしいものを，次のアからエ 

までの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

ア Ａスーパーマーケットでは，果物売り場には果物だ

けを売っていることが分かる。

イ Ａスーパーマーケットでは，同じ種類の果物は，ど

れも同じ値段を付けて売っていることが分かる。

ウ Ａスーパーマーケットでは，同じ種類の果物でも，日本で作られたものと外国で作られたもの

の両方を売っていることが分かる。

エ Ａスーパーマーケットでは，どの果物も１個ずつ売ることはせず，袋に数個ずつ入れて売って

いることが分かる。

【工夫を行っている理由】 

ａ お客さんが，調理の手間を減らしたり，ごみを出さないようにしたりするため。

ｂ お客さんが，味を確かめてから買うかどうかを決められるようにするため。 

ｃ お客さんが，必要な個数を選んで買えるようにするため。 

ｄ お客さんに，新せんな野菜を売っていることを伝えるため。 
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５(1) 資料から、古い道具の使い方を読み取ることができる。 【観察・資料活用の技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

５(1)は、資料から、古い道具の使い方を読み取ることができるかをみる問題である。正答は「イ」

で、75.2％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、 16.4％である。この誤答

の要因として、主な燃料がまきであり、着火に使用するものがマッチであることを資料から読み取

ることができなかったことによるものと考えられる。 

５(2) 資料から読み取ったことを基にして、道具の変化について捉えることができる。 

【社会的な思考・判断・表現】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

５(2)は、資料から読み取ったことを基にして、道具の変化について捉えることができるかをみ

る問題である。正答は「ウ」で、80.0％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」

で、13.4％である。この誤答の要因として、細かい汚れが落ちているかを見ながら洗う道具は、た

らいと洗濯板であり、たらいと洗濯板から二槽式洗濯機に変わっていった理由が洗濯の自動化にあ

ることを資料から捉えることができなかったことによるものと考えられる。 

５(3) 道具の変化と人々の生活の変化とを関連付けて捉えることができる。 

【社会的な思考・判断・表現】 

【問題の概要】 

ノート【洗濯に使う道具の移り変わり】から，洗濯に使う道具の移

り変わりについて考えられることとして最もふさわしいものを，下の 

アからウまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。

ア 電気を使った二槽式洗濯機は，スイッチを押すだけですべての

作業が終わると思います。

イ 細かい汚れが落ちているかを見ながら洗うために，洗濯板から

電気を使った二槽式洗濯機に変わっていったのだと思います。

ウ 洗濯する作業は，約３０年前には自動になっており，便利な機

能が増えていると思います。

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

16.4％ 75.2％ 5.4％ 1.5％ 0.3％ 1.2％ 

ア イ ウ(正答) その他 無解答 

4.8％ 13.4％ 80.0％ 0.5％ 1.3％ 

表【道具調べで分かったこと】の中の（ ① ）と（ ② ）に当てはまる語句の組み合わせとし

て最もふさわしいものを，下のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

ア ①マッチ ②火を強くする

イ ①まき ②火を強くする

ウ ①まき ②火を弱くする

エ ①マッチ ②火を弱くする

かよこさんは，調べたことと考えたことを次のノート【くらしの変化】にまとめました。〈まと
め〉の に当てはまるものとして最もふさわしいものを，下のアからエまでの中から１つ選び，
記号で答えましょう。 
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【結果分析】 

５(3)は、道具の変化と人々の生活の変化とを関連付けて捉えることができるかをみる問題であ

る。正答は「ア」で、83.8％の正答率である。正答率が高い要因として、道具の変化によって洗濯

物を洗う手順が減っていることに注目し、このことを根拠に洗濯にかかっていた時間が短くなった

ことを正しく捉えることができたことによるものと考えられる。 

６(1) 観光課で働くＣさんの仕事について、正しく情報を取り出すことができる。 

【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

６(1)は、観光課で働くＣさんの仕事について、正しく情報を取り出すことができるかをみる問

題である。正答は「エ」で、64.3％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、 14.0％

である。この誤答の要因として、資料【Ａ県Ｂ市の観光課で働くＣさんの話】にある「市役所の観

光課には、私の他にも、(中略)多くの人が働いています。」という文に着目せず、Ｃさん以外の人も

働いているという情報を正しく取り出すことができなかったことによるものと考えられる。 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

83.8％ 2.7％ 3.8％ 7.9％ 0.1％ 1.7％ 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

7.9％ 14.0％ 11.0％ 64.3％ 0.1％ 2.8％ 

資料【Ａ県Ｂ市の観光課で働くＣさんの話】から分 

かることとして最もふさわしいものを，次のアからエ 

までの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

ア Ｃさんは，各地を訪問してきたので，これから

はＡ県Ｂ市の中だけで仕事をしようと考えている。

イ Ｃさんは，一人でＡ県Ｂ市で行うイベントを考

えたり，その準備をしたりしている。

ウ Ｃさんは，各地でＡ県Ｂ市の特産品を売って，新幹線の駅をつくるためのお金を集めている。

エ Ｃさんは，各地で行われる「観光物産展」に参加している。

ア 約３０年前には，１００年以上前と比べて洗濯にかか

る時間が短くなり，家の人が休んだり，ほかのことをし

たりできる時間が増えた

イ 約３０年前には，１００年以上前と比べて洗濯にかか

る時間が長くなり，家の人が休んだり，ほかのことをし

たりできる時間が減った

ウ 約３０年前には，１００年以上前と比べて洗濯にかか

る時間が短くなり，家の人が休んだり，ほかのことをし

たりできる時間が減った

エ 約３０年前には，１００年以上前と比べて洗濯にかか

る時間が長くなり，家の人が休んだり，ほかのことをし

たりできる時間が増えた

【Ａ県Ｂ市の観光課で働くＣさんの話】 

わたしは，日本のいろいろな場所でＡ県Ｂ市のせん伝をしてい

ます。例えば，各地で行われる「観光物産てん（自分の地いきの

名物などをしょうかいするイベント）」でＡ県Ｂ市の特産品を売

ったり，観光案内を配ったりしています。市役所の観光課には，

わたしのほかにも，イベントを考える人や，その準備をする人な

ど，多くの人が働いています。Ａ県には空港があり，新幹線の駅

もできたことから，今までよりも観光客に来てもらえる機会が増

えました。これからも，日本のいろいろな場所に行って，Ａ県Ｂ

市のせん伝をしていこうと考えています。 
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６(2) 資料から取り出した情報を関連付け、Ｃさんの訪問先から考えられる特徴や目的を読み取る

ことができる。      【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

６(2)は、資料から取り出した情報を関連付け、Ｃさんの訪問先から考えられる特徴や目的を読

み取ることができるかをみる問題である。正答は、｢ア｣で、48.7％の正答率である。誤答の中で反

応率が高いのは、「ウ」と「エ」で、「ウ」が 18.2％、「エ」が 22.1％である。これらの誤答の要因

として、「ウ」と「エ」の選択肢の文の内容のみで判断していたことによるものと考えられる。「ウ」

と「エ」の文は、どちらも想定としてあり得ることであるが、「ウ」はＣさんの話の内容から、「エ」

は訪問先と訪問日の資料から読み取ったことを基に考えた場合には誤答と判断することができる。 

６(3) Ｃさんが訪問先を選んだ理由について推論することができる。 

【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

48.7％ 7.5％ 18.2％ 22.1％ 0.1％ 3.3％ 

資料【Ａ県Ｂ市の観光課で働くＣさんの話】，資料【Ｃさんの訪問 

先と，訪問日】，【人口の多い都道府県（上位１位から１０位まで）の 

主な交通機関】から考えられることとして最もふさわしいものを，次 

のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

ア Ｃさんは，人口の多い都道府県のうち，東京都，大阪府には３

回ずつ訪問することで，より多くの人にＡ県Ｂ市のことを知って 

もらおうとしている。 

イ Ｃさんは，人口の多い都道府県の上位１位から１０位までをす

べて訪問し，Ａ県に新幹線の駅をつくるためのお金を集めようと 

している。 

ウ Ｃさんは，人口が多い都道府県を訪問し，新しくＡ県

内で行うイベントのアイデアを集め，Ａ県内で観光物産 

展を開こうと考えている。 

エ Ｃさんは，人口の多い都道府県の上位１位から１０位

までをすべて訪問し，多くの人にＡ県Ｂ市のことを知っ 

てもらおうとしている。 

Ｃさんがこれまでの訪問先を選んだ理由として最もふさわしいものを，次のアからエまでの中

から１つ選び，記号で答えましょう。 

ア 人口が多く，新幹線の駅やＡ県への直行便がない都道府県でＡ県Ｂ市の宣伝をすること

で，より多くの観光客に来てもらおうと考えたから。

イ 人口が多く，新幹線の駅やＡ県への直行便がある都道府県でＡ県Ｂ市の宣伝をすること

で，より多くの観光客に来てもらおうと考えたから。

ウ 人口が多く，新幹線の駅やＡ県への直行便がある都道府県でＡ県Ｂ市の宣伝をすること

で，Ａ県に新幹線の駅をつくるためのお金を集めようとしたから。

【Ｃさんの訪問先と，訪問日】 
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【結果分析】 

６(3)は、Ｃさんが訪問先を選んだ理由について推論することができるかをみる問題である。正

答は｢イ｣で、57.1％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「ア」と「エ」で、「ア」は 16.5％、

「エ」は 16.0％である。これらの誤答の要因として、「ア」はＣさんがＡ県への直行便がない都道

府県には訪問していないことを正しく捉えることができなかったことによるものと考えられる。「エ」

はＣさんがＡ県への直行便がない都道府県には訪問していないことに加えて、直行便や新幹線を利

用することで、より多くの観光客にＡ県Ｂ市に来てもらうことが訪問のねらいであることを正しく

捉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】 各単元(小単元)終了時に捉えさせたい内容を児童の言葉で想定しておき、児

童がその言葉にたどり着くための問題解決的な学習の充実を図る。 

６の(1)から(3)までの問題は、ある県の特色を捉える単元において、観光業を中心としたまちづ

くりを行っている市(Ａ県Ｂ市)の学習を想定して作成した。この学習では、教師が問題解決的な学

習の充実を図るとともに、児童に「Ｂ市では、市役所で働くＣさんのように、いろいろな人々が協

力して工夫や努力を続けている。」という内容を捉えさせることをねらいとしている。 

指導計画の立案時には、児童に捉えさせたい社会的事象の意味、社会的事象の特色や相互の関連

を児童の言葉で想定し、その言葉にたどり着くための問題解決的な学習の充実を図ることが重要で

ある。 

 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

16.5％ 57.1％ 6.7％ 16.0％ 0.1％ 3.6％ 

【単元終了時の児童の言葉を想定する手順の例】（ここでは、現行の学習指導要領を用いて設定する。）

第３学年及び第４学年「県内の特色ある地域の人々の生活」 

① 「小学校学習指導要領社会編」で、捉えさせたい「社会的事象の意味（社会的事象の特

色や相互の関連）」を確認する。 

② ①について、詳しい内容を「小学校学習指導要領解説 社会編」で確認する。

③ ②の内容を児童の言葉で想定する。

※想定の際には、教科書・副読本等で用いられている文言を活用することも考えられる。

第３学年及び第４学年 内容（６） 
県（都、道、府）の様子について、次のことを資料を活用したり白地図にまとめたりして調べ、県（都、

道、府）の特色を考えるようにする。 
ウ 県（都、道、府）内の特色ある地域の人々の生活

【児童の言葉の例】 
わたしたちが暮らすＡ県Ｂ市は、歴史ある建物や街並み、祭りなどの地域の伝統や文化を受け継ぎな

がら、まちづくりを進めており、毎年多くの観光客が訪れている。Ｂ市では、市役所で働くＣさんのよ
うに、いろいろな人々が協力して工夫や努力を続けている。 

エ 人口が多く，新幹線の駅やＡ県への直行便がない都道府県でＡ県Ｂ市の宣伝をすること

で，より多くの人にＡ県Ｂ市のことを知ってもらおうと考えたから。 

県（都，道，府）内の特色ある地域の人々の生活｣を調べるとは、県内の特色ある地域の人々の生活の

様子を取り上げ、自然環境、伝統や文化などの地域の資源を保護・活用している地域やそこに見られる

人々の生活の特色を具体的に調べることである。…（中略）…歴史ある建造物や街並み、祭りなどの地

域の伝統や文化を受け継ぎ保護・活用しながら、地域の人々が互いに協力して、特色あるまちづくりや

観光などの産業の発展に努めている地域が考えられる。…（中略）…これらの学習を通して、自分たち

の住んでいる県の特色を考えることができるようにする。 
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７(1)  東京都の給水制限について、正しく情報を取り出すことができる。   

             【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

７(1)は、東京都の給水制限について、正しく情報を取り出すことができるかをみる問題である。

正答は「イ」で、76.8 ％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「エ」で 、10.6％で

ある。この誤答の要因として、給水制限の回数が最も多い期間は 1971 年から 1980 年までの４回で

あるという情報を、資料【東京都の給水制限の回数】から正しく取り出すことができなかったこと

によるものと考えられる。 

 

７(2)  【東京都の給水制限の回数】と【東京都に水を送っているダム（貯水池）とその完成した年

と場所】から読み取ることができる情報を比較・関連付け、給水制限とつくられたダム(貯水

池)の数の関係について読み取ることができる。      【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

4.7％ 76.8％ 4.4％ 10.6％ 0.1％ 3.5％ 

資料【東京都の給水制限の回数】と資料【東京都に水を送っているダム（貯水池）とその完成

した年と場所】から分かることとして最もふさわしいものを、次のアからエまでの中から１つ

選び、記号で答えましょう。 

ア １９９１年から２０００年までの期間に，ダム（貯水池）は毎年つくられており，この期

間に給水制限は３回行われている。 

東京都の給水制限の回数が１番多かった期間として最 

もふさわしいものを、次のアからエまでの中から１つ選 

び、記号で答えましょう。 

ア １９６１年から１９７０年まで 

イ １９７１年から１９８０年まで 

ウ １９８１年から１９９０年まで 

エ １９９１年から２０００年まで 

④ 問題解決的な学習となるよう指導計画を立案する。 

問題解決的な学習過程の充実を図る際には、主体的・対話的で深い学びを実現するよう、

児童が社会的事象から学習問題を見いだし、問題解決の見通しをもって他者と協働的に追究

し、追究結果を振り返ってまとめたり、新たな問いを見いだしたりする学習過程などを工夫

することが考えられる。その際、例えば以下のような点について検討する。 

・ 社会的事象に対する児童の気付きや、疑問を生かした学習問題となっているか。 

  ・ 学習問題の解決に向け、学習の見通しをもたせ、学習計画を適切に設定しているか。

  ・ 学習したことが学習問題の解決につながるように、毎時間のまとめが工夫されている

か。 

・ 児童が多角的に考えたり、事実を客観的に捉え、公正に判断したりできるような資料 

や学習活動が設定されているか。 

  ・ 振り返りを行う学習習慣を定着させ、児童が自らの学習の深まりを自覚できるような

指導が行われているか。 
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【結果分析】 

 

 

 

７(2)は、資料【東京都の給水制限の回数】と資料【東京都に水を送っているダム（貯水池）と

その完成した年と場所】から読み取ることができる情報を比較・関連付け、給水制限とつくられた

ダム(貯水池)の数の関係について読み取ることができるかをみる問題である。正答は「エ」で、 

55.7％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、 20.5％である。この誤答の要

因として、給水制限の回数を正しく読み取ることはできたが、ダム(貯水池)の建設について正しく

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。 

 

７(3) 家庭に確実に水が届いている理由について推論することができる。   

【意図や背景，理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

７(3)は、家庭に確実に水が届いている理由について推論することができるかをみる問題である。

正答は｢ア｣で、 46.0％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」で、23.9％である。

この誤答の要因として、2011 年から 2017 年までの期間に、Ｌダムが建設されたことを資料から正

しく取り出すことができなかったことによるものと考えられる。 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

20.5％ 7.5％ 11.5％ 55.7％ 0.2％ 4.7％ 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

46.0％ 14.9％ 23.9％ 9.8％ 0.1％ 5.1％ 

たかはるくんが自分の家に確実に水がとど 

いている理由について、資料を基にして考え 

たこととして最もふさわしいものを、次のア 

からエまでの中から１つ選び、記号で答えま 

しょう。 

ア 東京都だけでなく、他の県にあるダム（貯水池）からも水を送ったり、水道局の人によ

る計画的な水道管の点検や交換により、水道管から漏れる水の量を減らしたりしたから。

イ 東京都では、毎年給水制限を行ったり、水道局の人による計画的な水道管の点検や交換

により、水道管から漏れる水の量を減らしたりしたから。 

ウ ２００１年以降、東京都に水を送っているダム（貯水池）の数は増えていないが、水道局の人

による計画的な水道管の点検や交換により、水道管から漏れる水の量を減らしたから。 

エ 水道管から漏れる水の量は変わっていないが、東京都、他の県が協力してダム（貯水池）

を毎年つくったから。 

イ １９６１年から１９７０年までの期間に、給水制限は 

２回行われており、この期間にダム（貯水池）はつくら 

れていない。 

ウ 東京都の給水制限の回数が１番多かった期間に、ダム 

（貯水池）は３つつくられている。 

エ ２０１１年から２０１７年までの期間に、ダム（貯水 

池）は新たに１つつくられており、この期間に給水制限 

は行われていない。 

【東京都水道局の人の話】 

都民のみなさんに限りある水を確実にとどけるため，わたしたち

は様々なことに取り組んでいます。例えば，定期的に水道管の点検

を行い，必要があれば水道管の交かんを行っています。その結果，

今から２０年ほど前は，１年間におよそＥダム１つ分もの水が水道

管からもれてしまっていましたが，現在では３分の１程度になって

います。 
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(3) 算数（小学校第５学年対象）

１(1) 四則の混合した計算ができる。 【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

 

【結果分析】 

１(1)は、四則の混合した計算ができるかをみる問題である。正答は「４」で、88.6％の正答率

である。誤答の中で最も反応率が高いのは「14」で、9.1％である。この誤答の要因として、「10-3」

から順に計算したことによるものと考えられる。 

１(2)  小数＋小数の計算ができる。  【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

 

【結果分析】 

１(2)は、小数＋小数の計算ができるかをみる問題である。正答は「46.74」で、61.1％の正答率

である。誤答の中で反応率が高いのは「7.59」「75.9」で、20.2％である。この誤答の要因として、

末位の「４」と「５」をそろえて筆算をし、たす数または、たされる数に合わせて小数点を打った

ことによるものと考えられる。 

１(3) 帯分数－帯分数の計算ができる。 【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

 

 

１(3)は、分数－分数の計算ができるかをみる問題である。正答は「２  」または、「  」で、

合計で 63.7％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「３  」で、6.9％である。こ

の誤答の要因として、分数部分を「 － ＝ 」と計算したことによるものと考えられる。

また、その他の中には、「２ 」も多くみられる。誤答の要因として、「 － 」は計算でき

ないので、整数部分の「５」から「１」を「10」として繰り下げ、ひかれる数の「 」を「４ 」

として計算したことによるものと考えられる。 

１０－３×２ 

４(正答) 14 16 その他 無解答 

88.6％ 9.1％ 0.2％ 1.7％ 0.4％ 

３．２４＋４３．５ 

46.74(正答) 7.59 75.9 40.26 その他 無解答 

61.1％ 15.4％ 4.8％ 0.1％ 18.0％ 0.6％ 

５  － ２ 

 

 

(正答) 

 

 

(正答) 

  その他 無解答 

60.9％ 2.8％ 6.9％ 1.5％ 25.5％ 2.4％ 

２ 

７ 

４ 

７ 

５ 

７ 

19 

７ 

５ 

７ 

19 

７ 

６

７
７２ ３

２

７

２ 

７ 
４

７

２

７

２

７
４ 

７ 

２ 

７ 
12 

７ 

12 

７ 

８ 

７ 
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１(4)  小数×小数の計算ができる。  【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

 

【結果分析】 

１(4)は、小数×小数の計算ができるかをみる問題である。正答は「0.12」で、47.2％の正答率

である。誤答の中で最も反応率が高いのは「1.2」で、47.4％である。この誤答の要因として、積の

小数点の位置を小数の加法や減法と同じように、筆算の小数点の位置に合わせてしまったことによるもの

と考えられる。 

１(5)  小数÷整数の計算ができる。  【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

 

【結果分析】 

１(5)は、小数÷整数の計算ができるかをみる問題である。正答は「0.35」で、67.3％の正答率

である。誤答の中で最も反応率が高いのは「3.5」で、22.3％である。この誤答の要因として、筆算

で、整数÷整数で商が小数になるときと同じように、割られる数の末位に小数点をつけて計算した

ことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 計算方法を説明させたり、意味を理解させたりする指導の充実を図る。 

計算の仕方の指導では、計算方法や筆算等の手順の指導をするだけではなく、計算方法の意味に

ついても考えさせていく必要がある。（4）小数×小数の計算や（5）小数÷整数の指導の際に、計算

の意味を十分に理解させるために、答えを求めた方法などについて児童が次のような説明する場面

を設定していくことが大切である。  

 

 

 

 

また、このような説明をする際に、なぜ「３×４」や「14÷40」にしたのかということや、それ

ぞれの数字の意味についても説明させていくことが大切である。 

２(1)  わり算のきまりを理解している。 【数量や図形についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

０.３×０.４ 

0.12(正答) 1.2 その他 無解答 

47.2％ 47.4％ 4.7％ 0.7％ 

 

１．４÷４ 

0.35(正答) 3.5 35 その他 無解答 

67.3％ 22.3％ 1.9％ 6.3％ 2.2％ 

６３０００÷３０００の商について考えます。次の文の Ａ から Ｃ までに当てはまる数

を，それぞれ書きましょう。 

わられる数とわる数をそれぞれ Ａ でわると，６３÷ Ｂ になるので， 

商は Ｃ です。 

0.3  ×  0.4  ＝  0.12 

 ↓10 倍  ↓10 倍 ↑1/100 

３  ×  ４  ＝  12 
まず、かけられる数とかける数をそれぞれ 10 倍して

３×４をします。12 は 100 倍されているので、1/100 を

します。そうすると答えは 0.12 になります。 

1.4  ÷  ４  ＝  0.35 

 ↓10 倍  ↓10 倍 

14 ÷ 40  ＝  0.35 
まず、わられる数とわる数をそれぞれ 10 倍して 14÷

40 にします。わる数とわられる数に同じ数をかけても

商は同じになるので、答えは 0.35 になります。
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【結果分析】 

２(1)は、わり算のきまりを理解しているかをみる問題である。正答は「Ａ1000 Ｂ３ Ｃ21」

で、47.5％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ＢＣのみ正答」で、20.5％である。

この誤答の要因として、「63」という数からＢが「３」で、Ｃが「21」になることは分かっているが、

「63000」と「3000」をそれぞれ計算しやすくするために、1000 でわっているということにまで着

目できていないことによるものと考えられる。また、無解答の理由として、計算のきまりなどの理

解が十分でないため、どのように考えればよいのか見通しがもてないことによるものと考えられる。 

 

２(2) 四捨五入して上から～の概数にすることができる      【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

２(2)は、四捨五入して上から～の概数にすることができるかをみる問題である。正答は「ア、

イ」で、57.7％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」のみを選択しているもの

で、10.8％である。この誤答の要因として、上から２けたの概数にする際に、どの位を四捨五入す

ればよいのかという理解が十分でないことによるものと考えられる。 

 

２(3) 概数について学習したことを学習や生活に生かそうとしている。【算数への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】（下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ児童の算数における平均正答率を表す。） 

 

 

 

 

Ａ1000 

Ｂ３ Ｃ

21（正答） 

Ａのみ 

正答 

Ｂのみ 

正答 

Ｃのみ 

正答 

ＡＢのみ

正答 

ＢＣのみ

正答 
その他 無解答 

47.5％ 1.1％ 7.2％ 3.1％ 6.5％ 20.5％ 9.6％ 4.5％ 

四捨五入して上から２けたのがい数にすると８００００になる数を，次のアからエまでの中か

らすべて選び，記号で答えましょう。 

 ア ７９５５６  イ ８０４９５ 

 ウ ８０６０４  エ ８１０７８ 

ア、イ（正答） ア、エ 
正答のうちア 

のみ正解 
その他 無解答 

57.7％ 4.5％ 10.8％ 25.5％ 1.5％ 

がい数について学習したことを，あなたならどのようにいかしていこうと思いますか。次のアか

らエまでの中には，ふさわしいものがいくつかありますが，あなたの考えに最も近いものを１つ選

び，記号で答えましょう。 

ア 社会科などの学習で，だいたいの数が分かればよいときなどには，がい数を使って調べたこ

とを表したい。 

 イ 計算をするときには、がい数を使って，答えがだいたいどのくらいになるか，見当をつけて

から計算するようにしたい。 

 ウ 身の回りで使われているがい数を探して，どのようなときにどのようながい数が使われるの

か，くわしく調べたい。 

 エ がい数にするときには，四捨五入するよりも切り捨てるほうがかんたんなので，いつも切り

捨ててがい数にするようにしたい。 

 ア（正答） イ（正答） ウ（正答） エ その他 無解答 

反応率 28.5％ 44.7％ 18.9％ 6.1％ 0.6％ 1.2％ 

平均正答率 57.4％ 54.3％ 50.1％ 31.7％ 36.0％ 13.8％ 



－47－ 

２(3)は、概数について学習したことを学習や生活に生かそうとしているかをみる問題である。

正答は「ア」、「イ」、「ウ」のいずれかで、92.1％の正答率である。誤答は「エ」で、6.1％である。

切り上げ、切り捨て、四捨五入について学習した後に、いつも切り捨てて概数にしようとすること

は学習や生活に生かしている態度とは言えない。目的に応じて概数にする方法を選択していくこと

ができるように指導していく必要がある。 

 

３(1) 小数の系列を理解している。            【数量や図形についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

３(1)は、小数の系列を理解しているかどうかをみる問題である。正答は「2.06」で、81.9％の

正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「2.6」で、5.5％である。この誤答の要因として、

２と 2.1 の間の小数を表す場合、小数第一位を空位とし、小数第二位までの小数を用いて表すこと

についての理解が十分でないことによるものと考えられる。 

 

３(2) 分数の表す大きさを理解している。         【数量や図形についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

３(2)は、分数の表す大きさを理解しているかをみる問題である。正答は「イ」で、49.7％の正

答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」で、33.3％である。この誤答の要因として、

―ｍは、１ｍを６等分したうちの５つ分であるといった分数の意味や大きさの理解が十分でないこ

とによるものと考えられる。 

 

次の数直線で，アのめもりが表す小数を書きましょう。 

 

 

 

 

 

2.06(正答) 2.6 26 206 その他 無解答 

81.9％ 5.5％ 0.1％ 0.1％ 10.9％ 1.5％ 

次のアからエまでのテープがあります。色をぬったところ（ の部分）が  ｍになっている

ものとして最もふさわしいものを，アからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

 

 

ア イ（正答） ウ エ その他 無解答 

7.8％ 49.7％ 33.3％ 6.4％ 1.5％ 1.3％ 

５ 
６ 

５
６
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３(3) 分数と小数の大小を比較することができる。 【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

３(3)は、分数と小数の大小を比較することができるかをみる問題である。正答は「ウ→ア→イ」

で、44.6％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ→イ→ア」で、30.9％である。

この誤答の要因として、―と 0.41 の大小を比較することができないことによるものと考えられる。

また、「イ→ア→ウ」と解答しているものは、大きい順に並べたことによるものと考えられる。 

４(1) 基準量、比較量、割合の関係を図と関連付けてみることができる。 【数学的な考え方】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

４(1)は、基準量、比較量、割合の関係を図と関連付けてみることができるかをみる問題である。

正答は「□×1.6＝24」、または「1.6×□＝24」で、55.7％の正答率である。誤答の中で最も反応率

が高いのは、「24×1.6＝38.4」で 4.6％である。この誤答の要因として、図から基準量や割合、比

較量の関係が捉えることができないことや割合の理解が十分でないことによるものと考えられる。 

４(2) 比較量と割合から基準量を求めることができる。 【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

次のアからウまでの３つの数を，小さいものから順に記号で答えましょう。 

ウ→ア→イ

(正答)
イ→ア→ウ ウ→イ→ア その他 無解答 

44.6％ 7.8％ 30.9％ 15.5％ 1.2％ 

２４ｃｍの赤色のテープと，□ｃｍの黄色のテープがあります。次の【図】は，赤色のテープの

長さと黄色のテープの長さとの関係を表しています。あとの(1)と(2)の問題に答えましょう。 

(1)【図】をもとに，赤色のテープの長さと黄色のテープの長さとの関係を，□を使ったかけ算の

式で表しましょう。 

□×1.6＝24

（正答）

1.6×□＝24 

（正答） 

24×1.6＝

38.4 
24×□＝1.6 その他 無解答 

50.4％ 5.3％ 4.6％ 3.6％ 31.3％ 4.8％ 

【図】の赤色のテープと黄色のテープのほかに，青色のテープがあります。赤色のテープの長さ

は青色のテープの長さの４倍です。青色のテープの長さは何ｃｍですか。 

６(正答) 96 38.4 15 その他 無解答 

57.4％ 17.6％ 1.6％ 1.9％ 15.2％ 6.3％ 

４ 
10 
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４(2)は、比較量と割合から基準量を求めることができるかをみる問題である。正答は「６」で、

57.4％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「96」で、17.6％である。誤答の要因と

して、「赤のテープの長さは青色のテープの長さの４倍です」という問題文から、赤色のテープ 24

ｃｍを、４倍していることや赤色のテープと青色のテープの大小の比較が十分でないことによるも

のと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 基準量、割合、比較量の関係を図などを用いて捉えさせる指導の充実を図る。 

 基準量、割合、比較量に関する問題は、昨年度から引き続き出題されている。昨年度は、次のような問題

を出題した。 

 

 

 

 

 

昨年度の正答率は、64.2％であった。今年度は、図を基にして基準量、割合、比較量の関係を式

に表す問題を出題した。４(1)の正答率が 55.7％であることからも、児童にとって、基準量、割合、

比較量の関係は捉えづらいと考えられる。問題場面の文章から関係を理解することが困難な場合は、

関係を理解しやすくするために、テープ図や数直線図に整理することが有効である。問題文から割

合、比較量、基準量の関係を図に表し、問題文と図、図と式、問題文と式のそれぞれの関係を理解

させていくことが大切である。 そうすることで、基準量、割合、比較量の関係を捉えやすくなり、

問題場面や割合についても理解しやすくなる。 

 

５(1) 単位面積がいくつ分かを数えて面積を求めることができる。 【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

５(1)は、単位面積がいくつ分かを数えて面積を求めることができるかをみる問題である。正答

は「ア、エ」で、82.4％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」のみを回答して

いるもので、3.4％である。この誤答の要因として、三角形で単位面積が全て塗られていないマスを

１㎠と捉えることができなかったことによるものと考えられる。 

 

５(2) １ａは、10(m)×10(m)であることを理解している。  【数量や図形についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

次のアからエまでの図形の中から，色の付いた部分の面積が８ｃ㎡であるものをすべて選び，記

号で答えましょう。 

 

ア、エ（正答） ア、イ ア、ウ アのみ正解 その他 無解答 

82.4％ 1.6％ 1.6％ 3.4％ 9.4％ 1.6％ 

たての長さが８０ｍ，横の長さが１２０ｍの長方形の形をした土地の面積を，ａ（アール）を使

って表します。次の Ａ から Ｃ までに当てはまる数を，それぞれ書きましょう。 

赤色のテープと黄色のテープがあります。赤色のテープの長さは 24ｃｍで、黄色のテープの長さは 15ｃｍです。赤色のテー

プの長さは、黄色のテープの長さの□倍であることを表している図として最もふさわしいものを、次のアからエまでの中から１

つ選び、記号で答えましょう。 

土地のたてには１ａの正方形が Ａ 個，横に 

は Ｂ 個ならぶことから， Ｃ ａだと分かります。 
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【結果分析】 

 

 

 

 

５(2)は、１ａは、10(m)×10(m)であることを理解しているかをみる問題である。正答は「Ａ８ 

Ｂ12 Ｃ96」で、29.5％の正答率である。その他の誤答で多く見られたものは、「Ａ４ Ｂ６ Ｃ24」

である。誤答の要因として、ａやｈａは、㎠や㎡などの単位のようにあまり身近な単位ではないた

め、十分な理解が図られておらず、図の辺の長さを測り、図の面積を求めたことによるものと考え

られる。 

 

５(3) チューリップを植えた正方形の土地の面積とその周りのパンジーを植えた土地の面積の差を

求めることができる。                        【数学的な考え方】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

５(3)は、チューリップを植えた正方形の土地の面積とその周りのパンジーを植えた土地の面積

の差を求めることができるかをみる問題である。正答は「チューリップを植えた土地の面積が１㎡

広い」で、21.8％の正答率である。誤答の中の「パンジーを植えた土地の面積が 24 ㎡広い」と解答

しているものは、それぞれの正方形の面積を求めることや複合図形の面積を求めることができてい

る。その他の誤答については、複合図形の面積の求め方の理解が十分でないことが考えられる。 

 

６(1) ある時刻から何分前の時刻を求めることができる。     【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

６(1)は、ある時刻から何分前の時刻を求めることができるかをみる問題である。正答は「午前

７時 25 分」で、72.8％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「午前７時 35 分」で、

5.4％である。この誤答の要因として、午前８時 15 分から 50 分を引く際に、「50－15＝35」と計算 

Ａ８ Ｂ12 

Ｃ96(正答) 
Ａ、Ｂのみ正答 Ｃのみ正答 その他 無解答 

29.5％ 4.1％ 1.6％ 56.5％ 8.3％ 

次の【図１】のように，２５㎡の正方形の形をした土地にチューリップの花を植えたあと，次の

【図２】のように、その周りの土地にパンジーの花を植え，正方形の形をした花だんを作りました。

チューリップを植えた土地の面積と，パンジーを植えた土地の面積とでは，どちらが何㎡広いですか。

 

チューリップ

が１(正答) 

パンジーが 

24 

チューリップ

が 21 
パンジーが４ その他 無解答 

21.8％ 2.6％ 4.9％ 5.9％ 47.5％ 17.3％ 

たかしくんは，朝起きてから５０分後の午前８時１５分に，家を出て学校へ向かいました。たか

しくんが起きたのは午前何時何分ですか。 

午前７時25分

(正答) 
午前７時35分 午前７時15分 午前７時30分 その他 無解答 

72.8％ 5.4％ 3.7％ 1.5％ 13.2％ 3.4％ 
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し、その解をそのまま分として捉えていることによるものと考えられる。 

 

６(2) 分で表された時間の和を何時間何分で表すことができる。  【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

６(2)は、分で表された時間の和を何時間何分で表すことができるかをみる問題である。正答は

「２時間 25 分」で、64.6％の正答率である。その他の誤答の中で多く見られたのは、「１時間 45

分」である。この誤答の要因として、月曜日から金曜日までの合計「145 分」を求めることはでき

ているが、「145 分」を１時間 45 分と捉えるなど、60 進法の理解が十分でないことによるものと考

えられる。 

 

６(3) 時刻と時間を使って問題を解決することができる。         【数学的な考え方】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

６(3) 時刻と時間を使って問題を解決することができるかをみる問題である。正答は「午後３時

40 分」で、39.4％の正答率である。その他の誤答の中で多く見られたのは、「午後３時 30 分」であ

る。この誤答の要因として、図からテニスが始まる時間は、３時と５時の間と捉えることができて

いるが、時間をきりのよい 30 分を単位として捉えていることによるものと考えられる。 

 

 

 

よしこさんは，先週の日曜日から土曜日までに読書をした時間を，次の【表】に記録しました。

よしこさんが，先週の日曜日から土曜日までに読書をした時間の合計は，何時間何分ですか。 

 

２時間 25 分 

（正答） 
１時間 85 分 145 分 その他 無解答 

64.6％ 0.1％ 0.1％ 30.7％ 4.5％ 

けんくんの学校の校庭は，日曜日の午後，地域のスポーツチームが使うことができます。今度の

日曜日は，次の【校庭の使用時間わり当て表】のように，午後１時から午後５時までの４時間を３

つのチームに同じ時間ずつわり当て，野球チーム，サッカーチーム，テニスチームの順に校庭を使

います。 

テニスチームが校庭を使い始めることができるのは，午後何時何分からですか。 

 

午後３時 40 分(正答) 午後２時 20 分 その他 無解答 

39.4％ 1.5％ 41.7％ 17.4％ 
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７(1) 直径の長さと半径の長さの関係を理解している。     【数量や図形についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

７(1)は、直径の長さと半径の長さの関係を理解しているかをみる問題である。正答は「12ｃｍ」

で、55.8％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「16ｃｍ」で、9.4％である。この誤

答の要因として、半径を足した後、重なっている部分を引かなかったことによるものと考えられる。 

 

７(2)  円を使った作図の方法を説明することができる。          【数学的な考え方】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

７(2)は、円を使った作図の方法を説明することができるかをみる問題である。正答は「７ｃｍ」

で、50.8％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「14ｃｍ」で、22.5％である。この

誤答の要因として、円の直径を求めることができているが、その円の半径まで求めることはできて

いないことや直径と半径の関係についての理解が十分でないことによるものと考えられる。 

 

７(3)  複合図形を円の部分の組み合わせと見ることができる。       【数学的な考え方】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

12ｃｍ（正答） 16ｃｍ 8ｃｍ 24ｃｍ その他 無解答 

55.8％ 9.4％ 3.3％ 2.8％ 24.4％ 4.3％ 

全校で楽しむお祭りでかざるクラスのかん板を作ります。次の【図２】のような大きさに切った長方

形の紙に，同じ大きさの４つの円をかきます。４つの円がぴったり入るようにかくには，半径何ｃｍの

円をかけばよいですか。 

 

７ｃｍ(正答) 14ｃｍ その他 無解答 

50.8％ 22.5％ 18.7％ 8.0％ 

次の【図１】のように直径８ｃｍの２つの円を，それぞれの中心を通るようにかき，２つの円の

中心を通る直線をひきました。アの長さは何ｃｍですか。 

 

みかさんは，コンパスを使って方眼紙にもようをかいています。みかさんは，【図３】のように，

３か所にコンパスのはりをさしてもようをかきました。 

３か所にコンパスのはりをさしてかくことができるもようを，アからエまでの中からすべて選

び，記号で答えましょう。 
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【結果分析】 

ア、エ（正答） ア、ウ イ、エ アのみ その他 無解答 

39.2％ 9.4％ 9.5％ 7.2％ 28.6％ 6.1％ 

７(3)は、複合図形を円の部分の組み合わせと見ることができるかをみる問題である。正答は「ア、

エ」で、39.2％の正答率である。誤答の要因として、方眼紙にかかれている円の部分をかくための

円の中心を捉えることができず、その中心からかく円弧の形がイメージできていないことによると考

えられる。 

 

【授業改善のポイント】  作図を通して、円の性質について理解を深める活動を行う。 

７(3)は、コンパスを使って様々な模様をかく活動である。児童がコンパスを使って模様をかく

際には、中心や直径、半径についても意識させながら活動を行わせていくことが大切である。また、

「ここに針を刺すとどのような円がかけるか」ということや「ここに円をかきたい場合、直径は何

ｃｍにすればよいのか」、「半径は何ｃｍになるのか」という念頭による操作を行わせ、かける円を

イメージさせていくことで、それぞれの用語の意味の理解が進んでいくとともに、円の性質の理解

が深まっていくものと考えられる。 

 

８(1) 資料の項目を落ちや重なりなく数えることができる。    【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

８(1)は、資料の項目を落ちや重なりなく数えることができるかをみる問題である。正答は「３」

で、66.8％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「５」で、5.8％である。この誤答の

要因として、表から体育館でけがをした人数を解答していることによるものと考えられる。 

 

８(2) 分かっていることを関連付けて二次元表を作成することができる。   【数学的な考え方】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

８(2)は、分かっていることを関連付けて二次元表を作成することができるかをみる問題である。

たかしくんの学校で，４月のけがについて調べました。次の【資料１】を見て，けがの種類とけ

がをした場所について次の【表１】に整理します。【表１】の中のＡに当てはまる数を書きましょう。

【資料１】，【表１】（省略 資料編参照） 

３(正答) ５ その他 無解答 

66.8％ 5.8％ 20.3％ 7.1％ 

なおこさんは，先週読んだ本の種類と人数についてクラスでアンケートをとり，分かったことを

次の【資料２】にまとめました。その結果を下の【表２】に整理しています。【表２】のＢに当て

はまる数を書きましょう。 

 

11(正答) 18 6 7 15 その他 無解答 

21.9％ 14.3％ 2.2％ 2.6％ 2.2％ 39.5％ 17.3％ 
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正答は「11」で、21.9％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「18」で、14.3％であ

る。この誤答の要因として、伝記を読んだ人数をそのまま表に当てはめていることによるものと考

えられる。その他の誤答の中で多く見られたのは、「３」である。これは、伝記を読んだ人数から物

語を読まなかった人数を引いて解答したことによるものと考えられる。 

８(3) データを用いて問題を解決しようとしている。 【算数への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】（下段の「平均正答率とは、それぞれの選択肢を選んだ児童の算数における平均正答率を表す。） 

８(3)は、データを用いて問題を解決しようとしているかをみる問題である。正答は「イ」、「ウ」、

「エ」のいずれかで、77.9％の正答率である。誤答は「ア」で、11.5％である。工夫して資料を整

理しようとする児童や適切なグラフについて考える児童、整理したことを様々な視点で分析する児

童は、誤答の児童よりも教科全体の平均正答率が約 10 ポイント高い。学習したことをその後の学習

や生活に活用しようとする児童は、教科全体の正答率が高いといえる。 

【授業改善のポイント】二つの観点から分類整理したり、様々な観点から特徴や傾向を調べたりする

指導の充実を図る。 

資料の整理については、資料の読み飛ばしのないように順序よく数えることや、重複して数える

ことがないように数えた資料に色や印を付けることなど、数え間違いをなくす方法を身に付けさせ

る必要がある。そのため、自力解決中に効率的な方法で資料を整理している児童の整理の方法につ

いて学級内で取り上げたり、なぜその方法がよいのかなどについて学級内で検討を行ったりするこ

とが大切である。また、算数だけではなく、他の教科においても整理した内容についてグラフや表

などで分かりやすく示す方法についても考えたり、調べた結果を基に様々な観点から特徴や傾向を

調べたりする活動を取り入れていくことが重要である。 

資料を集めたり整理したりする学習をするとき，あなたならどのように取り組みますか。次のア

からエまでの中には，ふさわしいものがいくつかありますが，あなたの考えに最も近いものを１つ

選び，記号で答えましょう。 

ア 資料を集めるときは，多くの資料の中から、自分の予想や考えに合う結果になるような資料

だけを集める。

イ 集めた資料を整理するときは，数えわすれがないよう，印をつけて数えたり合計の数を確に

んしたりする。

ウ 整理したことを表すときは，表や棒グラフ，折れ線グラフなどの中からどれが分かりやすい

かを考える。

エ 表やグラフから分かったことを発表するときは，ほかの考え方もできないか，もう一度表や

グラフを見直す。

ア イ（正答） ウ（正答） エ（正答） その他 無解答 

反応率 11.5％ 39.5％ 26.8％ 11.6％ 0.9％ 9.7％ 

平均正答率 45.3％ 57.2％ 57.2％ 53.2％ 29.8％ 29.7％ 
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９(1) カレンダーから情報を正しく取り出すことができる。 【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

 

 

 

【結果分析】 

９(1)は、カレンダーから情報を正しく取り出すことができるかをみる問題である。正答は「Ａ

３ Ｂ22」で、44.2％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「Ａ４ Ｂ22」で、4.7％

である。この誤答の要因として、何週間後を７月２日の週から数え始めてしまっていることによる

ものと考えられる。また、その他の中には「Ａ３ Ｂ21」「Ａ３ Ｂ23」などの誤答も多くみられる。

この誤答の要因として、何日後かを考える際に、今日を含めて数えたり、１週間の７日間を３倍し

たりしていることによるものと考えられる。 

９(2) うるう年とカレンダーを関連付けて、関係について読み取ることができる。 

【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

９(2)は、うるう年とカレンダーを関連付けて、関係について読み取ることができるかをみる問

題である。正答は「753」で、9.6％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「752」で、

10.6％である。この誤答の要因として、うるう年の１日を足していないことによるものと考えられ

る。その他では、「22」が多くみられた。これは、2020 年７月 24 日は何日後かを求めたのではなく、

今年の 24 日まで何日かを求めたことによるものと考えられる。 

753 

(正答) 
730 731 752 その他 無解答 

9.6％ 1.7％ 1.7％ 10.6％ 53.4％ 23.0％ 

２０１８年７月２日は月曜日です。次の【今月のカレンダー】と【うるう年について】をもとに，

２年後の２０２０年７月２４日は何曜日であるかを考えます。あとの(1)から(3)までの各問題に答

えましょう。 

(1) ２０１８年７月２４日について，【今月のカレンダー】を見ながら考えました。

次の文の Ａ と Ｂ に当てはまる数を，それぞれ書きましょう。

Ａ３ Ｂ22 

（正答） 
Ａ４ Ｂ22 Ａ３ Ｂ23 Ａ４ Ｂ23 その他 無解答 

44.2％ 4.7％ 2.6％ 1.3％ 31.3％ 15.9％ 

２０２０年７月２４日は，２０１８年７月２日の何日後ですか。 
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９(3) カレンダーとうるう年について読み取ったことを基に、問題を解決することができる。      

【意図や背景，理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

 

【結果分析】 

 

 

 

９(3)は、カレンダーとうるう年について読み取ったことを基に、問題を解決することができる

かをみる問題である。正答は「金」で、9.1％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「火」

「水」で、ともに 19.5％である。この誤答の要因として、わり算のあまりの数が、基準になってい

る曜日から何日後かを示しているという関係を捉え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】 段階的に問題を解決する素地を育てる指導の充実を図る。 

日常の場面において、問題を解決するためには、段階を経て解決していかなければならない場面

がある。９では、最終的には 2020 年の７月 24 日は何曜日かを求めるために、段階的に課題を設定

した。（1）では、何週間後、何日後を問うている。日付の数え方や週の数え方については、普段の

生活を通して身に付けさせていく必要がある。また、（2）、（3）については、【今月のカレンダー】

や【うるう年について】を使って問題解決をしていくが、この計算で何を求めるのかということや

何が分かるのかということについて常に意識させていくことが大切である。このように段階的に問

題解決の過程を経験させながら、立式の根拠を明らかにして考えていくことや筋道を立てて考えて

いくことの素地を育てていくことが大切である。 

 

10(1)  問題の場面から情報を正しく取り出すことができる。 【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

２０２０年７月２４日は，何曜日ですか。 

日 月 火 水 木 金（正答） 土 その他 無解答 

2.8％ 4.9％ 19.5％ 19.5％ 18.2％ 9.1％ 2.6％ 1.1％ 22.3％ 

ア イ ウ（正答） エ オ その他 無解答 

6.0％ 13.7％ 59.8％ 1.5％ 0.4％ 1.5％ 17.1％ 

ゆりさんの学校では，全校の児童が仲良くなるための全校集会があります。全校集会で行う遊び

は，ゆりさんがいる集会委員会の５，６年生が話し合って決めます。何の遊びをするかを考えるた

めに，全校児童に次の【アンケート】をとり，結果を下の【表】に整理しました。あとの(1)から

(3)までの各問題に答えましょう。 

 

 

 

 

 

 

ゆりさんは，【表】を見ながら，各学年でやりたい人数が一番多い遊び，つまり人気第１位の遊

びについて調べています。３年生で人気第１位の遊びを，次のアからオまでの中から１つ選び，記

号で答えましょう。 

ア 間ちがいさがし  イ ボール送りリレー  ウ じゃんけん列車 

エ ○×クイズ    オ シルエットクイズ 
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10(1)は、問題の場面から情報を正しく取り出すことができるかをみる問題である。正答は「ウ」

で、59.8％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、13.7％である。この誤答

の要因として、３年生で人気のある遊びではなく、全校児童で人気第１位の遊びを選択したことに

よるものと考えられる。 

 

10(2) 表と文章とを関連付けて読み取ることができる。     【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

10(2)は、表と文章とを関連付けて読み取ることができるかをみる問題である。正答は「Ａ１ Ｂ

１」で、33.1％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「Ａ」のみ正答しているもので、

18.4％である。この誤答の要因として、３つの学年で人気１位の遊びと、１年生での「その他」を除

く最も人気が少ない遊び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。 

 

10(3) 表や文章から読み取ったことを基に、問題を解決することができる。 

【意図や背景，理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

10(3)は、表や文章から読み取ったことを基に、問題を解決することができるかをみる問題であ

る。正答は「エ」で、32.1％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いものは「ウ」で、19.5％

である。この誤答の要因として、３年生から６年生までそれぞれの学年で「その他」以外で最も人

気が少ない遊びについて誤って読み取ったことによるものと考えられる。 

ゆりさんは，委員会の話し合いで，次のような意見を出しました。意見の中の Ａ と Ｂ に

当てはまる数を，それぞれ書きましょう。 

 

Ａ１ Ｂ１ 

（正答） 
Ａ２ Ｂ２ Ａのみ正答 Ｂのみ正答 その他 無解答 

33.1％ 0.2％ 18.4％ 4.6％ 18.4％ 25.3％ 

 

集会委員会では，話し合いを進め，次の①から③までのすべてに当てはまる遊びを，全校集会で

行う遊びに決めることにしました。全校集会で行う遊びとして最もふさわしいものを，下のアから

オまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

① 全学年の合計で，人気第３位までに入っている遊びにする。 

② 今回は，特に１，２年生に楽しんでもらいたいので，１，２年生それぞれの学年で人気第３

位までに入っている遊びにする。 

③ ①と②の中でも，３年生から６年生までのそれぞれの学年で，「その他」以外で最も人気が

ない遊びにはしない。 

 

ア まちがいさがし  イ ボール送りリレー  ウ じゃんけん列車 

エ ○×クイズ    オ シルエットクイズ 

ア イ ウ エ（正答） オ その他 無解答 

3.9％ 9.9％ 19.5％ 32.1％ 3.3％ 5.1％ 26.2％ 

各学年の人気第１位の遊びを調べたら，３つの学年で人気第１位になっている遊びがありました。

この遊びは，全学年の合計では，人気第 Ａ 位です。でも， Ｂ 年生では，「その他」以外で最

も人気がない遊びになっているので，この遊びに決めてよいか迷っています。 
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(4) 理科（小学校第５学年対象） 

 

１  昆虫の育ち方には一定の順序があることを理解している。 【自然事象についての知識・理解】   

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

１は、昆虫の育ち方には一定の順序があることを理解しているかをみる問題である。正答は「ウ」

で、78.9％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、17.1％である。この誤答

の要因として、昆虫の育ち方には一定の順序があることは理解しているものの、チョウが「卵→幼

虫→さなぎ→成虫」という順序で育つ昆虫、トンボが「卵→幼虫→成虫」という順序で育つ昆虫と

いうことについて理解してい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】複数の種類の昆虫を比較して観察し、生物の多様性と共通性の視点から昆虫 

の育ち方を捉えさせる指導の充実を図る。 

本問は、「生命」についての基本的な見方や概念を柱とした内容のうちの「生物の構造と機能」、 

「生物の多様性と共通性」に関わるものであり、第４学年「Ｂ(1)人の体のつくりと運動」、「Ｂ(2) 

季節と生物」の学習につながるものである。 

ここでは、身近な昆虫について興味・関心をもって追究する活動を通して、昆虫の成長過程を比

較する能力を育てるとともに、それらについての理解を図り、生物を愛護する態度を育て、昆虫の

成長のきまりについての見方や考え方をもつことができるようにすることが求められる。 

授業改善のポイントとしては、複数の種類の昆虫を比較して観察し、生物の多様性と共通性の視

点から昆虫の育ち方を捉えさせる指導の充実が挙げられる。 

例えば、１では、１種類の昆虫だけを観察するのではなく、複数の種類の昆虫の成長過程を比較

しながら調べ、「卵→幼虫→さなぎ→成虫」や「卵→幼虫→成虫」など、成長の過程が違うものがあ

ることを捉えさせる等の学習活動が考えられる。 

 

２  人の体には、骨、筋肉、関節があることを理解している。 【自然事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チョウとトンボの育ち方の組 

み合わせとして最もふさわしい 

ものを，右のアからエまでの中 

から１つ選び，記号で答えまし 

ょう。 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

17.1％ 2.3％ 78.9％ 1.4％ 0.1％ 0.1％ 

 

次の【図】のＡからＣまでのそれぞれの部分の名前の組み合わせとして最もふさわしいものを，

下のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 
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電気とじしゃくの性質を利用して，電気を通すか，じしゃくに引き付けられるかについて実験

をしたところ，次の【実験の結果】のようになりました。板Ａ，板Ｂ，板Ｃと素材との組み合わ

せとして最もふさわしいものを，下のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

【実験の結果】 

【結果分析】 

 

 

 

２は、人の体には、骨、筋肉、関節があることを理解しているかをみる問題である。正答は「エ」

で、91.5％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、5.6％である。この誤答の

要因として、筋肉の名称や様子については理解しているものの、骨や関節の名称や様子については

理解していないことによるものと考えられる。 

 

３(1)  簡易検流計を使って、回路を流れる電流の強さを適切に調べることができる。 

【観察・実験の技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

３(1)は、簡易検流計を使って、回路を流れる電流の強さを適切に調べることができるかをみる

問題である。正答は「イ」で、72.5％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「エ」で、

15.4％である。この誤答の要因として、簡易検流計をつなぐ際に、電気を流す乾電池と並列に簡易

検流計をつなぐ必要があると捉えたことによるものと考えられる。 

 

３(2)  磁石や電気の性質を理解し、金属等の種類を判別することができる。【科学的な思考・表現】     

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

1.2％ 5.6％ 1.3％ 91.5％ 0.3％ 0.1％ 

 

回路に流れる電流の強さを調べるときの，簡易けん流計のつなぎ方として最もふさわしいもの

を，次のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 
 
ア         イ          ウ         エ          

 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

5.2％ 72.5％ 6.3％ 15.4％ 0.1％ 0.5％ 
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【結果分析】 

３(2)は、磁石や電気の性質を理解し、金属等の種類を判別することができるかをみる問題であ

る。正答は「ア」で、71.0％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「エ」で、14.4％

である。この誤答の要因として、電気を通す物は金属であるということについては理解しているも

のの、磁石に引き付けられる物は鉄であることについては理解していなかったことによるものと考

えられる。また、鉄とアルミニウムの区別等、金属についての理解が十分でないことによるものと

考えられる。 

３(3)  磁石の極の性質を理解し、ものづくりに活用することができる。 【科学的な思考・表現】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

３(3)は、磁石の極の性質を理解し、ものづくりに活用することができるかをみる問題である。

正答は「ウ」で、58.0％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「エ」で、16.5％であ

る。この誤答の要因として、誤った理解（磁石の同極は引き合い、異極は退け合うこと）など、磁

石の極の性質について理解していないことによるものと考えられる。また、極の性質を整理し、お

もちゃの仕組みと関係付けて考えることができなかったことによるものと考えられる。 

４  １日の天気の変化を気温と関係付けて考えることができる。 【科学的な思考・表現】 

【問題の概要】 

フェライトじしゃくの極①，②と，ぼうじしゃくの極③との組み合わせとして最もふさわしい

ものを，次のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

ア         イ          ウ  エ 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

11.2％ 12.8％ 58.0％ 16.5％ 0.2％ 1.1％ 

次の【ひとみさんの考え】は，５月１２日の天気についてグループで話し合っているときのひ
とみさんの考えを表しています。【ひとみさんの考え】の， Ａ から Ｃ までに入る言葉の組み
合わせとして最もふさわしいものを，下のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。

【ひとみさんの考え】 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

71.0％ 4.9％ 8.3％ 14.4％ 0.5％ 0.9％ 
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【結果分析】 

 

 

 

４は、１日の天気の変化を気温と関係付けて考えることができるかをみる問題である。正答は

「エ」で、67.3％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、16.0％である。こ

の誤答の要因として、「晴れているときの方が、くもりや雨のときよりも気温の変化が大きい」など

天候の違いによる気温の変化の特徴については理解しているものの、５月８日、５月９日、５月 

１２日の３つのグラフの特徴を関係付けて考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】気温の変化をグラフにまとめ、気温の変化と天気の様子とを関係付けて 

考えさせる指導の充実を図る。 

本問は、「地球」についての基本的な見方や概念を柱とした内容のうちの「地球の表面」に関わる

ものであり、第５学年「Ｂ(4)天気の変化」につながる学習内容である。 

ここでは、身近な天気の様子について興味・関心をもって追究する活動を通して、天気と気温の

変化とを関係付ける能力を育てるとともに、それらについての理解を図り、天気の様子についての

見方や考え方をもつことができるようにすることが求められる。 

授業改善のポイントとしては、気温の変化をグラフにまとめ、気温の変化と天気の様子とを関係

付けて考えさせる指導の充実が挙げられる。 

例えば、４では、様々な天気の日の気温を測定し、気温の変化の様子をグラフにまとめさせ、「太

陽が出ている晴れた穏やかな日には日中に気温が上がる山型のグラフになり、太陽が雲などでさえ

ぎられているくもりや雨の日には高低差の小さいなだらかなグラフになる」ことを捉えさせる等、

測定時の条件と測定結果とを関係付ける学習活動が考えられる。 

 

５  星座早見の適切な使い方を理解している。               【観察・実験の技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

５は、星座早見の適切な使い方を理解しているかをみる問題である。正答は「イ」で、39.9％の

正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、52.5％である。この誤答の要因として、

星座早見に関する実際の活動が十分でないことによるものと考えられる。 

 

 

 

 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

5.2％ 16.0％ 9.6％ 67.3％ 0.4％ 1.4％ 

 

③の文中の   に入る言葉として最もふさわしいものを，次のアからエまでの中から１つ選

び，記号で答えましょう。 

 

ア 上 

イ 下 

ウ 右 

エ 左 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

52.5％ 39.9％ 2.4％ 1.2％ 3.6％ 0.5％ 
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まいこさんたちが作ったゴムカーを，発 

しゃ台の位置や車体（ゴムやタイヤなど） 

を変えずにゴールエリアに止めることがで 

きる考えとして最もふさわしいものを，右 

の【グループの話し合い】のアからエまで 

の中から１つ選び，記号で答えましょう。 

 

 

 

 

 

【授業改善のポイント】観察・実験器具の技能を確実に習得するために、観察・実験の質や量を充実

させるとともに、繰り返し操作をさせる指導の充実を図る。 

本問は、「地球」についての基本的な見方や概念を柱とした内容のうちの「地球の周辺」に関わる

ものであり、第６学年「Ｂ(5)月と太陽」の学習につながるものである。 

ここでは、天体について興味・関心をもって追究する活動を通して、月や星の動きと時間の経過

とを関係付ける能力を育てるとともに、それらについての理解を図り、月や星の特徴や動きなどに

ついての見方や考え方をもつことができるようにすることが求められる。 

授業改善のポイントとしては、星座早見等の観察・実験器具の技能を確実に習得するために、観

察・実験の質や量を充実させるとともに、繰り返し操作をさせる指導の充実が挙げられる。 

例えば、５では、星座早見の操作方法について学習した後、移動教室や宿泊を伴う学習の機会を

生かして、実際に月や星を観察する機会をもつようにするなど、実感を伴った理解を図る等の学習

活動が考えられる。 

  また、学校では観察ができない時間帯の月や星の位置の変化については、映像や模型、プラネタ 

リウム等を活用し、星座早見の操作方法について確認する等の学習活動も考えられる。 

  

６  ゴムの力の大きさと物の動く様子とを関係付けて、適切な条件を考えることができる。 

【科学的な思考・表現】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

22.6％ 14.3％ 34.7％ 26.5％ 0.4％ 1.5％ 
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【温度計】の温度の読み方として最もふさわしいものを， 

次のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

 

ア れい下（マイナス）５℃ 

イ れい下（マイナス）１５℃ 

ウ ５℃ 

エ １５℃ 

６は、ゴムの力の大きさと物の動く様子とを関係付けて、適切な条件を考えることができるかを

みる問題である。正答は「ウ」で、34.7％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「ア」22.6%

と「エ」26.5％である。これらの誤答の要因として、「ア」については、これまでの記録を基に、適

切な条件を考えることはできていたものの、ゴムを伸ばす長さを短くすると、ゴムが元に戻ろうと

する力が弱くなるなど、ゴムが物を動かす働きについては理解していなかったこと、「エ」について

は、ゴムが物を動かす働きについては理解していたものの、これまでの記録を基に、適切な条件を

考えることができなかったことによるものと考えられる。 

 

７(1)  液体から気体に水のすがたが変わる現象の名称を理解している。 

【自然事象についての知識・理解】     

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７(1)は、液体から気体に水のすがたが変わる現象の名称を理解しているかをみる問題である。

正答は「じょう発（蒸発）」又は「気化」で、71.7％の正答率である。誤答の要因として、蒸発な

どの「現象」と、水蒸気などの「現象によって見られる事物」に関する用語を結び付けて理解する

ことができていないことによるものと考えられる。 

 

７(2)  温度計の正しい読み方を理解している。               【観察・実験の技能】      

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふたをしなかったカップの中の水が，水じょう気になることを何といいますか。言葉で答えま

しょう。 

じょう発（蒸発）（正答） ※「水のじょう発」なども可 71.5％ 

気化（正答）  0.2％ 

「蒸発」と書こうとしたが、漢字を間違えた 2.6％ 

「気化」と書こうとしたが、漢字を間違えた 0.0％ 

気体、又は、「気体」と書こうとしたが、漢字を間違えた 2.4％ 

ふっとう、又は、「沸騰」と書こうとしたが、漢字を間違えた 1.4％ 

水てき、又は、「水滴」と書こうとしたが、漢字を間違えた 1.8％ 

水じょう気、又は、「水蒸気」と書こうとしたが、漢字を間違えた 2.0％ 

上記以外の解答（例えば「ゆげ」「ボイル」）、判読不可能 10.3％ 

無解答 7.7％ 
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【たくやくんの発表】と同じ理由で起こる現象として最もふさわしいものを，次のアからエま

での中から１つ選び，記号で答えましょう。 

 

ア 金属のぼうの一部を熱すると，熱した 

ところから順にあたたまる現象 

イ つぶれたピンポン玉を湯につけると， 

元のような形にもどる現象 

ウ よく晴れた冬の寒い日の朝に，部屋の 

まどの内側に水てきがつく現象 

エ れいとう庫でこおらせた氷を外に出す 

と，氷がとけていく現象 

【結果分析】 

 

 

 

７(2)は、温度計の正しい読み方を理解しているかをみる問題である。正答は「ア」で、79.7％

の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、10.7％である。この誤答の要因とし

て、温度が０℃よりも低い温度を表していることについては理解しているものの、０℃よりも低い

温度の読み方については理解していなかったことによるものと考えられる。 

 

７(3)  空気の性質と生活への活用場面とを関係付けて考えることができる。【科学的な思考・表現】     

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

７(3)は、空気の性質と生活への活用場面とを関係付けて考えることができるかをみる問題であ

る。正答は「イ」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「ア」で、15.0％

である。この誤答の要因として、「空気があたためられて、空気の体積が大きくなる現象」を「金属

が熱せられた部分から順にあたたまる現象」と同じように捉えたことによるものと考えられる。 

 

８  物は、形が変わっても重さは変わらないことを理解している。【自然事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

79.7％ 10.7％ 3.3％ 5.5％ 0.2％ 0.6％ 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

15.0％ 72.7％ 7.0％ 4.0％ 0.0％ 1.3％ 

 

体重計の上で，両足で立って体重をはかったときの重さと，かた足で立ったり，しゃがんだり

して体重をはかったときの重さとを比べた結果の組み合わせとして最もふさわしいものを，次の

アからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

12.3％ 7.6％ 8.2％ 71.3％ 0.1％ 0.5％ 
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８は、物は、形が変わっても重さは変わらないことを理解しているかをみる問題である。正答は 

「エ」で、71.3％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、12.3％である。この

誤答の要因として、片足で立ったり、しゃがんだりしたときの感覚や「片足で立って体重を量ると、

軽くなる」、「しゃがんで体重を量ると重くなる」等の誤った認識から答えを導いたことによるものと

考えられる。 

９(1)  おもちゃが走った時間と道のりとの関係について、資料から必要な情報を正確に取り出すこ 

とができる。   【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

９(1)は、おもちゃが走った時間と道のりとの関係について、資料から必要な情報を正確に取り

出すことができるかをみる問題である。正答は「ウ」で、82.4％の正答率である。誤答の中で最も

反応率が高いのは「ア」で、6.5％である。この誤答の要因として、おもちゃが走った時間と道のり

との関係を表したグラフから、必要な情報を読み取ることができず、おもちゃが２分間走ると、約

10ｍ進むと捉えた等、グラフの読み方そのものの理解が不十分であることによるものと考えら 

れる。 

９(2)  回路のつなぎ方と５０ｍ進むのにかかる時間との関係について、２つの実験結果を比較・関 

連付けて考えることができる。    【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

【実験１の結果】から，単三電池２個を直列つなぎにした動くおもちゃが走った，時間と道の

りとの関係を説明した文として最もふさわしいものを，次のアからエまでの中から１つ選び，記

号で答えましょう。 

ア おもちゃが２分間走ると，約１０ｍ進むといえる。

イ おもちゃが３分間走ると，約５ｍ進むといえる。

ウ おもちゃが４分間走ると，約５０ｍ進むといえる。

エ おもちゃが５分間走ると，約３０ｍ進むといえる。

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

6.5％ 4.7％ 82.4％ 5.2％ 0.0％ 1.2％ 

【実験１の結果】と【実験２の結果】とを比べて分かることについて説明した文として最もふ
さわしいものを，次のアからウまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

ア へい列つなぎよりも，直列つなぎの方が，
５０ｍ進むのにかかる時間が短い。

イ 直列つなぎよりも，へい列つなぎの方が，
５０ｍ進むのにかかる時間が短い。

ウ 直列つなぎもへい列つなぎも，５０ｍ進む

のにかかる時間は変わらない。
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【結果分析】 

 

 

 

９(2)は、回路のつなぎ方と 50ｍ進むのにかかる時間との関係について、２つの実験結果を比較・

関連付けて考えることができるかをみる問題である。正答は「ア」で、76.1％の正答率である。誤

答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、17.6％である。この誤答の要因として、50ｍ進むのにか

かる時間について、直列つなぎにしたときの実験結果と、並列つなぎにしたときの実験結果とを比

較・関連付けて考えることができなったことによるものと考えられる。 

 

９(3)  回路のつなぎ方によるおもちゃの違いを理解し、適切な条件を考えることができる。         

【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

９(3)は、回路のつなぎ方によるおもちゃの違いを理解し、適切な条件を考えることができるか

をみる問題である。正答は「エ」で、54.7％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」

で、24.2％である。この誤答の要因として、実験１、実験２の結果から、並列つなぎの方が、50ｍ

進むのにかかる時間が長いことについては捉えることができているものの、実験３の結果から、並

列つなぎの方が、電気が物を動かす時間が長いことについては捉えることができなかったことによ

るものと考えられる。 

 

 

ア(正答) イ ウ その他 無解答 

76.1％ 17.6％ 4.7％ 0.3％ 1.3％ 

 

【ゆうすけくんの発表】の Ａ から Ｃ までに入る言葉の組み合わせとして最もふさわしいも
のを，下のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

7.0％ 24.2％ 12.4％ 54.7％ 0.2％ 1.5％ 
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９(4)  電気の働きに興味・関心をもち、さらに調べたり、活用したりしようとしている。 

【自然事象への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】（下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ児童の理科における平均正答率を表す。） 

 ア(正答) イ(正答) ウ エ(正答) その他 無解答 

反応率 38.0％ 30.1％ 4.5％ 26.0％ 0.1％ 1.3％ 

平均正答率 74.0％ 70.8％ 48.8％ 67.6％ 25.0％ 23.4％ 
 
９(4)は、電気の働きに興味・関心をもち、さらに調べたり、活用したりしようとしているかを 

みる問題である。「ウ」については、電気の働きで動く車の色に関心が向き、電気の働きについて関

心が向かなかったことによるものと考えられ、正答としてふさわしくないため、「ア」、「イ」、「エ」

のいずれかが正答となる。 

また、本問の正答率は 94.1％である。誤答「ウ」を選択した児童の理科における平均正答率は、

48.8％であり、正答を選択した児童の教科全体の平均正答率と比べると低いことが分かる。 

 

【授業改善のポイント】グラフ等から必要な情報を正確に取り出し、比較・関連付けることを通 

して、全体の傾向を読み取ることができるようにする指導の充実を図る。 

 授業改善のポイントとしては、グラフ等から必要な情報を正確に取り出し、比較・関連付けるこ

とを通して、全体の傾向を読み取ることができるようにする指導の充実が挙げられる。 

例えば、９(2)では、実験１の結果のグラフから、直列つなぎにしたおもちゃが５０ｍ進むのにか

かる時間は約４分、実験２の結果のグラフから、並列つなぎにしたおもちゃが５０ｍ進むのにかか

る時間は約８分であることが分かる。このことから正答「ア」を導くことができる。 

しかし、回路のつなぎ方と５０ｍ進むのにかかる時間との関係について考える際に、どの情報を

取り出し、比較・関連付ければいいのか判断できない児童がいることが予想される。 

そこで、実験１、実験２それぞれについての必要な情報だけを正確に取り出し、「並列つなぎより

も、直列つなぎの方が、５０ｍ進むのにかかる時間が短い。」ことを捉えられるようにするなど、観

察・実験結果をまとめたグラフ等から、必要な情報だけを正確に取り出し、比較・関連付けること

を通して、全体の傾向を読み取ることができるようにする等の学習活動が考えられる。 

このような読み解く力を育む学習には、他にも 

第４学年「天気の様子」や第５学年「天気の変化」 

などの学習が挙げられる。 

ここでは、「雲の量や動きは、天気の変化と関 

係があること」や「天気によって１日の気温の変 

化の仕方に違いがあること」を１日の天気や気温 

の変化を記録し、折れ線グラフで表したり、百葉 

箱の中にある記録温度計の結果を分析して考察し 

たりする学習が考えられる。 

あなたは，電気の働きについての学習をしたあと，どのようなことを調べたいと思いますか。

次のアからエまでの中にはふさわしいものがいくつかありますが，あなたの考えに最も近いもの

を１つ選び，記号で答えましょう。 

 

ア 光電池など，地球のかんきょうにやさしい電池について調べたい。 

イ 人が近付くと，自動で明かりがつく電灯の仕組みについて調べたい。 

ウ 電気の働きで動く車に色をぬって，どの車が一番人気があるかについて調べたい。 

エ 電気の働きを利用したおもちゃについて，さらに調べたい。 
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【まいこさんの考え】の Ａ と Ｂ に入る言葉の組み合わせとして最もふさわしいものを，下

のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10(1)  実験１の結果から分かることについて、資料１から必要な情報を正確に取り出すことがで 

きる。                                                 【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

10(1)は、実験１の結果から分かることについて、資料１から必要な情報を正確に取り出すこと

ができるかをみる問題である。正答は「イ」で、59.9％の正答率である。誤答の中で最も反応率が

高いのは「ウ」で、19.1％である。この誤答の要因として、トレー①からトレー③までを比べると、

４実験１の結果などから、それぞれの素材が吸収できる水の量が分かることについては捉えること

ができているが、水を最も多く吸収する素材が分かることについては、捉えることができなかった

など、実験の目的が十分に理解されていないことによるものと考えられる。 

 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

10.4％ 59.9％ 19.1％ 7.1％ 0.4％ 3.0％ 

 

【まいこさんの考え】 
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資料１の５実験１の結果から分かったことの に入る内容として最もふさわしいものを，

次のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

ア 実験１の結果では，水を最も多くきゅうしゅうした素材はティッシュペーパーで，実験１

の予想とちがっていた。また，このティッシュペーパーがきゅうしゅうできる水の量は２０

ｇであった。

イ 実験１の結果では，水を最も多くきゅうしゅうした素材は保水剤で，実験１の予想とちが

っていた。また，この保水剤がきゅうしゅうできる水の量は１００ｇであった。

ウ 実験１の結果では，水を最も多くきゅうしゅうした素材はティッシュペーパーで，実験１

の予想どおりだった。また，このティッシュペーパーがきゅうしゅうできる水の量は１２ｇ

であった。

エ 実験１の結果では，水を最も多くきゅうしゅうした素材は保水剤で，実験１の予想どおり

だった。また，この保水剤がきゅうしゅうできる水の量は９０ｇであった。

10(2)  実験１の結果から分かることについて、実験１の結果と予想とを比較・関連付けて読み取る 

ことができる。    【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

10(2)は、実験１の結果から分かることについて、実験１の結果と予想とを比較・関連付けて 

読み取ることができるかをみる問題である。正答は「エ」で、65.6％の正答率である。誤答の中で

最も反応率が高いのは「ウ」で、16.1％である。この誤答の要因として、実験１の結果と予想とを

比較・関連付けて読み取ることができず、水を最も多く吸収した素材は保水剤であることや、この

保水剤が吸収できる水の量は90ｇであることについて捉えることができなかったことによるものと

考えられる。他の選択肢についても、実験１の結果と１つ１つの選択肢について、丁寧に照らし合

わせ考えることができなかったことによるものと考えられる。 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

6.8％ 8.9％ 16.1％ 65.6％ 0.1％ 2.5％ 
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次の【資料１の続き】の９実験１の結果と実験２の結果から分かったことの   に入る言葉

として最もふさわしいものを，下のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

10(3) 実験１と実験２の結果から、水をあげずに植物が育つ理由を考えることができる。 

【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

10(3)は、実験１と実験２の結果から、水をあげずに植物が育つ理由を考えることができるかを

みる問題である。正答は「ア」で、61.2％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」

で、13.5％である。この誤答の要因として、水をあげずに植物が育つ理由として、実験１の結果か

ら、「この保水剤は、その重さの約45倍の水を吸収できること」については捉えることができるもの

の、実験２の結果から、「その水を他の素材よりも長い時間たくわえておくことができること」につ

いては捉えることができなかったことによるものと考えられる。 

 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

61.2％ 13.2％ 13.5％ 8.6％ 0.2％ 3.2％ 

 

ア この保水剤は，その重さの約４５倍の水をきゅうしゅうでき，その水を他の素材よりも長い

時間たくわえておくことができること 

イ この保水剤は，その重さの約１００倍の水をきゅうしゅうでき，その水を他の素材よりも長

い時間たくわえておくことができること 

ウ この保水剤は，その重さの約４５倍の水をきゅうしゅうできるが，その水を他の素材よりも

長い時間たくわえておくことはできないこと 

エ この保水剤は，その重さの約１００倍の水をきゅうしゅうできるが，その水を他の素材より

も長い時間たくわえておくことはできないこと 
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10(4) 観察・実験の結果を基に、自らの学習活動を振り返ったり、新たな課題を発見したりしよう 

としている。                      【自然事象への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】（下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ児童の理科における平均正答率を表す。） 

 ア(正答) イ ウ(正答) エ(正答) その他 無解答 

反応率 24.1％ 9.7％ 44.0％ 19.7％ 0.1％ 2.4％ 

平均正答率 69.9％ 57.4％ 74.9％ 67.7％ 17.1％ 35.0％ 

10(4)は、観察・実験の結果を基に、自らの学習活動を振り返ったり、新たな課題を発見したり

しようとしているかをみる問題である。 

「イ」については、観察・実験の結果について分析・解釈して仮説の妥当性を検討したり、観察・

実験の方法等について、自らの学習活動を振り返って改善策を考えたりすることについて、主体的

に問題解決することができなかったことによるものと考えられ、正答としてふさわしくないため、

「ア」、「ウ」、「エ」のいずれかが正答となる。 

また、本問の正答率は 87.8％の正答率である。誤答「イ」を選択した児童の理科における平均正

答率は、57.4％であり、正答を選択した児童の教科全体の平均正答率と比べると低いことが分かる。 

なお、自分が既にもっている考えを検討し、より科学的なものに変容させるなど、より妥当な考

えをつくりだす力や、粘り強く主体的に問題解決しようとする態度を育成することは、新学習指導

要領において育成を目指す資質・能力として示されている。 

 

【授業改善のポイント】主体的な問題解決の活動を充実させ、観察・実験の結果を、問題や予想な 

どに照らし合わせて考察させる指導の充実を図る。 

  授業改善のポイントとしては、主体的な問題解決の活動を充実させ、観察・実験の結果を、問題

や予想に照らし合わせて考察させる指導の充実が挙げられる。 

理科における問題解決の過程の「観察・実験の結果を基に考察する場面」においては、観察・実 

験の結果を、表やグラフに整理して分析的に読み取らせるとともに、自分の立てた予想や観察・実 

験の計画に照らし合わせて考察させ、他者の考えと共有化を図りながら、自分の考えをより妥当な

ものとさせたりすることが重要である。 

例えば、10(4)では、「観察・実験の場面」において、その目的を明確に意識させることにより、 

観察・実験の結果を見直し、再度観察・実験を行ったり、解決方法の修正をしたりする指導の充実 

が挙げられる。 

また、理科においては、児童が主体的に問題解決の活動を行う中で、既習の内容や生活経験を基

に、根拠のある予想や仮説を発想したり、学習の成果を日常生活との関わりの中で捉え直したり、

他教科等で学習した内容と関連付けて考えたりすることで、学習内容を深く理解することができる

ようになる。さらに、学習したことを日常生活との関わりの中で捉え直すことで、理科を学習する

ことの有用性を感じることができ、学習に対する意欲も高まると考えられる。 

 

あなたは，自由研究で取り組んだ観察や実験の結果が，自分の立てた予想とちがっていた場

合，どのようなことをしようと考えますか。次のアからエまでの中にはふさわしいものがいく

つかありますが，あなたの考えに最も近いものを１つ選び，記号で答えましょう。 

 

ア もう一度同じ観察や実験を行い，観察や実験の結果と予想とを比べようとする。 

イ 本当は予想した結果のようになるはずだったと考えて，結果をまとめようとする。 

ウ 観察や実験の計画を見直し，条件などを変えて追加の観察や実験を行おうとする。 

エ インターネットなどを使って，同じテーマの研究を調べ，結果を比べようとする。 
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(5) 小学校 授業改善の特記ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国  語 

＜国語への関心・意欲・態度＞ 

☆学習したことを活用する学習場面の設定をしましょう。 

 目的に応じて、「話し合ったことを発表する。」、「読んだ感想を交流する。」といった

単元を貫く課題解決的な活動を位置付け、学習したことを活用して主体的に取り組む

活動を設定します。単元の課題を明確にして、話したり、聞いたり、書いたり、読ん

だりする必然性をもたせ、児童の学習意欲を向上させることが大切です。 

 

＜話す・聞く能力＞ 

☆他教科等と関連付け、集団の意見をまとめる話合い活動の充実を図りましょう。 

話の中心に気を付けて聞き、質問をしたり感想を述べたりする力や、互いの考え

の共通点や相違点を考え、司会や提案などの役割を果たしながら、進行に沿って話

し合う力を高めていくことが大切です。身に付けた力を他教科等の話合い活動に活

用できるように、多くの話合いの場を設定することが大切です。 

 （例）１(3)グループで話し合ったことをまとめ、自分の考えを再構成させる。 

 

＜書く能力＞ 

☆相手や目的に応じて書きたいことが伝わるように書く指導を充実させましょう。 

  よりよい文章にするために、児童が自分の書いた文章を読み返し、推敲する学習

活動や、下書きの文章と推敲後の文章を比べる学習活動などを取り入れましょう。

また、文章を書く前の段階において、複数の事例を集め、比較・検討するように指

導することや、教師がよい文章を意図的・計画的に提示し、よい文章とはどういう

ものなのかを理解させることも大切です。 

 （例）６(3)相手に分かりやすく伝えるために、推敲させる。 

 

＜読む能力＞ 

☆地の文や行動、会話などから関連的に読み取る指導の充実を図りましょう。 

  登場人物の性格や境遇、状況を把握し、場面や情景の移り変わりとともに変化す

る気持ちについて、地の文や行動、会話などから関連的に捉えさせることが必要で

す。また、行動や会話、情景などを通した暗示的な表現についても捉えられるよう

に指導していきましょう。 

 （例）５(3)叙述を基に、登場人物の様子を読み取る。 

 

＜言語についての知識・理解・技能＞ 

☆学年に応じて各領域での指導の充実を図りましょう。 

主語と述語の指導及び修飾と被修飾の関係の指導は、特設的に指導することも大

切ですが、「話すこと・聞くこと」、「書くこと」及び「読むこと」の指導の中で、常

に意識させながら繰り返し指導していくことが重要です。各領域を通して様々な文

に触れることで、主語が省略されることや、複数の修飾語が一つの文節を修飾する

ことなどの理解を定着させることができます。 
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後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社  会 

＜社会的事象への関心・意欲・態度＞ 

☆課題把握において、児童が社会的事象から学習問題を見いだすことができるように

しましょう。 

課題把握の場面においては、児童の学習対象に対する関心を高め、児童に問題意

識をもたせるようにすることが大切です。 

（例）４(1) 販売についての学習問題を見いだす学習 

買い物調べの結果から、スーパーマーケットが行っている工夫についての疑問を

児童にもたせ、学習問題を見いだすことが考えられます。 

 

＜社会的な思考・判断・表現＞ 

☆児童が見学などで調べてきたことを整理し、社会的事象の特色や相互の関連、社会

的事象の意味について考えさせましょう。 

（例）２(2)(3) 消防署見学や地域の消防団員へのインタビューで調べてきた取組

の目的を考える学習 

消防署見学やインタビューの後、「調べて分かったこと」を児童に発言させます。

その際、教師は原因や理由、目的を問う発問を意図的に行うことが重要です。その

後、黒板で児童の発言を分類・整理し、原因や目的について考えさせることで、児

童に「社会的事象の特色や相互の関連、社会的事象の意味」を捉えさせるようにす

ることが必要です。 

 

＜観察・資料活用の技能＞ 

☆方位についての指導の充実を図りましょう。 

まず、児童が方位について理解できるようにすることが重要です。例えば、方位

記号の中央から見て、矢印が向いている方位が北であり、その反対が南、右が東、

左が西であること東京ベーシック・ドリル等を用いて理解させます。その上で、習

得したことを活用する場面を設定することが重要です。 

（例）１(1)地図学習で習得した知識を活用する学習 

地域の見学において、地図を使って方位を確認する活動を取り入れたり、地域の

見学後にまとめた地図から地域の様子を読み取り、方位を用いて言い表したりする

学習が考えられます。 

 

＜社会的事象についての知識・理解＞ 

☆我が国の 47 都道府県の名称と位置について、児童が学習内容と関連付けながら、

小学校卒業までに身に付け、活用できるようにしましょう。 

以下のような学習を通して、小学校卒業までに我が国の 47 都道府県の名称と位

置を確実に身に付け、活用できるようにすることが大切です。 

第３学年 地域の人々の生産や販売についての学習 

第４学年 自分たちの県の様子、飲料水、電気、ガスの供給や廃棄物の処理についての学習 

第５学年 我が国の位置と領土の範囲、地形や気候の概要、農業や水産業、工業の盛んな地域、

貿易や運輸などについての学習 

第６学年 歴史学習 
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算  数 

＜算数への関心・意欲・態度＞ 

☆学習した内容を活用する場面を設定し、よさを実感する活動を充実させましょう。 

  問題解決の中で考えたことや、学習したことを振り返り、実生活や次の問題解決

に生かしていく態度を育てることが大切です。 

 （例）７(3)学習内容を生活や次の問題解決に生かしていくために 

・資料を整理するときには、落ちや重なりがないように、数えた資料に印を

付けて数えさせる。 

・効率的な資料の整理方法について学級内で検討を行う。 

・他の教科においても整理した内容についてグラフや表などで分かりやすく

示したり、様々な観点から特徴や傾向を調べたりする活動を取り入れていく。

 

＜数学的な考え方＞ 

☆図を用いて数量の関係を捉えさせる指導を充実させましょう。 

  問題文を図に表すことで、それぞれの数の関係を捉えやすくなり、何を求めるのかが明

らかになります。また、視覚的に数量関係も捉えやすくなり、立式の支援にもなります。 

（例）４(1)基準量、割合、比較量を捉えやすくするために 

   ・問題文と図、図と式、問題文と式のそれぞれの関係を理解させるために、

割合、比較量、基準量をテープ図や数直線図に整理させる。 

・演算決定した際の理由や考えた根拠について、図を用いて説明させる。  

＜数量や図形についての技能＞ 

☆計算方法を説明させたり、意味を理解させたりする指導を充実させましょう。 

計算の仕方の指導では、計算方法や筆算等の手順の指導をするだけではなく、計

算方法の意味について指導したり、見当をつけて計算させたりすることが大切です。

（例）１(4)「0.3×0.4」の計算や(5)「1.4÷４」の計算で、位取りによる間違い

を防ぐために 

・計算の方法を考える際に、なぜ 10 倍したのかということやどのような計

算のきまりを用いたのかということについて説明をさせる。 

・見当を付けてから計算したり、求めた答えと見当をつけた答えを照らし合

わせて確認させたりさせる。 

 

＜数量や図形についての知識・理解＞ 

☆既習の知識を用い、理解を確かめる活動を取り入れましょう。 

  具体的な活動を通して身に付けた知識をその後の学習や生活の中で使えるように

していくことが大切です。 

 （例）５(2)１ａ＝10（ｍ）×10（ｍ）についての知識の定着を図るために 

    ・面積の学習を行う際に、実際の面積の大きさを示したり、作ったりするな

ど量感を豊かにする活動を取り入れる。 

    ・ａやｈａの単位が使われている場面や場所などを探す活動を取り入れる。 
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理  科 

＜自然事象への関心・意欲・態度＞ 

☆学習を通して身に付けた知識を実際の自然や日常生活に当てはめて考えさせる学習

場面の設定をしましょう。

自然事象への関心・意欲・態度をより向上させるためには、観察・実験の結果か 

ら結論を導き出してまとめを行うだけでなく、身近な道具や科学技術等との関連を 

図り、理科を学ぶ意義や有用性を実感させることが大切です。 

（例）９(４)「電気の働き」の学習内容をより深く理解させるために 

・電気の働きを利用している身近な道具について調べる活動

・電気以外に、物を動かす働きがあるものについて調べる活動 など

＜科学的な思考・表現＞ 

☆観察・実験の結果をグラフや表にまとめ、それらを基に考察して、根拠を示しなが

ら自分の考えを説明する学習場面を設定しましょう。

科学的な思考力・表現力を養うためには、観察・実験の結果をまとめたグラフや

表から、全体の傾向を捉えて考察するとともに、児童に考えを説明させる学習活動

を充実させることが大切です。 

（例）３(2)「電気・磁石の性質」の学習内容をより深く理解させるために 

・鉄・銅・アルミニウム等、磁石に付く物との混同が予想される材質を使っ

て、電気を通す物について調べ、分かったこと等を説明する活動

・「電気の性質」と「磁石の性質」との学習を関連させたおもちゃづくり 

など 

＜観察・実験の技能＞ 

☆繰り返し操作をする機会、立ち戻る学習場面を設定しましょう。

観察・実験を安全に行い、信頼性の高いデータを得るために必要な技能を確実に

習得するためには、繰り返し操作をする機会を設けるとともに、児童につまずきが

見られた時点で、既習事項にもう一度立ち戻り、全ての児童が「できる」、「分かる」

ようにすることが大切です。 

（例）７(2)「季節と生物」の学習内容をより深く理解させるために 

・温度計の数を可能な限り整備するとともに、小集団で操作方法や安全な観

察の仕方について話し合う活動

・実際の観察器具を用いて具体的な操作方法を示すとともに、東京ベーシッ

ク・ドリルを活用して、適切な操作について考える活動 など

＜自然事象についての知識・理解＞ 

☆観察・実験等の具体的な体験を通して、実感を伴った理解を図ることができる学習

場面の設定をしましょう。

自然事象についての知識・理解の定着には、児童が自ら自然の事物・現象に働き

かけ、具体的に調べることにより、実感を伴った理解を図ることが大切です。 

（例）８「物と重さ」の学習内容をより深く理解させるために 

・てんびんを用いたり、重さを数値化したりするなど、物の重さを比較しな

がら調べる活動

・ブロックを使い、ブロックの数は変えずに、いろいろな形の重さについて

調べる活動 など
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