
・

・

・

・

・

・

・

Ⅲ－(２)小学校算数科（１／５） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 平成27年9月30日

A問題（主として「知識」に関する問題）の結果

◆　　平成２７年度　全国学力・学習状況調査結果　《小学校・算数科》　　◆

■調査結果の概要

○内容
　　　・
　 領域

「量と測定」については，全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は，1.00で，全国平均正答
率と同等である。
(佐賀市71.6）（全国71.3）
「図形」については，全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は，1.00で，全国平均正答率と
同等である。
(佐賀市64.5）（全国64.5）
「数量関係」については，全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は，1.02で，全国平均正
答率を上回っている。
(佐賀市86.9）（全国84.9）

○グラフ

「数量や図形などについての技能」については，全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合
は，1.00で，全国平均正答率と同等である。
(佐賀市77.3）（全国77.2）
「数量や図形などについての知識・理解」については，全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の
割合は，1.01で，全国平均正答率を上回っている。
(佐賀市74.7）（全国73.6）

○全体 全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は，1.01で，全国平均正答率を上回っている。
(佐賀市75.8）（全国75.2）

○評価
     の
   観点

「数と計算」については，全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は，1.01で，全国平均正答
率を上回っている。
(佐賀市81.0）（全国80.1）
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Ⅲ－(２)小学校算数科（２／５） 佐賀市教育委員会

○全体 全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は，0.99で，全国平均正答率を下回っている。
(佐賀市44.5）（全国45.0）

佐賀市ＨＰ用 平成27年9月30日

B問題（主として「活用」に関する問題）の結果

○グラフ

○評価
     の
   観点

「数学的な考え方」については，全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は，1.00で，全国平
均正答率と同等である。
(佐賀市35.3）（全国35.3）
「数量や図形などについての技能」については，全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合
は，0.96で，全国平均正答率を下回っている。
(佐賀市56.1）（全国58.7）

「数と計算」については，全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は，0.97で，全国平均正答
率を下回っている。
(佐賀市41.0）（全国42.4）

○内容
　　　・
　 領域

「数量や図形などについての知識・理解」については，全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の
割合は，0.99で，全国平均正答率を下回っている。
(佐賀市74.5）（全国74.9）

「数量関係」については，全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は，0.97で，全国平均正
答率を下回っている。
(佐賀市41.9）（全国43.0.）

「量と測定」については，全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は，0.99で，全国平均正答
率を下回っている。
(佐賀市41.3）（全国41.7）
「図形」については，全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は，1.00で，全国平均正答率と
同等である。
(佐賀市45.6）（全国45.6）
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A 1(1) 数と計算 知識・理解

佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 平成27年9月30日

１８０°よりも大きい角の
およその大きさを，２直
角，３直角を基に捉える
ことができる。

領域

量と測定 知識・理解

観点 出題のねらい

■調査結果の分析　【 成果 （強み） 】

問題番号

角のおよその大きさの検討をつけることができている。角の大
きさを回転の大きさとしてとらえ，そのおよその大きさについて
理解している。

Ⅲ－(２)小学校算数科（３／５）

数量関係

式で表現された数量の
関係を図と関連付けて
理解することができる。

小数の減法について，計
算の結果のおよその大
きさを捉えることができ
る。

末尾の位がそろっていない小数の減法をする際に，答えを見
積もることが適切にできている。

直方体の展開図からできる立体の形を想像し，欠けている面
を適切に補うことができている。

３×３＋３の式の意味を読み取り，問題場面を表す図と関連付
けてとらえることができている。

A 8

A 4(1)

分　　　　　　　　析

数量関係 知識・理解

必要な情報を読み取ることができるグラフを正しく選ぶことが
できている。

A 7

A 6(2)

見取図と展開図を関連
付けて，立体図形の辺
や面の位置関係を理解
している。

知識・理解

グラフに表されている事
柄を読み取ることができ
る。

図形 知識・理解

絵地図の中に平行四辺形を見い出し，「向かい合う辺の長さ
が等しい」という性質を用いて，道のりが等しくなることを説明
することができている。

B 1(3) 図形 考え方

示された二組の道のりが
等しくなる根拠として，図
形を見いだし，その図形
の性質を記述できる。

正三角形の性質や合同
な三角形の性質を基に，
㋐の角が３０°になる理
由を記述できる。

考え方B

正三角形や合同な三角形の性質を正しく理解し，巻尺で作っ
た図形の説明に生かすことができている。

B

概数を用いた見積りの
結果とそれに基づく判断
を理解し，３０００個集め
ればよい理由を記述でき
る。

4(3) 数と計算 考え方

「切捨て」てできた概数を用いた見積もりを正しく判断し，実際
の数を計算しなくても，3000個集めればよい理由を説明するこ
とができている。

3(2) 図形

○グラフ
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■調査結果の分析　【 課題 （弱み） 】

問題番号 領域

Ａ 3

佐賀市ＨＰ用 平成27年9月30日

Ⅲ－(２)小学校算数科（４／５） 佐賀市教育委員会

Ａ 5(2)

Ａ 6(1)

観点

二等辺三角形を円の性質と関連づけてとらえることに課題が見られ
た。円の中心と円周上の２点を頂点とした三角形が二等辺三角形に
なることを，作図などの算数的活動を通して説明につなげていく活動
を取り入れることが必要である。

量と測定

図形 知識・理解

円の性質から三角形の
等辺を捉え，二等辺三角
形の性質から底角の大
きさを求めることができ
る。

「3時10分から20分，次に5分を引く」という時間の計算に課題が見ら
れた。これは，３年生の学習内容である。生活のいろいろな場面で時
刻や時間を意識させ，繰り返し使わせていく必要がある。技能

日常生活の中で必要と
なる時刻を求めることが
できる。

図形 知識・理解

出題のねらい 分　　　　　　　　析

正三角形の性質を基
に，示された周の長さか
ら辺の長さが等しくなる
位置を求めることができ
る。

まわりの長さが２４ｍの正三角形の１つの辺の長さが８ｍになることと，巻き
尺だと，８ｍ，１６ｍ，２４ｍの場所をもつことを結びつけて考えることが難し
かったと考えられる。身に付けた知識を実際の場面に当てはめて考えさせ
たり，体験させたりしながら習熟を図っていく必要がある。

数量関係 考え方

示された情報から基準
量を求める場面と捉え，
比較量と割合から基準
量を求めることができ
る。

「２０％増量」という場面で，基準量と比較量を混同し，比較量が基準量の１．２倍に当
たることをとらえることが難しかったと考えられる。基準量，比較量，割合の関係を数
直線で表したり，生活に用いたりする活動を大切にしていくこと, また，答えが正しいか
どうかを常に振り返る態度を育んでいくことも必要である。

見取図をもとにして展開図をかくことに課題が見られた。見取図や展
開図に表す活動とともに，見取図と展開図を関連付けて読む活動を
取り入れる必要がある。具体的な操作に加え，電子黒板等のICTを
利活用し，シミュレーションでイメージをもたせることも効果的である。

四捨五入して千の位ま
でのおよその数にして計
算することができる。

千の位までのおよその数を求める際，四捨五入が正しくできていな
かった。日常生活と結び付け，概数を使って結果の見通しをもつこと
が有効であることや，その処理のよさが実感できるような活動を仕組
んでいく必要がある。

示された見取図の情報
を基に，展開図に必要な
面の大きさを読み取るこ
とができる。

数と計算 技能

Ｂ 3(1)
数と計算

図形
考え方

Ｂ

Ｂ

Ｂ 2(2)

Ｂ 4(1)

○グラフ

2(1)
量と測定
数量関係

技能

単位量当たりの大きさを
用いて，目的に応じた買
物の仕方を選択し，代金
を求めることができる。

示された割り引き後の値
段の求め方の中から誤
りを指摘し，正しい求め
方と答えを記述できる。

値引きした商品をさらに値引きするという問題場面で，基準量を正し
くとらえることが難しかったと考えられる。問題の仕組みを把握させる
とともに，的確に表現する活動を取り入れることが必要である。2(3) 数量関係 考え方

１個あたりの金額に着目し，それを生かして効率的に代金を求めることに課
題が見られた。単位量あたりの考えを用いて，具体的な場面でより合理的で
能率的に解決する経験を多くさせていく必要がある。
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■評価の観点については，以下のように表記しています。 ■内容・領域については，以下のように表記しています。

Ⅲ－(２)小学校算数科（５／５） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 平成27年9月30日

■調査結果の分析　【指導改善について】推奨

○ 活用を意識した指導の充実
・全国平均と比較すると，Ａ問題（主として「知識」に関する問題）・B問題（主として「活用」に関する問題）の結果
は，全国とほぼ同等という結果であり，これまでの取り組みの成果ととらえることができる。しかし，基本的な知識・
理解（A問題）に比べて対し，活用する力（B問題）については課題も多く見受けられたので，今後さらに活用に培う
指導法を工夫していく必要がある。
・新たな学習内容にも興味をもって取り組むことができるように，子どもたちにとって身近な生活場面から問題を設
定し，解決していく経験を大切にしたい。
・生活場面での活用を意識させていくために，単元の終末では具体的な場面を設定し，学習した内容を用いて多
様な方法で問題を解決させていく経験を積ませていくようにする。

数学的な考え方を育む指導の充実
・考えてよかった，表現してよかったと感じる学びの場作りに力を入れていく必要がある。自分の考えを図や式や
言葉などさまざまな方法で表現させた上で，考えを比較・交流する場を充実させることで，友だちとの学びを通して
考えが広がった，深まったという経験をさせていく。
・ＩＣＴ機器の利点を生かし，考えを可視化することで，自他の考えの共通点・相違点を明らかにしていく。
・答えの見通しと関連させて，自分の考えや答えが正しいかどうかを常に振り返り，検証する意識や態度を育んで
いく。

基本的な生活習慣を身に付けさせるとともに，算数の学びを生活に生かす意識を育む
・算数の授業だけでなく，生活の中でも算数に目を向けさせていく必要がある。家庭学習でも，算数の授業で学習
したことを発展的に調べたり，算数で学んだことを生活場面から見つけたりするような内容を取り入れていく。
・学力と生活習慣について関連があることがわかってきている。生活のリズムを整えるとともに，算数の学習内容
について，家庭でも話題にするなど，保護者も算数の学習に興味をもっていることを子どもたちに伝えていくことも
大切である。

内容・領域 表記

○ 算数科の系統性を意識した指導の充実
・低・中学年の学習内容に関する問題で正答率が低いものがあった。特に，日常使われる基礎的・基本的な事項
は，確実に身につけさせることが大切である。
・各学年で新しい単元に入る前に，単元につながりのある学習内容を確かめる時間を設定し，既習の内容を生か
していく学習活動を行っていくようにする。
・単元の終末だけでなく，年間を通して計画的に当該学年及び全学年の学習内容を復習し，定着を確かなものに
していく時間を設定する。
・朝の時間を利用した「計算タイム」等，授業以外の各学校における取り組みも見直し，各学校の課題の分析結果
を生かした内容に改善していく。

○

○

評価の観点 表記

数量や図形などについての知識・理解

数学的な考え方 考え方

数量や図形などについての技能

知識・理解

技能

Ｄ数量関係 数量関係

Ａ数と計算 数と計算

量と測定

Ｃ図形

Ｂ量と測定

図形


