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○内容
　　　・
　 領域

「話すこと・聞くこと」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78.8）（全国79.2）

「読むこと」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、0.98で、全国平均正答
率を下回っている。
（佐賀市77.1）（全国78.5）
「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」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、1.04で、全国平均正答率を上回っている。
（佐賀市73.7）（全国71.1）

○グラフ

「書くこと」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70.4）（全国72.8）

Ⅲ－(２)小学校国語科（１／５） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 平成28年9月30日

◆　　平成２８年度　全国学力・学習状況調査結果　《小学校・国語科》　　◆

■調査結果の概要

A問題（主として「知識」に関する問題）の結果

○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、1.02で、全国平均正答率を上回っている。
（佐賀市74.1）（全国72.9）

○評価
     の
   観点

「話す・聞く能力」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78.8）（全国79.2）
「書く能力」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70.4）（全国72.8）
「読む能力」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、0.98で、全国平均正答
率を下回っている。
（佐賀市77.1）（全国78.5）
「言語についての知識・理解・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、1.04で、全国平均正答率を上回っている。
（佐賀市73.7）（全国71.1）
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○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58.4）（全国57.8）

○評価
     の
   観点

「国語への関心・意欲・態度」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、1.04
で、全国平均正答率より上回っている。
（佐賀市56.7）（全国54.7）
「話す・聞く能力」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
正答率とほぼ同等である。
（佐賀市51.0）（全国51.1）
「書く能力」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
率より上回っている。
(佐賀市54.7）（全国53.4）
「読む能力」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
率より上回っている。
（佐賀市70.0）（全国69.3）

○内容
　　　・
　 領域

「書くこと」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
より上回っている。
(佐賀市54.7）（全国53.4）
「読むこと」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
率より上回っている。
(佐賀市70.0）（全国69.3）

○グラフ

「話すこと・聞くこと」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
均正答率とほぼ同等である。
（佐賀市51.0）（全国51.1）

Ⅲ－(２)小学校国語科（２／５） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 平成28年9月30日

B問題（主として「活用」に関する問題）の結果
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目的に応じて、文章
の内容を的確に押
さえ、自分の考えを
明確にしながら読む

複数の資料から目的に応じて必要となる情報を取り出し、関連
付けながらまとめて書くことができている。

B
２二
(２)

書く
関心
書く

目的や意図に応じ
て、グラフを基に、
自分の考えを書く

表の結果を基に、課題となる本文の内容にも着目しながら、課
題に対する解決方法を考えて書くことができている。

○グラフ

B ３三
書く
読む

関心
書く
読む

B １三 話す・聞く
関心

話す・聞く
書く

話し手の意図を考
えながら聞き、話の
展開に沿って質問
する

インタビューメモに書かれた内容と発言の内容とを関連付けな
がら、どのような質問をしたか考えて書くことができている。

B ２一 書く 書く

グラフを基に分かっ
たことを的確に書く

凡例と複数のグラフの結果を関連付けながら考察し、分かった
ことを適切な言葉で説明することができている。

A
７ー
ア
イ

伝統 言語

用紙全体との関係
に注意し、文字の大
きさや配列などを決
める

書く目的や相手、場の状況に応じて適切に書くことができてい
る。

Ａ １ｰ３ 伝統 言語

漢字を正しく読む 文の意味を理解した上で、児童の日常生活に基づいた漢字を
正しく読むことができている。

Ａ
１二
３

伝統 言語

漢字を正しく書く 文の意味を理解した上で、児童の日常生活に基づいた漢字を
正しく書くことができている。

Ⅲ－(２)小学校国語科（３／５） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 平成28年9月30日

■調査結果の分析　【 成果 （強み） 】

問題番号 領域 観点 出題のねらい 分　　　　　　　　析
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○グラフ

B ２三 書く 書く

活動報告文において
課題を取り上げた効
果を捉える。

グラフの情報を的確に捉え、グラフや表を基に自分の考えを書
くことに課題がある。複数の資料から読み取った情報を基に、
自分の考えを書く場を設ける必要がある。

Ａ 6 読む 読む

登場人物の人物像に
ついて複数の叙述を
基に読む。

登場人物の人物像を捉えるために、場面の移り変わりに注意
し、複数の叙述を関連付けて読むことに課題がある。人物像が
分かる行動描写や会話にマーキングしたり読み取った事柄を
表に整理したりする場を設ける必要がある。

B １一 話す・聞く 話す・聞く

インタビューメモを基に、
話し手の意図を捉えなが
ら聞いたり、話の展開に
沿って質問したりする。

話し手の意図を聞いて自分に必要な情報を得たり、自分の意
見と比べながら話の展開に沿って話したりすることに課題があ
る。事前に質問したいことを整理する場を設ける必要がある。

Ａ 3 書く 書く

書き手の表現の仕方
をよりよくするために
助言する。

はじめの文章と、助言を受けて書き直した文章とを比べ、書き
直した点を捉えることに課題がある。書いた文章を推敲する際
に、読み手にとって分かりやすい表現を意識して、読み合い助
言し合う活動を設ける必要がある。

Ａ 4 書く 書く

目的や意図に応じて、
書く事柄を整理する。

取材した内容を整理し、目的に応じて書くために必要な事柄を
判断することに課題がある。取材活動で収集した事柄を、グ
ループやペアなどで、評価・検討する経験を積む必要がある。

Ⅲ－(２)小学校国語科（４／５） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 平成28年9月30日

■調査結果の分析　【 課題 （弱み） 】

問題番号 領域 観点 出題のねらい 分　　　　　　　　析
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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。

言語についての知識・理解・技能 言語

書く能力 書く 読むこと 読む

読む能力 読む 伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 伝統

話す・聞く能力 話す・聞く 書くこと 書く

○ 生活時間の使い方と内容の改善

　テレビ視聴やゲームのしすぎは、学力に影響しており、ゲームを全くしない児童の正答率が高い。ただ、テレビ視
聴約１時間、スマートフォン使用約３０分の児童の平均正答率が高い傾向にあることから、視聴や使用する時間を
決めるなどして計画的に時間を使い、規則正しい生活をすることが学力向上に影響すると考える。また、家庭での
宿題、予習、復習のうち復習に取り組んでいる児童の正答率が高いことから、低学年から読書習慣や規律正しい
生活習慣とともに、復習に取り組む習慣も身に付けさせることが必要と考える。

○ 目的を持って周囲と関わろうとする姿勢の育成

　｢家の人と学校での出来事について話をする｣児童ほど、学力が高い傾向にある。また、新聞やニュースに関心
を持ったり、ボランティア活動や地域行事に参加したりするなど目的を持って地域に関わろうとすることが主体的な
学習にもつながる。友達と話合い活動に取り組んだり、学習の振り返りができたりしている児童の正答率が高いこ
とからも、友達と協力して活動する場や地域の方と接する場での表現活動を体験させる必要があると考える。

評価の観点 表記

国語への関心・意欲・態度 関心 話すこと・聞くこと 話す・聞く

内容・領域 表記

Ⅲ－(２)小学校国語科（５／５） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 平成28年9月30日

■調査結果の分析　【指導改善について】

○ 表現や活動後の評価の充実

　学習の目的を一貫して持って学習に向かう姿勢や自分の意図や相手の意図をふまえて表現する力が求められ
ており、意図に応じた表現技法や言葉選びも大切である。児童は条件をふまえて書く意欲は高く、決められた字数
の文章を書くことにも抵抗が低い。そこで、書いた意図が伝わっているかペアやグループで見直したり、相互評価
をしたりする活動を設け、その際に、見直しをする観点を用意することで吟味する必要感を味わわせたいと考え
る。


