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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・算数科》　　◆

■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、1.01で、全国平均正答率を上回っている。
(佐賀市78.0）（全国77.6）

○評価
     の
   観点

「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、
1.01で、全国平均正答率を上回っている。
(佐賀市83.1）（全国82.5）
「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、1.00で、全国平均正答率と同等である。
(佐賀市75.6）（全国75.4）

○内容
　　　・
　 領域

「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、1.00で、全国平均正答
率と同等である。
(佐賀市80.1）（全国80.5）
「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、1.03で、全国平均正答
率を上回っている。
(佐賀市79.3）（全国77.0）
「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、1.01で、全国平均正答率を
上回っている。
(佐賀市79.7）（全国78.8）
「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69.9）（全国68.5）

○グラフ
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Ⅲ－(２)小学校算数科（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

○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、1.00で、全国平均正答率と同等である。
(佐賀市47.2）（全国47.2）

○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、1.01で、全国平
均正答率を上回っている。
(佐賀市41.2）（全国40.9）
「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、
0.99で、全国平均正答率を下回っている。
(佐賀市52.7）（全国53.3）
「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68.6）（全国69.5）

○内容
　　　・
　 領域

「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、1.00で、全国平均正答
率と同等である。
(佐賀市44.3）（全国44.4）
「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43.6）（全国43.7）
「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、0.99で、全国平均正答率を
下回っている。
(佐賀市35.9）（全国36.3）
「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、1.00で、全国平均正答
率と同等である。
(佐賀市42.9）（全国42.9）

○グラフ
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Ⅲ－(２)小学校算数科（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

A ２(４) 数と計算 技能

乗数が整数である場合
の分数の乗法の計算を
し、約分することができる

乗数が３の場合について、分数の乗法の計算をし、乗数を分
子にかけた後、約分できるかを判断し、答えを求めることがで
きている。

A ４ 量と測定 知識・理解

単位量当たりの大きさの
求め方を理解している

問題場面を表した図の変化をもとに、１㎡当たりの人数（単位
量当たりの大きさ）を求める式につなげることができている。

A ５ 量と測定 知識・理解

三角形の底辺と高さの
関係について理解してい
る

高さが図形の外部にある場合も、底辺に対する頂点から底辺
に垂直に下ろした直線の長さが高さであることを理解してい
る。

A ７ 図形 知識・理解

直方体における面と面の
位置関係を理解している

直方体の隣り合う面は垂直であることと、１つの面に隣り合う
面が４つあることを理解している。

A ９(２) 数量関係 知識・理解

１を超える割合を百分率
で表す場面において、基
準量と比較量の関係を
理解している

定員が基準量であることからその割合を100％と判断し、乗っ
ている人数は、定員よりも20％分多いことから、比較量の割合
が120％になることを判断できている。

B ４(１)
量と測定
数量関係

考え方

単位量当たりの大きさを
求めるために、ほかに必
要な情報を判断し、特定
することができる

１人当たりの貸出冊数を求めるには、貸出冊数の合計と学校
全体の児童の人数が必要であることを判断できている。

○グラフ

B １(１)
数と計算
量と測定

考え方

示された条件を基にほか
の正方形について検討
し、同じきまりが成り立つ
かを調べることができる

１辺が７ｃｍの正方形とそれを基にできた長方形から、どのよう
なきまりが成り立つかを予想し、他の場合についても、そのき
まりが成り立つかを調べることができている。
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Ⅲ－(２)小学校算数科（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

Ａ 1（１） 数と計算 知識・理解

除数が１より小さいと
き、商が被除数より大
きくなることを理解して
いる

□÷０．８で、除数が１より小さい場合、商は被除数より大きくなること
を理解することが困難だったと考えられる。小数の除法では、除数が
１より小さい場合と１より大きい場合の商との関係性を確かめさせる
必要がある。計算の結果を見積もったり、結果を確かめたりする活動
を重視する必要がある。

Ａ １(２) 数と計算 知識・理解

除数と被除数に同じ
数をかけても、商は変
わらないことを理解し
ている

２．１÷０．７の計算で、除数と被除数に同じ数をかけても同じ数で
割っても商は変わらないことを理解する点に課題が見られる。除法の
性質を理解させた上で、整数の計算と同様にして小数の除法の計算
を行えば商が求められることを計算を繰り返す中で確かめさせる活動
が大切である。

Ｂ １(２) 量と測定 考え方

示された説明を解釈
し、用いられている考
えを別の場面に適用
して、その説明を記述
できる

正方形の面積と変化させた長方形の面積を計算し、減少した分の面
積を見つけ出すことが困難だったと考えられる。示された方法を基に
に、条件を変更して考え、説明する活動を仕組むことが大切である。

Ｂ ２(２)
数と計算
数量関係

技能

示された式に数値を
当てはめて、目標のタ
イムを求めることがで
きる

示された式に数値を当てはめることはできたものの、８．１＋０．４×４
の計算をする際、加法から計算してしまった点に課題が見られる。小
数の場合でも四則の混合した計算では、整数の場合と同じように計
算の手順に従って行うことの大切さを理解させ習熟を図る必要があ
る。

Ｂ ２(３) 数と計算 考え方

示された式の中の数
値の意味を解釈し、そ
れを記述できる

目標タイムを求める式【４０ｍのタイム＋０．４（秒）×ハードルの数】の
数値（０．４）の意味を解釈し、説明することが困難だったと考えられ
る。立式し、答えを求めるだけでなく、友達が立てた式に用いられてい
る演算や数値の意味を考え、代わりに説明する場を適宜設定するこ
とが大切である。

Ｂ ３(１) 数と計算 知識・理解

乗法や除法の式の意
味を解釈することがで
きる

全体のテープの長さと一人分のテープの長さ、配布する人数の関係
を乗法（同数累加）、除法（包含除・等分除）で表した３つの式の意味
を解釈することが困難だったと考えられる。加減乗除の問題では立式
させるだけでなく、その意味を説明したり、友達の式を解釈したりして
理解を深めさせる必要がある。

Ｂ ５(１)

数と計算
量と測定

技能
数量関係

考え方

示された除法の式を、
並べてできた形と関連
付け、角の大きさを基
に、式の意味の説明
を記述できる

４領域にまたがる総合的な能力が必要で、除法で商が整数になること
の意味を解釈し説明することが困難だったと考えられる。その単元の
領域だけでなく、他の領域の内容を意図的に組み合わせ問題に取り
組ませることが必要である。

○グラフ
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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28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、共に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られる。しかし、基本的な知識・理
解（A問題）に比べて、活用する力（B問題）については、解答時間が足りないと思っている児童の割合が増えてい
る。今後はさらに、領域を横断する問題に取り組ませ、的確な情報収集力と活用力を育成することが大切である。
・新たな学習内容に意欲をもって取り組むことができるように、子どもたちが身近な生活場面から「学びたい」「考え
たい」という思いが生じるような問題を設定し、解決していく経験を大切にしたい。

○ 算数科の系統性を意識した指導の充実
・小数の除法の計算に正答率の低いものがあった。整数の段階から式と答えの表す意味を説明させる場と、四則
計算を着実に身に付ける練習時間を設ける必要がある。
・操作活動を通して基本的な図形の構成要素や性質に気づかせる学習とともに、長さや角度や広さなど「量感」を
大切にする学習活動を行わせる必要がある。
・年間を通して計画的に当該学年及び前学年までの学習内容の復習をする時間を確保し、定着を図る。
・PDCAサイクルに基づき各学校の課題を洗い出し、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
ける取り組みを見直していく。

○ 数学的な考え方を育む指導の充実
・ＩＣＴ機器の利点を生かし、算数の内容や考え方を可視化し、自他の共通点・相違点を明らかにしていくことが大
切である。
・自分の考えや答えが正しいかどうかを常に振り返って論理的に考察する態度を育んでいく。
・数値や式、図、グラフなど算数の内容を見通しをもち、論理的に考えたり筋道立てて説明したりして、自ら納得し
たり他者を説得したりする時間を充実させることが大切である。

○ 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
・算数の問題は、日常の場面から数量の関係に着目して作られている。週末など、身の回りの数や形などについ
て家庭でも話題にあげ、学んだ算数をもとに日常の事象を見るきっかけを作っていくことが大切である。
・問題文や資料等の内容を的確に読み取る能力を身に付けさせるために、普段から家庭でも算数に関わる事柄や
資料・グラフに触れさせ話題として取り上げ、自分の考えをもたせることが大切である。

評価の観点 表記 内容・領域 表記

数学的な考え方 考え方 Ａ数と計算 数と計算

数量や図形などについての技能 技能 Ｂ量と測定 量と測定

数量や図形などについての知識・理解 知識・理解 Ｃ図形 図形

Ｄ数量関係 数量関係


