
・

・

・

・

・

・

・

・

・

※　国語科においては、評価の観点と内容・領域が重なる特性上、評価の観点と内容・領域は同じ数値になります。

Ⅲ－(２)中学校国語科（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　《中学校・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、0.98で、全国平均正答率を下回っている。
(佐賀市74.2）（全国75.6）

○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、0.97で、全国平均
正答率を下回っている。
(佐賀市76.4）（全国78.9）
「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、0.99で、全国平均正答
率を下回っている。
(佐賀市72.9）（全国73.7）
「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、0.97で、全国平均正答
率を下回っている。
(佐賀市76.5）（全国78.6）
「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、0.99で、全国平均正答率を下回っている。
(佐賀市72.9）（全国73.9）

○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、0.97で、全国
平均正答率を下回っている。
(佐賀市76.4）（全国78.9）
「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、0.99で、全国平均正答
率を下回っている。
(佐賀市72.9）（全国73.7）
「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、0.97で、全国平均正答
率を下回っている。
(佐賀市76.5）（全国78.6）
「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、0.99で、全国平均正答率を下回っている。
(佐賀市72.9）（全国73.9）

○グラフ
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※　国語科においては、評価の観点と内容・領域が重なる特性上、評価の観点と内容・領域は同じ数値になります。

Ⅲ－(２)中学校国語科（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

○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、0.96で、全国平均正答率を下回っている。
(佐賀市63.7）（全国66.5）

○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、0.96
で、全国平均正答率を下回っている。
(佐賀市55.8）（全国58.3）

「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、0.96で、全国平均正答
率を下回っている。
(佐賀市55.8）（全国58.3）

「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、0.96で、全国平均正答
率を下回っている。
(佐賀市63.7）（全国66.5）

○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、0.96で、全国平均正答
率を下回っている。
(佐賀市55.8）（全国58.3）

「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、0.96で、全国平均正答
率を下回っている。
(佐賀市63.7）（全国66.5）

○グラフ
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Ⅲ－(２)中学校国語科（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

A 2一 書く 書く

伝えたい事柄が
相手に効果的に
伝わるように書く

伝えたい内容が適切に伝わるように、表現を工夫して見出しを
付けることができている。

A ４一 書く 書く

文章を読み返し、
文の使い方など
に注意して書く

書いた文章を読み返し、伝えたい事柄が明確になっているか
どうかについて、読み手の立場に立って確認し、書き直すこと
ができている。

A
９二
３

言語 言語

文脈に即して漢
字を正しく読む

語句の意味を理解し、漢字を正しく読むことができている。

A
９三
エ

言語 言語

語句の意味を理
解し、文脈の中で
適切に使う

敬語の意味を理解し、文脈の中で謙譲語を適切に使うことが
できている。

A
９七
２

言語 言語

歌に表れた作者
の思いを想像す
る

作者の思いを想像して、歌の文脈の中での意味を適切にとら
えることができている。

Ｂ ２三
書く
読む

関心・意
欲・態度

書く
読む

課題を決め、それ
に応じた情報の
収集方法を考え
る

文章を読んで、新たな疑問や課題の有無について吟味し、そ
の解決に応じた情報を収集することができている。

○グラフ

1.01 1.00 
1.05 1.01  1.00  0.99  

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

1.40 

Ａ２一 Ａ４一 Ａ９二（３） Ａ９三（エ） Ａ９七２ Ｂ２三 



Ⅲ－(２)中学校国語科（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

Ａ ７二 話す・聞く 話す・聞く

互いの発言を検
討して自分の考え
を広げる

相手の発言を自分の考えと比較しながら検討することに課題があ
る。
指導にあたっては、話し合いの際に話題になっている物事につい
て、自分の考えとの共通点や相違点を整理しながら検討させること
が大切である。また、そのようにして得た自分の考えを基にして、説
得力のある新たな発言ができるように指導する必要がある。

Ａ ８二 読む 読む

奥付を使って本に
ついての情報を
得る

必要な情報を集めるための方法として、奥付に含まれている情報を
活用することに課題がある。
指導にあたっては、奥付に着目して、取り上げようとしている情報が
自分の目的に合っているかどうか確かめる学習活動が有効である。
その際、実際に奥付のページを開き、発行年月日や著者など、記載
されている内容を確かめさせることが大切である。

Ａ
９三
ウ

言語 言語

語句の意味を理
解し、文脈の中で
適切に使う

「手塩にかけて」の意味を理解することに課題がある。
指導にあたっては、文章の中で使われている語句の辞書的な意味を
基にして、文脈の中で意味を捉え、その語句を使った文章作りをする
などの学習活動が有効である。

Ａ
９四
ア

言語 言語

辞書を活用し、漢
字が表している意
味を正しく捉える

「賛美」の意味を理解することに課題がある。
指導にあたっては、熟語の学習の際に漢和辞典を用いて、漢字には
複数の意味があることを確認させたり、漢字の持ついくつかの意味
を、熟語の意味と結びつけながら適切に捉えさせたりすることが必要
である。

Ａ ９五 言語 言語

文の成分の照応
について理解する

修飾・被修飾の関係を理解することに課題がある。
文節同士の関係や文節の役割については、さまざまな学習の中で
意識して取り上げることが必要である。また、語順を変えることで、相
手に伝えたい事柄がより正確に伝わることを確かめる学習活動も有
効である。

Ｂ １一 読む 読む

文章の中心的な
部分と付加的な
部分とを読み分
け、要旨を捉える

実用的な文章を読む際に、目的に応じて中心的な部分と付加的な部
分とを読み分け、内容を的確に捉えることに課題がある。正答率は
70.4％であるものの国対比は0.92と低い傾向である。
指導に当たっては、身の回りにある様々な資料について、何を知ら
せようとしているのかという観点から全体を見て、発信されているメッ
セージや情報を捉える学習活動が考えられる。

Ｂ ３三
書く
読む

書く
読む

本や文章などから
必要な情報を読
み取り、根拠を明
確にして自分の
考えを書く

関連する資料を参考にしながら、物語の内容の理解を深めた場面に
おいて、よくわかるようになったことを資料の内容を根拠として適切
に取り上げて書くことに課題がある。無回答率も24.8％と高い。
指導に当たっては、文学的文章を読む際に、必要に応じて資料を参
考にし、具体的にイメージした場面の様子などについて交流する学
習活動が有効だと考えられる。文章のどの部分に着目し、どのような
事柄を基にして内容を理解したり想像を広げたりしたのかなど、根拠
を明確にして自分の考えを書く活動を繰り返すことが大切である。

○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)中学校国語科（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】

○ 　読むことの指導の工夫
　読む力については、正答率が全国平均を下回っている。その中でも特に、文章に使われている語句の意味を文
脈に応じて理解することや、展開や構成に注目して文章を読むこと、読み取ったことを目的に合わせて表現するこ
とに課題が見られる。
　指導の工夫として、語彙を豊かにするには、頻繁に辞書を使い、多くの言葉にふれさせていくことが必要である。
その際、複数の辞典の意味を照らし合わせるなどの工夫も考えられる。
　説明的文章については、複数の文章を比較しながら読ませることで、構成や展開の特徴に気づかせることが大
切である。文学的文章については、場面の展開や情景、人物の描写を通して内容を理解させたり、それらが、作
品全体にどのようにかかわっているかを考えさせたりする必要がある。このような読む力をつけるためには、批評
文や書評を書かせるなど、つけたい力にふさわしい言語活動を設定することが有効である。

○ 　書くことの指導の工夫
　書くことのうち、選択式や短答式で答える設問では、無回答率が全国平均と同程度であるが、記述式で答える三
つの設問では、全て無回答率が高くなっている。これらの三つの設問は、書くことと読むことの複合的な問題であ
り、中でも正答率の低い二つの設問は、読み取ったことについて根拠を明確にして自分の考えを書くことを求めて
いる。
　現在、佐賀市の各中学校では、生徒が各自のスキルに応じてステップを上げていく「ステップ作文」や、相手の文
章をリライトして創作し、生徒どうしが交流する「交流作文」などの取り組みを研究し、実践しているところである。
意欲をもって生き生きと自分の考えや思いを表現する生徒の育成のためには、様々な視点から書くことの手立て
を工夫し、継続的に取り組むことが大切である。
　更に、前述した複合的な問題に生徒が適切に答えるためには、次のような指導の工夫が必要である。例えば、
根拠を明確にして自分の考えを述べる言語活動を実現する単元では、教科書教材を中核としながら複数の資料
を読んだり、表現のモデルを参考にしながら様式に応じて記述したりすることである。書くことの力は、1回や2回の
単元でつくものではなく、繰り返さなければならない。そのためにも、生徒が実現する言語活動の評価の基準を計
画的・具体的に作っておくことが重要なこととなる。

クロス集計の分析と指導改善
・「国語の勉強は大切だと思いますか」や「国語の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思い
ますか」という問いに対して、「当てはまる」、「どちらかといえば当てはまる」と答えている生徒は、正答率が高い傾
向にある。生徒が興味・関心のある題材を授業で取り上げたり、学習したことを日常生活で活用させたりする活動
を仕組むことで、より国語の学習に対する意識を高めることができると考えられる。
・話すことに対する「国語の授業で意見などを発表するとき、うまく伝わるように話の組み立てを工夫しています
か」という問いに対して、合わせて40％近くの生徒が、「どちらかといえば、当てはまらない」か「当てはまらない」と
答えている。スピーチを生徒間で聞き合ったり質問し合ったりする活動を、年間を通して計画的に取組ませること
が効果的だと考えられる。
・佐賀市では「読書が好きである」と回答した生徒の割合が、全国に比べ4.6ポイント高い。読書が好きな生徒は、
平均正答率が高い傾向にあるので、今後も学校や家庭での読書をする時間の確保と積極的な読書指導を行うこ
とが大切である。

読むこと 読む

評価の観点 表記 内容・領域 表記

話す・聞く能力 話す・聞く 話すこと・聞くこと 話す・聞く

言語についての知識・理解・技能 言語 伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 言語

書く能力 書く 書くこと 書く

読む能力 読む


