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○グラフ

○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、1.00で、全国平均
正答率とほぼ同等である。
(佐賀市91.0）（全国90.8）
「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71.3）（全国73.8）
「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、0.97で、全国平均正答
率を下回っている。
（佐賀市71.5）（全国74.0）
「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、1.03で、全国平均正答率を上回っている。
（佐賀市68.8）（全国67.0）

○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、1.00で、全国平
均正答率とほぼ同等である。
(佐賀市91.0）（全国90.8）
「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71.3）（全国73.8）
「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71.5）（全国74.0）
「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、1.03で、全国平均正答率を上回っている。
（佐賀市68.8）（全国67.0）

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30年9月30日

◆　　平成30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、1.00で、全国平均正答率とほぼ同等である。
（佐賀市71.0）（全国70.7）
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○グラフ

○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、1.08
で、全国平均正答率を上回っている。
（佐賀市35.7）（全国33.2）
「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64.7）（全国64.6）
「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、1.04で、全国平均正答
率を上回っている。
(佐賀市47.2）（全国45.6）
「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、1.02で、全国平均正答
率を上回っている。
（佐賀市52.0）（全国50.8）

○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、1.00で全国平
均正答率とほぼ同等である。
（佐賀市64.7）（全国64.6）
「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、1.04で、全国平均正答率
を上回っている。
(佐賀市47.2）（全国45.6）
「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、1.02で、全国平均正答
率より上回っている。
(佐賀市52．0）（全国50.8）

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30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、1.01で、全国平均正答率を上回っている。
(佐賀市55.0）（全国54.7）
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B ３二
書く
読む

関心
書く
読む

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。

文章の内容を的確に押さえて要旨をとらえて読み､自分の考え
を明確にしながら、目的や意図に応じて書くことができている。

○グラフ

B ２二 書く
関心
書く

目的や意図に応じ、内容
の中心を明確にして詳し
く書く。

紹介する文章と話を聞いて分かったことの内容から適切な内
容を明確にして､相手に伝わるように詳しく書くことができてい
る。

B ２三 書く 書く

推薦するためには、他の
ものと比較して書くこと
で､よさが伝わることを捉
える。

推薦理由を明確に表現するための工夫として、他のものと比
較して書くことで､よさが伝わることを捉えることができている。

A ８オ 伝統 言語

学年別漢字配当表に示
されている漢字を文の中
で正しく書く。

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
文の中で正しく書くことができている。

B １三
話す・聞く

書く

関心
話す・聞く

書く

話し手の意図を捉えなが
ら聞き、自分の意見と比
べるなどして考えをまと
める。

相手の話の内容を十分聞き取り，自分の考えと比べ，共通点
や相違点、関連して考えたことなどを整理し，自分の考えをま
とめることができている。

Ａ 7 伝統 言語

相手や場面に応じて適
切に敬語を使う。

日常生活において、相手と自分との関係を意識しながら、尊敬
語や謙譲語をはじめ、丁寧な言い方などについて理解すること
ができている。

Ａ ８ア 伝統 言語

学年別漢字配当表に示
されている漢字を文の中
で正しく書く。

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
文の中で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30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 ３一 読む 読む

目的に応じて、複
数の本や文章な
どを選んで読む。

目的に応じて、効果的に本や文章を比べて読むことに課題が
あった。1つの教材文だけでなく､複数の教材文から目的に合っ
た情報について、比較したり、関連付けたりしながら読む場を
多く設ける必要がある。

A 5 伝統 言語

文の中における
主語と述語との関
係などに注意し
て、文を正しく書
く。

文の中での語句の役割や、語句相互の関係に気を付けて、文
をどのように組み立てればよいのかを考えて書くことに課題が
ある。主語と述語、修飾と被修飾との関係を明確に理解させる
とともに、様々な場面で適切に文を書く場を多く設ける必要が
ある。

B １二 話す・聞く 話す・聞く

計画的に話し合う
ために、司会の役
割について捉え
る。

話合いの場面で、話合いの流れに沿って、司会者の発言の意
図を捉えることに課題がある。司会者、提案者、参加者など話
合いを構成する様々な役割を理解するとともに、司会者を立て
て話し合う場を多く設ける必要がある。

A 2 書く 書く

自分の想像したことを
物語に表現するため
に、文章全体の構成
の効果を考える。

自分の想像したことを物語に表現するために、文章全体の構
成の効果を考えることに課題がある。物語を書く際に物語が持
つ特徴を満たし､自分の思いを大切にして､創造的な表現をす
ることの楽しさを実感できるようにする機会を設ける必要があ
る。

A 4 読む 読む

登場人物の心情
について、情景描
写を基に捉える。

登場人物の心情を、登場人物の行動や会話だけでなく情景描
写などから捉えることに課題がある。登場人物の行動や会話と
場面の様子を表す表現などを暗示的に表現されているものと
結び付け、登場人物の心情を捉える場を設ける必要がある。

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30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

話す・聞く能力 話す・聞く 書くこと 書く

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

○ 社会に目を向け多くのことと関わろうとする姿勢の育成

　頻度に関わらず｢新聞を読んでいる｣｢テレビのニュース番組やインターネットのニュースを見る｣児童や｢地域や社
会で起こっている問題や出来事に関心がある｣｢地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがある｣児
童は学力が高い傾向にある。地域や社会に目を向け、関心をもったり、自分なりに何をすべきなのかを考えたりす
る機会を意図的に設けることで、他者の考えと自分の考えを比較したり、他者の考えを関連付けながら、言葉で思
考することができていると考える。このように地域や社会に目を向け、考えたことを吟味したり、表現したりする機会
に触れさせるために、地域や社会を題材にした単元を各教科等の学習と結び付け、感じたことや考えたことについ
て言葉で発信をする場を意図的・計画的に取り入れる必要がある。

評価の観点 表記 内容・領域 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

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30年9月30日

■調査結果の分析　【指導改善について】

○ 書かれている内容を目的に応じて読み取ることの指導

　今回の調査で、「読むこと」の領域において２つの課題が見られた。登場人物の心情理解と目的に応じた情報収
集のための読みである。心情理解においては、直接的に表現された語句に着目することはできるが、描写等から
推測することができていない。共通の教材で「どのように描かれているか」を学習し、他の作品で活用する場面を
設定する必要がある。目的に応じた情報収集については、何を調べるために読むのかを明らかにすることができ
ていない。目的を明確にし、何が分かればよいのか、それがどこに書かれているかを捉える学習が必要である。ど
ちらの課題も、身につけたことを活用するために、他の教材や他の教科に広げることが大切である。

○ 生活習慣の確立と計画性に基づく質の高い学習への取組

　「決まった時刻に起床・就寝する」「朝食をきちんととる」「学校の決まり守る」など、生活習慣がきちんとしている児
童は正答率が高い。また、自分で計画を立てて学習に取り組む児童の正答率も高い。これらのことから、宿題や自
主学習に取り組む際に、家庭での時間を計画的に配分し、決めたこと実行しようとする自律性や規則正しい生活
習慣の確立が必要である。また、教科書を活用した予習・復習など学習の仕方を学び、更に質の高い自主的な学
習へとつなげる手立てを学ぶことが必要である。


