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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。

○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、0.97で、全国平
均正答率を下回っている。
(佐賀市73.3）（全国75.2）
「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、0.96で、全国平均正答
率を下回っている。
(佐賀市70.9）（全国73.9）
「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73.5）（全国76.7）
「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75.4）（全国76.5）

○内容
　　　・
　 領域

「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73.3）（全国75.2）
「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、0.96で、全国平均正答
率を下回っている。
(佐賀市70.9）（全国73.9）
「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73.5）（全国76.7）
「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75.4）（全国76.5）

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30年9月30日

◆　　平成30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74.0）（全国76.1）
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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。

○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、1.02
で、全国平均正答率を上回っている。
(佐賀市51.2）（全国50.3）

「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1.05で、全国平均正答率
を上回っている。
(佐賀市33.0）（全国31.3）

「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、0.97で、全国平均正
答率を下回っている。
(佐賀市52.1）（全国53.5)

「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、0.98で、全国平
均正答率を下回っている。
(佐賀市74.8）（全国76.6）

「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、1.04で、全国平均正答率を上回っている。
(佐賀市51.3）（全国49.2）

○内容
　　　・
　 領域

「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1.05で、全国平均正答率
を上回っている。
(佐賀市33.0）（全国31.3）

「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、0.97で、全国平均正
答率を下回っている。
(佐賀市52.1）（全国53.5)

「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、0.98で、全国平
均正答率を下回っている。
(佐賀市74.8）（全国76.6）

「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、1.04で、全国平均正答率を上回っている。
(佐賀市51.3）（全国49.2）

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、0.98で、全国平均正答率を下回っている。
(佐賀市60.0）（全国61.2）
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B 1三
書く
読む

書く
読む

目的に応じて文
章を読み、内容を
整理して書く

説明的文章において、目的に応じて文章を読み、論の展開を
適切に捉えながら、文章の中心的な部分と付加的な部分とを
読み分けて内容を整理して読むことができている。そのため、
条件に合わせて必要な情報を選択して文章にまとめることが
できている。

B 3三
書く
読む
伝国

書く
読む
伝国

相手に的確に伝
わるように、あら
すじを捉えて書く

文学的文章において、場面の展開や登場人物の相互関係を
捉えたり、心情の変化を把握したりして読むことができている。
あらすじを説明するという目的に応じて観点を定め、全体を取
り上げたり適切な部分を取り上げたりして書くことができてい
る。

○グラフ

Ａ ８五 伝国 言語

行書の基礎的な
書き方を理解して
書く

行書の基礎的な書き方が理解できている。行書の特徴を踏ま
え、次の点画へのつながりが分かるように書くことを助言する
ことができており、実際に書く場面においてもいかすことのでき
る力が身に付いている。

Ａ 8六１ 伝国 言語

古典の文章と現
代語訳とを対応さ
せて内容を捉える

古典の文章と現代語訳を対比させて内容を捉えることができ
ている。意味を書くことと現代仮名遣いに直すことを混同する
生徒が多いが、指導の徹底が図られたことで随分改善してき
ている。

Ａ 6二
話す
聞く

話す
聞く

話合いの話題や
方向を捉えて的
確に話す

話合いの話題や方向を捉えて的確に話すことができている。
少人数による話合い活動を機会を捉えて授業の中に取り入
れ、その中でメモや記録を取る活動を実施すること、知識・技
能の指導を適切に行うことが効果的である。

Ａ
8三
エ

伝国 言語

語句の意味を理
解し、文脈の中で
適切に使う

慣用句の意味や用法を正しく捉え、文脈に即して適切に使うこ
とができている。今後は日常生活や社会生活の中で適切に使
用することができるよう、時宜を捉えた指導を徹底することが
望ましい。

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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説明的な文章において、書かれている内容だけでなく、文章の構成
や論理の展開を理解し、その工夫や効果について自分の考えをもつ
ことに課題がある。この文章では、読み手が納得できるように、考え
の根拠として複数の辞書から意味が引用されている。誤答の傾向と
しては、考えと引用部分の内容がどのように関連付いているのかに
ついて、理解することができていない。

Ａ
8三
イ

伝国 言語

語句の意味を理
解し、文脈の中で
適切に使う

「習性」という言葉を、文脈に即して正しく使うことに課題がある。文脈
の中で語句を適切に使うためには、その語句の意味を理解し、使う
場面を適切に選択する必要がある。指導に当たっては、意味調べに
終始せず、実際に使用する場面を設定する必要がある。

Ａ 5一 読む 読む

段落が文章全体
の中で果たす役
割を捉え、内容の
理解に役立てる

○グラフ

Ａ 8四２ 伝国 言語

目的に応じて文
の成分の順序や
照応、構成を考え
て適切な文を書く

目的に応じ文の成分の照応を考えて適切な文を書くことができていな
い。特に「心を打たれた」の主語を明確にして書くことに課題があり、
条件をすべて満たして回答することができていない。指導に当たって
は、問いの条件をきちんと把握して回答することを定着させる必要が
ある。主語述語の関係など文の成分の照応に気を付けて、文章を書
く練習を繰り返し行うことも大切である。

Ｂ ２一
話す
聞く

話す
聞く

質問の意図を捉
える

話合いの流れを把握し、参加者がどんな意図を持って発言をしてい
るかを捉えることに課題がある。指導に当たっては、話合いの経験を
積ませると同時に、話合いには目的があり、参加者はその目的の達
成に向かって、適時適切な発言を行う必要があるということを意識さ
せる必要がある。

Ｂ 1二 読む 読む

文章の構成や展
開について自分
の考えを持つ

段落が文章全体の中で果たす役割を捉え、内容の理解に役立てるこ
とに課題がある。直前までの段落で述べている内容を根拠として、自
分の考えを述べる段落であることが理解できていない。説明的文章
の基本的な構成に関する知識はあるが、他の部分との関連性を表す
指示語や、心的態度を表す文末表現などに関する知識を組み合わ
せて、文章の理解に役立てることができていない。

Ａ 8一１ 伝国 伝国

文脈に即して漢
字を正しく書く

「束ねる」を文脈に即して漢字で書くことに課題がある。
指導にあたっては、漢字の音訓や意味について確実に習得させ、文
脈の中で実際に使用する場面を設定することが大切である。

問題番号 領域 観点 出題のねらい 分　　　　　　　　析

Ａ 4二 書く 書く

段落相互の関係
に注意し読みや
すくわかりやすい
文章にする

文章を推敲する際に、書き手の意図や工夫に気づくことができていな
い。また、書いた文章を読み返し、読みやすくわかりやすい文章にす
ることに課題がある。段落それぞれの内容が読み取れていないた
め、役割が把握できず、読み手にとってわかりやすい組み立てにする
ことができていない。指導に当たっては、段落の設け方や段落相互
の関係は適切であるかなどについて検討させることが大切である。

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30年9月30日

■調査結果の分析　【 課題 （弱み） 】
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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 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

話す・聞く

■調査結果の分析　【指導改善について】

○ 話すこと・聞くことの指導の工夫
　話す・聞く力については、「話の論理的な構成や展開などに注意して聞くこと」「質問の意図を捉えること」に課題
がある。相手意識を育て、相手の話の構成や展開、意図に気付くためには、話合いにおいて傍観者にならず主体
的に参加する経験を数多くさせることが必要である。また、話合いに参加する際には、何のためにどのような話合
いをするのか把握させ、話合いの話題や流れを捉えて参加できるようにすることが大切である。
　指導に当たっては、育成したい目指す力に特化したコンパクトな単元を構想することが必要である。プレゼン
テーションや発表をする際にも、聞き手を意識するようにするなどの工夫が求められる。また、他領域や他教科等
との連携も視野に入れ、話合いによって課題を解決する場面を数多く設定する必要がある。

○ 書くことの指導の工夫
　書くことについては、特にB問題の正答率において全国平均を上回っている。記述式の問題への抵抗感はかな
り軽減され、無回答率が低く、正答率も向上している。根拠を明確にして自分の考えを述べることや、文章全体の
内容を捉えてまとめ説明することなど、条件を理解し、自分の考えをある程度の長さの文章で書くことはできるよう
になってきている。しかし、書き手の意図や文章表現の読み手に与える効果など、相手意識を持った文章を書くこ
とにはまだ課題があり、段階的に指導をしていく必要がある。
　指導に当たっては、自分の考えを書かせるだけで終わらず、相手の意見を聞いたり、感想を得たりするなどの交
流の場を設定し書いたものを活用することが大切である。

○ 読むことの指導の工夫
　読む力については、A問題B問題とも正答率が全国平均を下回っているが、B問題においては「書く」領域や「言
語」の領域との複合的な記述式の問題において、全国平均を上回っている。文章の内容を捉え情報を整理して書
く問題については、文章全体の内容を捉えてまとめて書くなどの指導の成果が上がってきていると言える。その一
方で、文章全体の中で段落が果たす役割を捉えたり、登場人物の言動の意味などを考えたりして内容の理解に
役立てることや、文章の展開や構成について自分の考えをもつことに課題が見られる。これら３つの課題に共通
するのは、自分の考えを持つ際に、文章がどのように書かれていて、そのためにどのような効果があるのかを理
解することが不十分さである。
　指導に当たっては、同じテーマで書かれた複数の文章を取り上げ、構成や展開について比較しながら読んだり、
表現の特徴について他の人と考えを交流したりするなどの学習活動が考えられる。

読むこと 読む

クロス集計の分析と指導改善
　佐賀市の生徒は、「１日に1時間以上読書をする生徒」や「毎日及び週に１～３回以上新聞を読んでいる生徒」の
割合が全国を上回っており、そのような生徒ほど正答率が高い傾向にある。また、「問題解決型学習において自
分で考えて取り組んでいると感じている生徒」や「自分の考えを発表する機会に資料や文章、話の組立てなどを
工夫していると思う生徒」「話し合う活動を通じて自分の考えを深めたり広げたりすることができていると思う生徒」
の割合も全国を上回っている。
　国語に対する関心、意欲が向上傾向にあることに加え、佐賀市中学校国語部会で継続して取り組んできた、書
くスキルを身に付け、一定量の文章を書き慣れること、書く意欲を喚起し相手意識を育成することを目的とした学
習活動が少しずつ成果をあげてきたことも、B問題の特に「書くこと」における正答率の高さにつながっていると考
えられる。
　今後の指導での課題は、分かったことや学んだことと使えることをつなげる手立ての工夫である。生徒の興味・
関心の高い題材を取り上げたり、体験を伴う課題を取り上げたりし、学習したことを積極的に日常生活の中で活
用させるように仕組む必要がある。他領域や他教科、学校行事等と連携し、実感を伴った学習活動を設定するこ
とが更に求められる。また、読書については新聞等も含め、地域や家庭の協力のもと、今後も時間の確保と積極
的な読書指導が継続されることが望ましい。

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

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30年9月30日


