
これは『概要版』です。小中学校、教科別の詳しい結果および分析は別のページに掲載していま

す。そちらを御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査の目的 

〇義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を 

 把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。 

〇学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善策に役立てる。 

〇そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。 

 

■調査対象   佐賀市立小学校第 6 学年、佐賀市立中学校第 3 学年 

 

■調査内容 

 ①教科に関する調査（国語、算数・数学、英語） 

  出題範囲は、調査する学年の全学年までに含まれる指導事項を原則とし、出題内容は、それぞれの学年・教

科に関し以下のとおりである。 

  （１）身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や実生活において不可欠であり常

に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能等 

  （２）知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や、様々な課題解決のための構想を立て、実践し評

価・改善する力等に関わる内容 

   調査問題では、上記（１）と（２）を一体的に問うこととする。 

 ②生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査 

  ◇児童生徒に関する調査 

   ・学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する調査 

   （例）国語・英語への興味・関心、授業内容の理解度、読書時間、勉強時間の状況など 

  ◇学校に対する調査 

   ・指導方法に関する取組や人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する調査 

   （例）授業の改善に関する取組、指導方法の工夫、学校運営に関する取組、家庭・地域との連携の状況 

■調査実施日   平成 31 年 4 月 18 日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度(平成 31 年度)全国学力・学習状況調査における 
佐賀市の子供達の結果 

 

「全国学力・学習状況調査」ってどんな調査？ 

各学校では、「調査結果分析検討委員会」を組織し、学習状況調査の分析をしたり、考察と指導法改善の方策

について協議をしたりしています。個々の学校の結果については、各学校のホームページを御覧ください。 

 

学力は、知識や技能に加えて、自ら学び、判断・行動し、問題解決する資質や能力等までを含めたもので

す。全国学力・学習状況調査は小学６年生・中学３年生という限られた学年が対象であり、教科は国語、算

数・数学、英語に限られています。したがって、ここに示しております結果につきましては、「学力の特定の

一部分」であり「学校教育活動の一側面を示すもの」とご理解ください。 
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■佐賀市における調査対象  佐賀市立の小学校 35 校、中学校 18 校 
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令和元年度(平成３１年度)の佐賀市立小中学

校の児童・生徒の結果は 

どうだったの？ 
①教科に関する調査 

  国語 算数 

佐賀市 64 67 

佐賀県 64 66 

全  国 63.8 66.6 

 

  国語 数学 英語 

佐賀市 71 57 50 

佐賀県 71 57 51 

全  国 72.8 59.8 56 

 ○小学校６年生では、国語、算数ともに全国平均正答率を上回っており指導の成果が出ていると考えること
ができる。 

○中学校３年生では、国語、数学、英語の全てで全国平均正答率を上回ることができなかった。とりわけ英語
は全国平均に比べて低いことが分かった。取り組みを強化する必要がある。 

(詳細な分析は、別添の各教科の結果をご覧ください。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②生活習慣や学習習慣等に関する調査＜児童生徒質問紙調査＞ 
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基本的生活習慣（朝食と起床）の質問項目では、佐賀市の児童生徒は全国平均とほぼ同等か少し

よい結果であった。児童生徒質問紙と学力のクロス分析をみても「朝食を毎日食べている」「毎日

同じくらいの時刻に起きている」と回答している児童生徒の方が教科の平均正答率が高い傾向があ

る。今後も保護者へ協力をお願いし、「早寝・早起き・朝ごはん」の生活習慣が身につくようにし

ていく。 

 
読書が好きという佐賀市の小学６年生は全国平均よりも多く、好きという佐賀市の中学３年生は

全国平均よりも少なくなっている。新聞を読んでいる児童生徒の割合は全国平均に比べて佐賀市の

方が上回っている。しかしながら、新聞を読まない児童生徒の方が割合が多い。児童生徒質問紙と

学力のクロス分析をみると、「読書は好き」「新聞を読んでいる」と回答した児童生徒の方が教科の

平均正答率が高い傾向がみられる。今後も読書や新聞を読むことについて指導を行っていく。 

中学３年生の英語の意識調査では、スピーチやプレゼンテーションなどまとまった内容を英語で

表現する活動が行われていたと回答した生徒は佐賀市では全国平均を１０ポイントほど下回って

いる。聞いたり読んだりしたことを英語で書いてまとめる活動については、佐賀市の生徒は全国平

均に比べて高い傾向があった。詳細は各教科ごとの分析を参照ください。                                           

7

6.6

12

13.6

19.5

21.2

61.4

58.4

0 20 40 60 80 100

全

国

佐賀

市

新聞を読んでいますか（小６）

ほぼ毎日 週１～３回

月に１～３回 ほとんど、全く読まない

4.4

4.9

8.3

10.6

15.8

22.4

71.3

61.8

0 20 40 60 80 100

全

国

佐賀

市

新聞を読んでいますか（中３）

ほぼ毎日 週１～３回

月に１～３回 ほとんど、全く読まない

44.3

45.3

30.7

33.9

16.7

13.8

8.3

6.9

0 20 40 60 80 100

全

国

佐賀

市

読書は好きですか（小６）

好き どちらかといえば好き

どちらかといえば嫌い 嫌い

38.9

37.1

29.1

33.3

19.1

19.9

12.8

9.5

0 20 40 60 80 100

全

国

佐賀

市

読書は好きですか（中３）

好き どちらかといえば好き

どちらかといえば嫌い 嫌い

32.9

36.7

41.7

41.5

18.2

16.5

6.3

4.4

0 20 40 60 80 100

全

国

佐賀

市

１，２年生の時に受けた授業では、聞いたり読

んだりしたことについて、その内容を英語で書

いてまとめたり自分の考えを英語で書いたりす

る活動が行われていたと思いますか。（中３）

当てはまる どちらかといえば

あまり行われていない 行われていない

41.9

29.4

35.3

40.4

16

21.5

6.6

8.3

0 20 40 60 80 100

全

国

佐賀

市

１，２年生の時に受けた授業では、スピーチや

プレゼンテーションなど、まとまった内容を英

語で発表する活動が行われていたと思いますか

（中３）

当てはまる どちらかといえば

あまり行われていない 行われていない



・

※

・

・

※　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。

読むこと 69.9 72.2 0.97
伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 64.6 67.7 0.95

対全国比

話すこと・聞くこと 68.2 70.2 0.97
書くこと 83.0 82.6 1.00

関心・意欲・態度 76.1 76.5 0.99

読む能力 69.9 72.2 0.97
言語についての知識・理解・技能 64.6 67.7 0.95

話す・聞く能力 68.2 70.2 0.97
書く能力 83.0 82.6 1.00

佐賀市の平均正答率は対全国比で０．９８であり、全１０問中で全国平均を上回ったのは１問である。

佐賀市 全国 対全国比
71 72.8

Ⅲ－(２)中学校国語科（１／４） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 令和1年9月30日

◆　　平成３１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

○内容
　　　・
　 領域

３つの領域で全国平均を下回っている。書くことの領域では全国平均を上回っている。

○グラフ

学習指導要領の領域等 佐賀市 全国

問題の結果

○全体

○評価
     の
   観点

４つの観点で全国平均を下回っているが、書く能力は全国平均を上回っている。

0.98
佐賀市の平均は整数値で示さ
れています。

評価の観点 佐賀市 全国 対全国比
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○グラフ

3二 書く 書く

伝えたい事柄に
ついて、根拠を明
確にして書く

意見文において、目的意識をもって伝えたい事柄について、根
拠を明確にして書くことができている。また、文章の内容を自
分の体験と照らし合わせて、論の展開に有効な事例を想定す
ることができている。

3一 書く 書く

書いた文章を読
み返し、論の展開
にふさわしい語句
や文の使い方を
検討する

意見文において、書いた文章を読み返し、主題を捉えて論の
展開にふさわしい表現や文の使い方を考えることができてい
る。そのため、文章の推敲をするという目的に応じて観点を定
め、論の展開にふさわしい表現を選ぶことができている。

2二 話す聞く 話す聞く

相手に分かりや
すく伝わる表現に
ついて理解する

相手に分かりやすく伝わる表現について理解している。前の
人の発言内容を具体的に言い換えて確認しながら、自分の意
見を述べていることが、発言内容から理解できている。

１三 読む 読む

文章に表れてい
るものの見方や
考え方について、
自分の考えをもつ

短歌の中の言葉を取り上げて情景や心情を想像し、想像した
内容について自分の考えをもつことができている。また、自分
なりのものの見方や考え方が分かるように、条件に合わせて
必要な情報を選択しながら具体的に書くことができている。

Ⅲ－(２)中学校国語科（２／４） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 令和1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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■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

○グラフ

2三
話す
聞く

話す
聞く

話合いの話題や
方向を捉えて自
分の考えを持つ

話合いの話題や方向を捉えて、自分の考えを持つことができていな
い。話合いの流れを踏まえ、課題の解決に向けた自分なりの考えを
もつことに課題がある。

4
言語
伝国

言語
伝国

語の一部を省い
た表現について、
話や文章の中で
の適切な活用の
仕方を理解する

語の一部を省いた表現について、多様な場面や状況に応じた適切
な活用の仕方を考えることに課題がある。語の一部を省いた表現の
使用が可能であるのは、伝えたいことと異なる意味で受け取られな
い状況の時であることが理解できていない。また、取り上げている内
容について言葉の使い手と受け手とが互いに分かっている場合であ
ることが理解できていない。

2一
話す
聞く

話す
聞く

話合いの話題や
方向を捉える

話合いの話題や方向を捉えることに課題がある。相手にわかりやす
い語句の選択，相手や場に応じた言葉遣いなどについての知識を
生かして話すことに課題がある。

１四
言語
伝国

言語
伝国

封筒の書き方を
理解して書く

封筒の書き方を理解し、字形を整え、文字の大きさ、配列などについ
て留意して、楷書で正しく書くことに課題がある。相手の名前を中央
に、大きく書くことができていない。また、書こうとする文字の字形を
整えて、楷書で正しく書くことができていない。

１二 読む 読む

文章の展開に即
して情報を整理
し、内容を捉える

文章の構造や内容を理解したり、その文章の特徴を把握したりしな
がら、目的や必要に応じて情報を過不足なく選択し整理することに課
題がある。とくに、書かれている情報を段落ごとに一つ一つ丁寧に整
理し、必要となる情報を判断し、複数の情報を適切に選択することが
できていない。論理の展開を示す接続語に着目して読むことができ
ていない。

１一 読む 読む

文章の構成や展
開、表現の仕方
について、根拠を
明確にして自分
の考えをもつ

文章の構成や展開、表現の仕方を捉え、そのような表現をした書き
手の目的や意図を考えたり、その効果について考えたりすることに
課題がある。示された部分に書かれていることは読み取ることがで
きているが、そのことにどのような効果があるかが理解できていな
い。また、文章全体と部分との関係を考えたりすることにも課題があ
る。見出しや文末表現に着目し、全体との関係を考えることができて
いない。

Ⅲ－(２)中学校国語科（３／４） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 令和1年9月30日
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○

○

話すこと・聞くことの指導の工夫
　話すこと・聞くことについては、すべての設問で全国平均を下回っている。「話合いの話題や方向を捉える自分
の考えをもつこと」に課題が見られる。相手に分かりやすい構成で話したり、話合いの話題や方向を捉えて発言を
したりするためには、司会等の役割を明確に分担し、誰にどんな場面でどのように話すのか具体的に想定して話
す経験を数多くさせることが必要である。
　指導にあたっては、ただ話合い活動をするのではなく、ゴールとなる目標を決め、目的を持って話し合わせること
が大切である。話合いの話題や方向を捉えるためには、活動の前に話合いの計画を作成するなど準備をし、そ
れぞれの役割の発言の留意点を確認したり、途中で話題や話合いの仕方を見直す時間を設けたりする指導を取
り入れると効果的である。また、学級活動や他領域、他教科等との横断的な学習の中で力をつけていくことが望
ましい。
書くことの指導の工夫
　書くことについては、２つの設問中、「書いた文章を読み返し、論の展開にふさわしい語句や文の使い方を検討
すること（短答式）」では全国平均をやや下回り、「伝えたい事柄について、根拠を明確にして書くこと（記述式）」は
全国平均を上回っている。無回答率が低く、全体として書くことへの抵抗が少ない状況にあるため、これまでの佐
賀市の取り組みを継続することが重要である。
　指導にあたっては、基礎・基本の更なる定着を意識して佐賀市で取り組んできたステップ作文に取り組みたい。
また、書いた文章を互いに読み合い、題材の捉え方や材料の用い方、根拠の明確さなどについて意見を述べる
など、観点を明確にして交流したり、書いた文章を読み返し、表記や語句の用法、叙述の仕方を確かめる学習活
動が考えられる。加えて、説得力のある文章にするためには自分の考えを支える根拠を明確にして書くように指
導することが大切であり、その際、根拠として、参考文献の引用や図表の提示について指導することも重要であ
る。

■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
　読む力においては、全ての設問において全国平均を下回っている。文章の構成や展開、表現の仕方について、
根拠を明確にして自分の考えをもつこと、文章の中心的な部分と付加的な部分、事実と意見などを読み分け、目
的や必要に応じて要約したり要旨を捉えたりすることについて課題がある。
　指導にあたっては、文章の構成や展開，表現の仕方について自分の考えをまとめる際に，自分の考えを支える
根拠となる段落や 部分などを明確にさせるように指導する必要がある。 文章の構成や展開，表現の仕方につい
て分析するだけではなく，そのような表現をした書き手の目的や意図を考えたり，その効果について考えたりする
ように指導することも重要である。授業の中で、生徒が目的をもって文章を読み、必要な情報を過不足無く取り出
すことができているかを振り返る活動や、接続詞、段落の役割、部分と全体の関係などの既習事項を使って文章
を読む活動を設定することが大切である。

○ 伝統的な言語文化と国語の特質に関する指導の工夫
　言語についての知識・理解・技能においては、全ての設問において全国平均を下回っている。字形を整え、文字
の大きさ、配列などについて理解して、楷書で書くこと、事象や行為などを表す多様な語句について理解を深める
とともに、話や文章の中での語彙の使われ方について関心をもつことに課題がある。
　指導にあたっては、手紙の基本的な形式に基づき，文字の大きさや配列に注意するなどして丁寧に読みやすく
書くように指導することは，社会生活に役立つ書写の能力を育むために重要である。 その際，相手の名前を他の
文字より大きく書くことなど， 手紙の形式に込められた相手への敬意についても考えさせることが大切である。ま
た、実際に話したり書いたりする中で出てきた事象や行為などを表す多様な語句について、機会を捉えて、どのよ
うに用いればよいかや用いる際に必要な配慮はないかなどを考えさせたり、確認させたりする学習活動を行うこと
が必要である。

Ⅲ－(２)中学校国語科（４／４） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 令和1年9月30日



■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。

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

書く能力 書く 書くこと 書く

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

読む能力 読む 読むこと 読む

〇 クロス集計の分析と指導の工夫のまとめ
　佐賀市の生徒は、「１日に１時間以上読書をする生徒」や「読書が好きな生徒」、「新聞を読んでいる生徒」の割
合が全国平均を上回っており、そのような生徒ほど正答率が高い傾向にある。また、「課題解決に向けて自分で
考え、自分から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では、自分の考えがうまく伝わ
るように、資料や文章、話の組立てなどを工夫していると思う生徒」、「生徒の間で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」の割合も全国平均を上回っている。加えて、「国語の
授業で学習したことを、普段の生活の中で活用しようとしている生徒」等の国語学習に対する興味・関心を問う質
問では、すべての質問で全国平均を上回っている。また、調査問題のすべての設問で、無解答率が全国平均及
び県平均を下回っている。
　このようなことから、佐賀市の生徒は国語学習の必要性を実感し、積極的に取り組もうとする姿勢をもっている
ことがわかる。これは、佐賀市中学校の国語担当者が、協同研究等を通して授業づくりに工夫・改善を行ってきた
成果の一つと考えられる。
　今後の指導改善の視点として、社会生活の中にある様々な文章の種類を取り上げ、文章の展開に即して情報
をとらえて内容を整理したり，文章の構成や展開、表現の仕方について、根拠を明らかにして自分の考えをもつ
場面を今まで以上に数多く設けたりすることがあげられる。このような学習活動を通して、文章の内容を適切に読
み取る力や，文章の表現上の工夫やその効果について自分の考えをまとめる力を身に付けさせるようにしたい。
また、話合いの際には、目的や必要に応じて話題や話合いの方向に意識的になる等、話合いの方法に目を向け
させたり、話合いを通して他者の意見を参照しながら自分の考えをもったりする等の学習を数多く設けることも必
要である。



・

※

・

・

■「評価の観点」や「内容・領域」については，以下のように表記しています。

Ⅲ－(２)中学校数学科（１／４） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 令和元年9月30日

◆　　平成３１年度　全国学力・学習状況調査結果　《中学校・数学科》　　◆

■調査結果の概要

問題の結果

○全体 佐賀市の平均正答率は，全国平均より2.7ポイントほど下回っている。全16問中，全国平均を上回ったの
は，2問であった。全国平均には届かなかったものの無答率は16問中13問が全国平均より少なくなってお
り、生徒の問題に対して取り組む姿勢は向上している。

佐賀市 全国 対全国比
57 59.8 0.95

佐賀市の平均は整数値で示さ
れています。

○評価
     の
   観点

「数学的な考え方」「数学的な技能」と「数量や図形などについての知識・理解」について出題され，本年
度は３観点とも全国平均を下回っており，授業改善などの具体的手立てが必要である。

評価の観点 佐賀市 全国 対全国比

考え方 48.3 51.0 0.95
技能 61.0 63.9 0.95
知・理 69.5 71.3 0.97

○内容
　　　・
　 領域

昨年度全国平均を上回った「数と式」，「資料の活用」においても本年度は，全国平均を下回り，結果的
には全領域において全国平均には届かなかった。特に「図形」，「関数」については，全国平均より3ポイ
ント以上の差があった。

内容・領域 佐賀市 全国 対全国比

数と式 62.0 63.8 0.97
図形 69.4 72.4 0.96
関数 36.7 40.8 0.90
資料 54.9 56.3 0.98

○グラフ

評価の観点 表記 内容・領域 表記
数学的な見方や考え方 考え方 Ａ 数と式 数と式
数学的な技能 技能 Ｂ 図形 図形
数量や図形などについての知識・理解 知・理 Ｃ 関数 関数

Ｄ 資料の活用 資料
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Ⅲ－(２)中学校数学科（２／４） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 令和元年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

1 数と式 知・理

数の集合と四則
計算の可能性に
ついて理解してい
る。

２つの正の整数の四則計算の結果が正の整数とは限らないものを選
ぶ問題。1年教科書p.45，46の内容を理解し，数の集合が正の整数
のとき，減法と除法がいつでも可能でないことを理解することができて
いる。全国平均を上回っているものの，正・負の数の概念を深める大
切な学習内容であるので，更に定着させる必要がある。

3 図形 知・理

平行移動の意味
を理解している。

平行移動の移動の距離を問う問題。正答率が全国平均と比べ，やや
低かったものの無解答率は低かった。解答類型を見ると，平行移動
が一定の方向への移動ということは理解できているが，対応する点を
正しく捉えず，距離を求めたための誤答が多かった。作図や操作活
動を授業に組み込むことによって，移動の特徴や関係を理解させるこ
とが必要である。

5 資料の活用 技能

簡単な場合につ
いて，確率を求め
ることができる。

２枚の硬貨の表の出る確率の問題。正答率は全国平均をやや下回っ
たものの，ほぼ同等であり，簡単な確率を求めることはできている。誤
答としては，２分の１と答えた割合が１割程度あった。２枚の硬貨の
表・裏の出方を実際の硬貨を用いて行うなど，実験などを通して，ど
んな出方があるのか実感させることが大切である。また，樹形図や表
などを活用して，正答を見い出す手法が身につくように指導をするこ
とが必要である。

7(3) 図形 考え方

結論が成り立つた
めの前提を考え，
新たな事柄を見
いだし，説明する
ことができる。

四角形がどんな図形であれば，与えられた結論になるかを記述する
問題。参考となる記述の仕方が，問題文の中に書かれていた。解答
類型を見ると，これを参考にして正しく記述した解答は，全国平均より
高く，例の通りに記述する力は身についている。その一方で，四角形
がひし形と気付くことができず，誤答も目立った。２年教科書p.140の
平行四辺形の包摂関係を丁寧に指導することが必要である。

8(2) 資料の活用 考え方

資料の傾向を的
確に捉え，判断の
理由を数学的な
表現を用いて説
明することができ
る。

ヒストグラムから資料の傾向を捉え，説明する問題。正答率は全国平
均を上回り，無解答率も低かった。記述式の問題にも意欲的に取り組
み，説明する力も身に付いている。解答類型を見ると，根拠と説明す
べき事柄の２つを記述することが求められているが、根拠のみを書い
ている割合が多かった。「○○であるから，△△である。」のように記述
できるように，指導をしていく必要がある。

9(1) 数と式 考え方

与えられた説明を
振り返って考え，
式変形の目的を
捉えることができ
る。

変形された式である3(2n+3)が，説明する事柄である中央の奇数の３
倍であると捉える問題。解答類型を見ると，誤答の中で，2n+3が中央
の奇数の式を捉えることはできなかったが，その数の３倍であることは
捉えることはできている割合は高く，無解答率は低かった。まず，３つ
の奇数が2n+1,2n+3,2n+5ということが理解できていない。文字を用い
て式に表現する問題を多く取り扱い，より細かな指導が必要である。

○グラフ
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Ⅲ－(２)中学校数学科（３／４） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 令和元年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

4 関数 技能

反比例の表から，
χとｙの関係を式
で表すことができ
る。

反比例の式の比例定数を表から求め，右辺を答える短答式問
題。解答類型を見ると，-6χやχ-6と答える誤答を合わせると2
割程度いた。既習事項の比例や一次関数との区別ができてい
ないようだ。観点は技能になっているが，反比例に対しての理
解が不十分だと考えられる。問題集や実力テスト等で出題され
るような反比例を表している文章を選んだり，比例や反比例の
性質を説明したりする活動を通して，関数についての理解を確
かなものにすることが大切である。

６（1） 関数 考え方

グラフ上の点Pのｙ
座標と点Qのｙ座
標の差を，事象に
即して解釈するこ
とができる。

点Pと点Qのｙ座標の差が，購入してから8年間の電気代と理解
して考える選択式問題。解答類型を見ると，購入して8年間使
用するときの総費用を選んだ誤答が正答率を超え5割近くい
た。言葉とグラフ，式を相互に関連付けて理解することが必要
である。2年生の教科書ｐ.82で一次関数のグラフからいろいろ
なようすを読みとることを学習しているが，問われていること以
外にも多くのことがわかるので，グループ活動を通して，意見を
言いながらできる限り多く読みとる活動を位置付けると効果的
である。

６（2） 関数 考え方

事象を数学的に
解釈し，問題解決
の方法を数学的
に説明することが
できる。

冷蔵庫Bと冷蔵庫Cの総費用が等しくなるおよその使用年数を
求める方法を説明する記述式問題。無解答率は10.9％となっ
ているが，記号を選択するのみで記述していない割合まで含め
ると30.1％となる。今回の調査で最も正答率が低い。全体的に
記述式の問題に抵抗感があるため，グループ活動や学び合い
を取り入れ，ほかの人の力を借りながら取り組んだり，穴埋め形
式でトレーニングをしてから，全部自力で記述したり，スモール
ステップを設定しながら求め方を正しく説明する活動を設定す
る必要がある。

７(1) 図形 知・理

証明の根拠として
用いられている三
角形の合同条件
を理解している。

問題にある証明を読み，根拠を満たす三角形の合同条件を正
しく記述する短答式問題。合同条件を暗記はしているが，実際
に証明の中で活用できていないことが考えられる。入試に向け
て証明は全て記述できることが目標になるが，前段階として穴
埋め形式の証明問題を繰り返し取り組むなど，証明のしくみを
正しく理解させることが必要である。

８(1)
資料の
活用

知・理

資料を整理した表
から最頻値を読み
とることができる。

表から読みとった最頻値を書く短答式問題。最頻値がもっとも
多く現れる値という理解はできているが，そのため読んだ本の
冊数の最頻値ではなく，表の中でもっとも大きい値を書いてい
る誤答が多かった。問題の文章を正しく読み取る力をつける活
動が必要である。また，最頻値だけでなくさまざまな代表値の
理解を問うような問題を単元テスト等で設定すると効果的であ
る。

９(2) 数と式 考え方

事象が成り立つ理
由を説明すること
ができる。

連続する5つの奇数であれば，どんな奇数でも計算結果はいつ
でも中央の奇数の5倍になることを説明する記述式問題。具体
的な事象の中に数量の関係を見いだし，それを用いて式に表
現したり，式の意味を読み取ったりする能力が定着していな
い。無解答率は低いが，まったく違う解答をしている割合が高
い。2年の文字式の利用では，文字式を使って整数の性質を明
らかにすること，および式の結果を目的にそった形に変えること
を扱っている。教科書の例題などで学習したあと，条件がえに
よる新たな問題をつくり，その説明を考えさせる活動を設定する
必要がある。
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Ⅲ－(２)中学校数学科（４／４） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 令和元年9月30日
○グラフ

■調査結果の分析　【指導改善について】

図形領域の分析及び指導改善
図形領域において，すべての問題で全国平均を下回った。平行移動の意味を理解しているかどうかを問う3⃣
では，対応する点を正確に捉えることのできていない誤答が11．7％だった。図形の移動を授業で取り扱う際に
は，対応する点の確認を丁寧に行う必要がある。証明の根拠として用いられている三角形の合同条件を理解
しているかを問う7⃣(1)では，佐賀市平均正答率は72.4％で全国平均を3.4ポイント下回った。合同条件を繰り
返し活用し，それぞれの条件の図形的特徴を視覚的に捉えさせる習慣をつける必要がある。また，合同条件
の確認をする際には，本問のような空欄補充形式にすることで，証明の根拠として適切な合同条件を選択する
力を身につけさせることができる。加えて，証明の正しい記述にふれる機会も増え，記述する力の向上にもつ
ながると考えられる。反例の意味を理解しているかを問う7⃣(2)では，佐賀市平均正答率は73.6％で全国平均
を3.6ポイント下回った。正方形で成り立つ事柄が，平行四辺形では成り立たない場合があることについて，本
問では図が与えられていたが，言葉で説明する力が不足していた。授業では，実際に条件を変えずに図形を
変形させ，反例が出る場合には，図と言葉で説明させる習慣をつけることが大切である。また，ICT機器を活用
し，実際にアニメーションを用いて図形を動かし，視覚的に捉えさせ説明することが効果的である。結論が成り
立つための前提を考え，新たな事柄を見いだし，説明することができるかを問う7⃣(3)では，佐賀市平均正答率
は49.9％で全国平均を3.4ポイント下回った。授業のまとめの時間に，学習して分かったことを振り返ったり，結
論が成り立つための前提を考えさせる工夫をしたり，思考力を高める必要がある。3⃣，7⃣(1)，(2)は，評価の観
点が知識・理解であり，図形領域の学習をする中での基礎となる。このような力を身につけていかなければ，見
方や考え方の力を伸ばすことができないということを念頭におき，指導していく必要がある。

関数領域の分析及び指導改善
反比例の表から，xとyの関係を式で表すことができるかを問う4⃣では，佐賀市平均正答率は43.5％で全国平
均を5.4ポイント下回った。24.4％が比例の式や一次関数の式，18.8％が無解答や見当違いの解答であり，比
例・反比例の意味とその式や一次関数の意味とその式についての理解が定着していない。グラフ上の点Pのy
座標と点Qのy座標の差を，事象に即して解釈することができるかを問う6⃣(1)では，佐賀市平均正答率は
35.5％で全国平均を3.3ポイント下回った。授業において，与えられた情報がたくさんある中で，それぞれの情
報が何についての情報かを丁寧に確認する必要がある。事象を数学的に解釈し，問題解決の方法を数学的
に説明することを問う6⃣(2)では，佐賀市平均正答率は31.0％で全国平均を3.7ポイント下回った。授業のまと
めの時間に本時に解いた問題の解き方を説明する時間を確保することで正答率の向上は期待できる。関数
領域の学習において，形式的にグラフや表を使いこなすことができるだけでなく，身のまわりの事象から一次
関数を見いだし，式やグラフを活用することで，より良い判断ができるようにすることを目標として指導していく
必要がある。例えば，生徒に身のまわりから一次関数の関係にある事象を見いださせ，それを題材とした課題
を与えるなどして，より数学を身近なものとして捉えさせることが必要である。

クロス集計の分析及び指導改善
「数学の勉強は好きですか」や「数学の勉強は大切だと思いますか」など興味・関心に関する項目について
は，「当てはまる」と回答した生徒の割合が，どちらも全国の割合を上回っていた。「数学の勉強が好き」と回答
した生徒の正答率は69.3％と高い理解力を示している。「今回の数学の問題について，解答を言葉や数，式
を使って説明する問題がありましたが，どのように解答しましたか」という質問で「全ての書く問題で最後まで解
答を書こうと努力した」と回答した生徒は62.6％で，平均正答率は66.8％であった。このように数学への関心・
意欲があり，最後まで解こうと努力する生徒の正答率は高い。このことから，基礎基本の定着やその技能の習
得を目指した授業の工夫が求められている。また，
「数学の勉強は好きですか」という質問で「当てはまらない」と回答した生徒は17.5％で全国の割合より0.6ポイ
ント低く，興味関心をもたせる授業展開ができつつある。今後も，興味関心を一層高める授業を行う必要があ
る。
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Ⅲ－(２)中学校英語科（１／４） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 令和1年9月30日

◆　　平成３１年度　全国学力・学習状況調査結果　《中学校・英語科》　　◆

■調査結果の概要

○内容
　　　・
　 領域

３つの領域で全国平均を下回っている。
英語を「聞くこと」、「読むこと」の対全国比に比べ、「書くこと」の対全国比がより低い。

○グラフ

佐賀市 全国

問題の結果

○全体

○評価
     の
   観点

３つの観点で全国平均を下回っている。
外国語表現の能力については対全国比0.22と大幅に下回っている。

0.89
佐賀市の平均は整数値
で示されています。

評価の観点 佐賀市 全国 対全国比

内容・領域

Ⅲ－(２)中学校英語科（２／４） 佐賀市教育委員会

対全国比

63.1

全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.89で、全国平均正答率を下回っている。
全２１問中で全国平均を上回った問題はなかった。

佐賀市 全国 対全国比
50 56.0

外国語表現の能力 0.4 1.8 0.22
外国語理解の能力 40.6 44.7 0.91
言語や文化についての知識・理解 57.6 64.7 0.89

聞くこと
話すこと（参考値）
読むこと
書くこと

50.3 55.6 0.90
38.2 45.8 0.83

67.9 0.93

0.89

0.22

0.91 0.99 0.90

0.83

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

英語 外国語表現(観点) 外国語理解(観点) 聞く(領域) 読む(領域) 書く(領域)



全体的に無回答率が県・全国平均に比べて低かった。英語に
よるコミュニケーション活動を通して、生徒の英語を使って、粘
り強く対話・作文しようとする姿勢が見受けられる。生徒の授業
や学習課題への取り組みに対して、認め励ますコメントをした
り、クラス全体へのフィードバックやフィードフォワードしたりす
ることが、生徒の意欲を高めることにつながっている。今後も
引き続き授業でコミュニケーション活動に対するプラスの評価
を行いながら生徒の意欲・関心を高めていく必要がある。

佐賀市ＨＰ用 令和1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

3 聞くこと 外国語理解

まとまりのある英
語を聞いて、必要
な情報を理解する
ことができる

正答率80.6％で全国とほぼ同じ（－1.4ポイント）であった。複数
の情報が含まれるまとまりのある内容の英語を聞いて、話され
ることのすべてではなく、聞き手として知りたいことや欲しい情
報を聞き取る必要がある。教師やALT、または生徒のスピーチ
や会話を聞いて、何が言いたいのかや、目的に応じて英語を
聞き取る取り組みが効果的である。また、コミュニケーション活
動においてALTと会話をすることで、概要・要旨・要点を正確に
聞き取る能力が身につきつつある。

１
（１）

聞くこと 言語や文化

語と語の連結によ
る音変化をとらえ
て、情報を正確に
聞き取ることがで
きる

正答率89.9％で全国とほぼ同じ（－1.2ポイント）であった。自然
な英語の発音では、一語一語を切り離して発音せず、複数の
語を連結して発音することが多い。授業では、ひとまとまりの文
章を自然な英語で発音をしたり、聞き取ったりする練習ができ
ている。また、コミュニケーション活動においてALTと会話をす
ることで、英語を正確に聞き取る能力が身につきつつある。

５
（２）

読むこと 言語や文化

日常的な話題に
ついて、簡単な文
で書かれたもの
の内容を、正確に
読み取ることがで
きる

全国より2.3ポイント低いが、72.1％の正答率であった。状況を
描写している英文を理解できているかを問われる問題である。
英文を理解するためには、動詞や前置詞などのキーワードを
理解している必要がある。授業では教師による電子黒板を
使った教科書本文の口頭導入の活動が定着している。さらに、
その英文を読ませるなどの工夫が必要である。また、生徒によ
る絵や場面の描写を英語で表す活動が効果的である。

５
（１）

読むこと 言語や文化

日常的な話題に
ついて、簡単な文
で書かれたもの
の内容を、正確に
読み取ることがで
きる

全国より2.0ポイント低いが、77.4％の正答率であった。文脈の
中で英語の意味を推測しながら、librariesを説明する文章を読
み取る問題である。borrow books やYou can read books or
study there.の意味を理解する必要がある。日常的な話題につ
いて書かれたさまざまな説明的な英文を読み取る機会を増や
す必要がある。また、コミュニケーション活動において、キー
ワードやキーフレーズをもとに、ひとまとまりの文の内容を推測
する活動を取り入れることも効果的である。

９
（３）
①

書くこと 言語や文化

与えられた情報に
基づいて、３人称
単数現在時制の
肯定文を正確に
書くことができる

正答率51.4％で、全国より2.1ポイント低かった。be動詞＋
from、一般動詞＋fromで表現できる問題である。一般動詞の
場合は、一般動詞に-sまたは-esが加わる。問題の趣旨を理
解できていないと思われる解答が39.2％あったが、出身を表す
表現は慣れ親しみがあったと考えられる。今後は自己紹介や
他己紹介の機会を多く設定する必要がある。

○グラフ
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5(3) 読むこと
言語や文

化

日常的な話題に
ついて，簡単な文
で書かれたもの
の内容を，正確に
読み取ることがで
きる

正答率62.8％で、全国より10.3ポイント低い。月名や比較を表す表現
（比較級、最上級）を正確に読み取ることができていない。気温の変
化を表すグラフの読み取りに課題があったとも考えられる。指導にあ
たっては、月などの基礎的・基本的語彙の定着を図る必要がある。ま
た、比較を表す表現で説明させるなど、活用させる活動を取り入れる
ことが大切である。視覚情報を用いれば、より有効である。グラフの
読み取りについては、他教科と連携を図る。

正答率42.1％で全国より16.1ポイント低い。後半の文の読み取りが、
誤答に導いた可能性がある。また、接続詞の用法を正しく理解してい
ないため、文の中で適切に用いることができていない。接続詞butで
はなく、becauseを選択した誤答が50.7%。9(1)①においてbutを選択し
た誤答が10.9%。生徒は、2年時に接続詞if、because、when、thatを基
本文として学習する。しかし、接続詞butの用法について基本文として
学ぶ機会はない。そこで、指導にあたっては、接続詞を授業で扱うと
きに、これまで習った接続詞についても整理し、接続詞の用法や意
味について確実に習得させ、文中で適切に用いることができるように
していく必要がある。

正答率74.7％で全国より5.2ポイント低い。接続詞の用法を正しく理解
していないため、文の中で適切に用いることができていない。接続詞
ifの用法を正しく理解して、文中で適切に用いることができるようにし
ていく必要がある。接続詞は語と語、文と文を結束させ、文を構成す
るうえで重要な役割を果たす。前後の文を結ぶには、どの接続詞を
用いたらよいのか、実際に使用する場面を設定して、選択させるよう
な活動を取り入れていく。また、前後の文の関連性を正確に捉えるこ
とができるようにしていくことも大切である。

6 読むこと
外国語理

解

まとまりのある文
章を読んで，話の
あらすじを理解す
ることができる

正答率55.3％で全国より7.6ポイント低い。発表活動のためにまとめら
れた100円ショップについての文章を読み、話のあらすじを読み取る
ことができていない。文章は3段落からなり、話のあらすじを表すスラ
イドも3部構成になっている。そのため、各段落が示す内容を要約す
ることができれば、正解になる。指導にあたっては、まとまった語数の
英文を段落構成を意識して読み取らせる活動を取り入れる。また、概
要・要旨・要点を考えさせる指導・支援を行う。

9(1)
②

書くこと
言語や文

化

文の中で適切に
接続詞を用いるこ
とができる

9(1)
①

書くこと
言語や文

化

文の中で適切に
接続詞を用いるこ
とができる

令和1年9月30日

１
（２）

聞くこと
言語や文

化

教室英語を理解
して、情報を正確
に聞き取ることが
できる

全国より5.2ポイント低いものの、正答率83.4％であった。Listen to
the CDという指示は理解できているが、write your iedas in your
notebookの部分が理解できていない解答が誤答の大半である。授業
での生徒への簡単な指示はほぼ英語でされていることで、教室英語
への慣れ親しみは高いと思われる。今後もwriteやread、watch、think
といった使用頻度の高い基本動詞や、身の回りの表現を積極的に会
話の中で使っていくことで、生徒の定着を図りたい。

１
（３）

聞くこと 言語や文化

日常的な話題に
ついて、情報を正
確に聞き取ること
ができる

正答率62.8％で、全国より9.5ポイント低い。行事の内容は聞き取れ
ているが、日付を聞き取れていない誤答が多かった。１３日と３０日と
いうような、発音が似ている日付が定着できていない。授業の最初の
ウォーミングアップでの会話を今後も続けていくこと。また、毎回同じ
ような展開を繰り返すのではなく、教師と生徒の役を交代するなど、
工夫しながら日付や曜日の定着を図っていくことが必要である。

１
（４）

聞くこと
言語や文

化

日常的な話題に
ついて、情報を正
確に聞き取ること
ができる

正答率52.1％で、全国より9.7ポイント低い。before dinnerという前置
詞の時間的な順序性を理解できていなかったり、take a bathという情
報を聞き取ることができていなかったりすることが誤答につながって
いる。普段の一日の流れや日記を英語で書く活動をすることで、
beforeやafterなどの前置詞、go to bedやtake a bathといった日常的
な表現を定着させていく必要がある。

正答率66.8％で全国より6.8ポイント低い。会話の流れから時制を判
断し、正しい表現を用いて一般動詞の２人称単数現在時制の疑問文
を書くことができていない。会話の流れから疑問文を書くことが判断
できていない。Of course.という応答が会話の流れの理解に支障をき
たした可能性がある。指導にあたっては、会話の流れの中で、既習
表現を活用する活動の設定が必要である。

9(2)
①

書くこと
言語や文

化

一般動詞の２人
称単数現在時制
の疑問文を正確
に書くことができ
る

■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

Ⅲ－(２)中学校英語科（３／４） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用



9(2)
②

正答率0.4％で全国より1.4ポイント低い。与えられたテーマについて
まとまりのある英文を書くことに大いに課題がある。正答の条件を満
たしているものの、コミュニケーションに支障をきたす語や文法事項
の誤りがある誤答が23.6%ある。正しい語や文法事項を駆使して正確
に書く活動を取り入れる必要がある。また、25語以上という条件を満
たしていない解答が39.9%あることから、まずは、まとまりのある英文
を書くことに慣れさせていく必要がある。どちらかの案を選ぶ、自分の
考えを述べる、理由を付け加えるなど、文の構成を意識して英文を書
く活動を取り入れていくことが大切である。

書くこと
言語や文

化

一般動詞の１人
称複数過去時制
の肯定文を正確
に書くことができ
る

正答率26.4％で全国より11.0ポイント低い。問題の趣旨を正しく理解
できていないと考えられるものが33.4%。正しく主語を選択し、一般動
詞の否定文を書くことはできているが、３人称単数現在時制を認識
し、適切に動詞をdoesに活用させて文を書くことができていないもの
が17.9％ある。指導に当たっては、３人称単数現在時制を用いる主
語及び場面の確認、否定文を正確に書くことができるような基礎・基
本の徹底が必要である。

正答率25.9％で全国より7.0ポイント低い。３人称単数現在時制であ
ることを踏まえ、正しい表現を用いて一般動詞の肯定文を書くことが
できていない。誤答を見ると、語順や語法に誤りがあり、基本的な語
や文法事項等を理解して文を書くことに課題があると考えられる。ま
た、問題の趣旨を正しく理解していないと思われる解答が47.8%ある。
指導にあたっては、３人称単数現在時制で一般動詞に(e)ｓをつける
という基本を繰り返して指導していくことが大切である。

正答率18.3％で全国より10.6ポイント低い。会話の流れから時制を判
断し、正しい表現を用いて一般動詞の１人称複数過去時制の肯定文
を書くことができていない。肯定文を書いているものの過去形となっ
ていない解答が23.5%、また肯定文となっていない解答が23.2%ある。
このことから、会話の流れを正確に理解する能力を育成する必要が
ある。そのためには、会話の流れを意識したコミュニケーション活動
を取り入れる必要がある。

9(3)
②

書くこと
言語や文

化

与えられた情報に
基づいて，３人称
単数現在時制の
肯定文を正確に
書くことができる

○グラフ

9(3)
③

書くこと
言語や文

化

与えられた情報に
基づいて，一般動
詞の３人称単数
現在時制の否定
文を正確に書くこ
とができる

10 書くこと
外国語表

現

与えられたテーマ
について考えを整
理し，文と文のつ
ながりなどに注意
してまとまりのあ
る文章を書くこと
ができる
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○

〇

〇

〇

文法指導の見直し
　過去従来型の文法的な説明を行い、それを練習させるという演繹的な手法が多くみられた。この場合、機械的で
生徒は考える必要がない場合が多く、定着につながりにくい面があった。ひとまとまりの英文を複数（できるだけ多
く）提示する中で、英文の文構造やルールに気づかせ、最後の段階で説明を行うような帰納的な手法が求められ
る。後者は、思考を伴い、コミュニケーションを行う目的・場面・状況等が明確なため、英文が定着しやすい面があ
る。また、文法指導においては、教師がmeaning（意味内容）usage（使用法）form（文構造）を意識した授業構想が
必要である。
 
自己表現活動やスピーチコミュニケーションの充実
　与えられたテーマについて考えを整理し、文と文のつながりなどに注意して、まとまりのある文章を書かせたり読
ませたりすること。テーマについては、1年から3年まで発達段階に配慮しながら、計画的系統的な設定を行う。自
己表現活動やスピーチ活動を単元構想に位置づける。スピーチ活動は、活動後スピーチの内容について即興でＱ
and Ａの活動等につなげたい。

教科横断的な力としての情報活用能力の向上
　英語科においても他教科と同様に、情報活用能力の向上を意識することが求められている。あるテーマについて
プレゼンテーションの機会をもつ必要がある。複数の資料から必要な情報を読み取ったり、聞き取ったり、調べた
り、判断したりして説明を行う場を設定する。また、目的や意図に応じて読み取ったり、英文全体の概要・要旨・要
点を把握したりする活動の場を設定する。

○ 調査結果の概要について
  今回初めて英語の調査が実施された。佐賀市の全体的な傾向については、全国の傾向に類似している。「聞く・
読む・書く」の3技能を試す問題の正答率は、佐賀市５０．０％（全国５６．０％）だった。文法の基本的な知識の誤り
が目立った。「話す」を試す問題は正答率が全国３０．８％（参考値）と低く、自分で英文を組み立てて表現する力の
弱さが明らかになった。
  想定より正答率が低かったとみるのが、与えられた情報を基に、ある女性について説明する英文を書く問題であ
る。She を主語にしてローマに住んでいると書く文の正答率は、２６．２％（全国３２．９％）ペットを飼っていないと否
定形の文を書く問題は、２６．４％（全国３７．４％）にとどまった。三人称や前置詞などの文法知識について基本的
な間違いが多かった。
　自分の意見を基に文章を書く問題は最も正答率が低かった。学校を表すピクトグラムを比較し、どちらが良いと
思うかを理由と共に25語以上の英語表現するように求めたが、正解した生徒はわずか０．４％（全国１．８％）で
あった。
  「話す」力を試す問題として、パソコンの画面上に料理をする場面のイラストを映し出した上で英語のやり取りを聞
かせ、質問したいことを20秒以内に伝えるよう求めたが、正しい英文を言えたのは全国１０．５％にとどまった。会
話の流れをつかみ、タイミング良く話すのが苦手な生徒の多さが浮かんだ。
  文科省は「授業中に英語によるコミュニケーションを増やし、相手に伝わる表現をもっと身に付けさせる必要があ
る」としている。
　○ 多様なコミュニケーション活動の場の設定
　英語科においては、英語によるコミュニケーション能力の基礎に培うことが中核目標である。コミュニケーション能
力に培うためには、コミュニケーション活動を設定する必要がある。コミュニケーション活動の３条件として、（１）メッ
セージの授受がある（２）生徒からのメッセージがある（３）Context（文脈）にあっていることがあげられる。条件を満
たしたコミュニケーション活動を通して、足りないところを補い（フィードバック）定着しているところを発展（フィード
フォワード）させることが必要である。

○ 4技能の統合化された総合的活動の場の設定
　生徒がこれまでに学んだことを総動員して、活動を行うような場を設定することが必要である。この場合、言語材
料や文法的な難易度の制限をしないことで、自発的で創造的な言語使用をめざさせたい。教師が、生徒の学んだ
知識や身に付けた技能を引き出せば、生徒はそれらを最大限に活用して、課題解決にあたり成就感を得ることが
できる。さらに、新しい知識や技能を獲得する意欲にもつながる。英語の学習では、「聞くこと」「話すこと」「読むこ
と」「書くこと」の4領域を相互に関連させ、バランス良く取り組ませることで、生徒は総合的な力をつける必要性を
実感し意識するようになる。

■調査結果の分析　【指導改善について】

望ましい言語習得過程を意識した活動の場の設定
　生徒の興味・関心のある内容を、文法的な難易度に制限されることなく、聞いたり話したりすること。そして、覚え
てから使うのではなく使いながら覚えていくこと。生徒の発想で、生徒の言いたいことを、生徒の英語で言うことを
大切にする。
　指導にあたっては、ひとつの表現は具体的な場面の中で初めて生きる。具体的な発話意図、目的をもって英語
を使用させたい。表現力育成にあたっては、文構造を中心とする言語形式としてのセンテンスレベル（一文レベル）
よりも、発話レベル（複文レベル）の学習を取り入れたい。

Ⅲ－(２)中学校英語科（４／４） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 令和1年9月30日



○

■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。

表記

コミュニケーションへの関心・意欲 関心 聞くこと 聞く

言語や文化についての知識・理解 言語や文化 書くこと 書く

外国語理解の能力 外国語理解 読むこと 読む

外国語表現の能力 外国語表現 話すこと 話す

クロス集計の分析と指導改善
　佐賀市の生徒は、「外国の人と友達になったり、外国のことについてもっと知ったりしてみたいと思う」「日本やあ
なたが住んでいる地域のことについて、外国の人にもっと知ってもらいたい」という動機を持っている生徒が６割を
超えている。その動機を表現活動につなげていく必要がある。表現活動として、スピーチやプレゼンテーション活動
の機会を持たせたい。そのような取り組みを通して、「もっと知りたい」「もっと知ってもらいたい」と考える生徒の割
合は高くなるであろう。また、「スピーチやプレゼンテーションなど、まとまった内容を英語で発表する活動が行われ
ていた」という肯定的回答が69.8％で、全国と比べると7.4ポイント低いことから、スピーチやプレゼンテーション活動
の充実は今後の課題である。
　スピーチやプレゼンテーション活動を充実させ、生徒の「もっと知りたい」「もっと知ってほしい」という動機を実現さ
せるために、日本や住んでいる地域、学校のことについて外国の人たちに対してスピーチをしたりプレゼンテーショ
ンをしたりする機会を年間を通して複数回設定する。また、外国の人に自国や住んでいる地域のことについての説
明を聴いたりプレゼンテーションを聴いたりする場を年間を通して複数回設定する。スピーチ活動やプレゼンテー
ション活動は、３年間を通して計画的・系統的に実施する必要がある。活動のテーマについて学年の実態や発達
段階に応じて、興味・関心の高い題材を設定する。また、教科横断的な視点で他教科の学習活動と関連付ける。
スピーチやプレゼンテーション活動のあとに、コミュニケーション活動を設定する。
　　また、「英語を読んで、概要や要点をとらえる活動が行われていた」という肯定的回答が82.2％あった。しかし、
英文の概要・要旨・要点をつかむ問題の正答率は55.3％であり、全国より7.6ポイント低かった。この結果から、生
徒が活動を行った実感はあるが、結果へとつながっていないことがわかる。そこで、今後の指導での課題は英文
読解をさせる際の手立ての工夫である。まとまりのある英文の文構成を意識して読み取らせたり、概要・要旨・要
点を考えさせたりする指導・支援を行う必要がある。

評価の観点 表記 内容・領域



・

※

・

・

※　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

○全体

○評価
     の
   観点

４つの観点で全国平均を上回っている。言語についての知識・理解・技能については全国平均を下回っ
ている。

佐賀市平均正答率は、全国平均とほぼ同等である。全１４問中、全国平均を上回ったのは８問だった。

佐賀市 全国 対全国比
64 63.8 1.00
佐賀市の平均は整数値で示さ
れています。

評価の観点

1.03
読む能力 82.0 81.7 1.00
言語についての知識・理解・技能 51.4 53.5 0.96

学習指導要領の領域等

Ⅲ－(２)小学校国語科（１／４） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 令和1年9月30日

◆　　平成31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

問題の結果

○内容
　　　・
　 領域

３つの領域で全国平均を上回っている。

佐賀市 全国 対全国比

関心・意欲・態度 60.2 57.6 1.05
話す・聞く能力 74.8 72.3 1.03
書く能力 55.9 54.5

佐賀市 全国 対全国比

話すこと・聞くこと 74.8 72.3 1.03
書くこと 55.9 54.5 1.03
読むこと 82.0 81.7 1.00
伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 51.4 53.5 0.96

1.00 1.05 1.03 1.03 1.00 0.96
1.03 1.03 1.00 0.96 
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0.60
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1.00
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３三 話す・聞く 話す・聞く

話し手の意図を捉えなが
ら聞き、自分の考えをま
とめる。

話し手の意図を捉えながら聞いたり、自分の意見と比べながら
聞いたりして、自分の考えをまとめることができている。

○グラフ

３一 話す・聞く 話す・聞く

話し手の意図を捉えなが
ら聞き、話の展開に沿っ
て、自分の理解を確認す
るための質問をする。

話し手の意図を捉えながら聞き、話の展開に沿って自分の理
解を確認するための質問をすることができている。

２二 読む 読む

目的に応じて、文書の内
容を的確に押さえ、自分
の考えを明確にしながら
読む。

目的に応じて、本や文章全体を概観して、必要な情報を得る
ために効果的に読むことができている。

１四
(１)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
で正しく使う。

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。

1二 書く 書く

情報を分かりやすく伝え
るための記述の仕方の
工夫を捉える。

自分で調査したことをまとめ、報告する文章を書く場合に、情
報を相手に分かりやすく伝えるための記述の仕方の工夫を捉
えることができている。

1一 書く 書く

図表やグラフなどを用い
た目的を捉える。

自分で調査したことをまとめ、報告する文章を書く場合に、図
表やグラフなどを用いた目的を捉えることができている。

Ⅲ－(２)小学校国語科（２／４） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 令和1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

３二 話す・聞く 話す・聞く

目的に応じて、質問を工
夫する。

話の前後や展開を踏まえた上で、話し手の質問の工夫を捉えることに課題がある。正
答以外の選択肢もインタビューの工夫としては正しい内容である。そのためにインタ
ビューする側の立場を推測しながら内容を読み取り、選択肢の工夫についてイメージ
し、その場にふさわしい工夫を見つける力が必要である。インタビューをする際、聞き
手側は目的に応じて話し手側の思いに考慮し、質問内容や方法を工夫するための時
間を設定した上でインタビューに臨ませるなどの手順を踏ませる必要がある。

２一
(１)

読む 読む

目的に応じて、文書の内
容を的確に押さえ、自分
の考えを明確にしながら
読む。

問われていることに対してふさわしい文章を選び、内容を的確に読み
取ることに課題がある。事実と感想、意見などの関係を押さえて読む
ことが重要である。文と文の関係をキーワードに気をつけて図式化す
るなど関係を理解する力、比較するなどして提示された文章を検討し
判断する力を育てる必要がある。

１四
(２)

伝統 言語

文と文との意味のつなが
りを考えながら、接続語
を使って内容を分けて書
く。

指示語や接続語が文と文の意味のつながりに果たす役割を理解し、
使うことに課題がある。文と文の意味のつながりを考えながら、接続
語を使って内容を分けて書くことができるようにするために、機械的
に接続語の意味を理解するばかりでなく、書くことの単元において、
接続語の使い方を一つの観点として推敲するなど、書かれた文章を
校正する学習の場を設ける必要がある。

１四
(１)ウ

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
で正しく使う。

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使うことに課
題がある。学年別漢字配当表の当該学年の漢字を正しく読んだり、
書いたりするための機械的な反復学習ばかりでなく、語彙学習と関
連付けながら、文中で正しく表現する場を設け、日常的に使いこなす
ことができるような言葉の力を育む必要がある。

佐賀市ＨＰ用 令和1年9月30日

１四
(１)イ

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
で正しく使う。

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使うことに課
題がある。学年別漢字配当表の当該学年の漢字を正しく読んだり、
書いたりするための機械的な反復学習ばかりでなく、語彙学習と関
連付けながら、文中で正しく表現する場を設け、日常的に使いこなす
ことができるような言葉の力を育む必要がある。

■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

Ⅲ－(２)小学校国語科（３／４） 佐賀市教育委員会
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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。

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

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

国語への関心・意欲・態度 関心 話すこと・聞くこと 話す・聞く

■調査結果の分析　【指導改善について】

○ 語彙を豊かに、文や文章で正しく使いこなすことができる指導
　今回の調査で、「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」に課題が見られた。国語科の「話すこと・聞くこ
と」「書くこと」「読むこと」のそれぞれの内容領域で根幹をなす言葉の力であり、この言葉の力を使いこなすことが
できていないことが課題である。このような「語彙」や「文や文章」にかかわる言葉の力を育むためにも、国語科の
授業では、小単元で行われている漢字の学習や文や文章に関する学習で身に付けたことを使いこなす場として、
３つの内容領域と関連付けながら単元の学習を創り上げる必要がある。あるいは、帯単元として言葉の力を育む
時間を計画的に設定し、年間を通して確実に語彙を定着させるとともに、文や文章への理解を深める場を設ける
必要がある。
　また、家庭学習においても、反復学習を機械的に繰り返すのではなく、覚えた漢字が文や文章で使えるという実
感を味わわせるとともに、漢字で書けることの楽しさを味わえるような学習の充実を図る必要がある。

○ 規則正しい生活リズムの設定と家庭学習の見直し
　「決まった時刻に起床・就寝する」「朝食をきちんととる」などができている児童は正答率が高いので、規則正しい
生活リズムを設定し、自分がすることを明確化していく必要がある。また、学校の授業以外で１日当たりの学習時
間がある程度決められている児童は正答率が高いことから、家庭学習の内容を見直し、その上で計画的に実践
する力、自主性、判断し選択するセルフマネジメント力を高める必要がある。宿題については復習と予習の内容を
取り入れたり、言語事項を活用して書くような内容を取り入れたりするなどの工夫をする。自己有用感を高め、最
後まで問題に向かう姿勢を育てるため、児童が取り組んだことに対して進んで励ますなど、学校と保護者が協力
して学習環境作りを行う必要がある。また児童の学習状況や家庭学習、生活リズムとの関連性について、「家庭
教育の手引き」等を活用することも必要である。

○ 社会に目を向け自己表現をしようとする姿勢の育成

　頻繁に｢新聞を読んでいる｣児童ほど学力が高い。また、「外国の人と友達になりたい」「外国のことについてもっ
と知りたい」「自分たちの住んでいる地域のことについて外国の人に知ってもらいたい」と、外に向けての関心の高
い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つことで、それについての情報を収集し、言葉
で理解し、自分なりの考えをまとめ発信しようとする力が身に付いていると考える。このように地域社会や外国に
も目を向け、感じたことや考えたことを自己表現する機会に触れさせるため、各教科等の学習と結び付けインタ
ビューや依頼文、お礼の手紙などに取り組む場を意図的・計画的に取り入れながら、単元の構成や学習過程を考
える必要がある。

佐賀市ＨＰ用 令和1年9月30日

評価の観点 表記 内容・領域 表記

Ⅲ－(２)小学校国語科（４／４） 佐賀市教育委員会



・

※

・

・

○グラフ

○全体

○評価
     の
   観点

２つの観点で全国平均を上回っている。数量や図形についての知識・理解については全国平均を下
回っている。

佐賀市平均正答率は、全国平均とほぼ同等である。全１４問中、全国平均を上回ったのは７問だった。

佐賀市 全国 対全国比
67.0 66.6 1.01

佐賀市の平均は整数値で示さ
れています。

評価の観点

数量や図形についての知識・理解 68.9 70.1 0.98

63.4 63.2 1.00
52.6 52.9 0.99

Ⅲ－(２)小学校算数科（１／４） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 令和元年9月30日

◆　　平成31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

問題の結果

○内容
　　　・
　 領域

２つの領域で全国平均を上回っている。

佐賀市 全国 対全国比

数学的な考え方 62.4 62.2 1.00
数量や図形についての技能 74.0 73.6 1.01

佐賀市 全国 対全国比

図形
数量関係

学習指導要領の領域
数と計算
量と測定

77.1 76.7 1.01
68.0 68.3 1.00
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○グラフ

3(3) 数と計算 考え方

示された計算の仕方
を解釈し、かける数や
割る数を選び、計算し
やすい式にして計算
できる。

割られる数と割る数に同じ数をかけても割っても商は変わらな
いという除法の性質を使って正しい数値の組み合わせを選
び、計算することができていた。

4(3)
量と測定
数量関係

考え方

場面の状況から、単位量
当たりの大きさを基に、
求め方と答えを記述し、
その結果から条件に当
てはまるかどうかを判断
できる。

例示を基に状況が変わった後のことについて考えることができ
ていた。１ポール分に進む時間(１当たり量)を求め、それが何
ポール分(何倍)かで計算し、決められた時刻までにレジに着く
ことができると導くことができていた。

3(1) 数と計算 考え方

示された減法に関して
成り立つ性質を基にし
た計算の仕方を解釈
し、適用することがで
きる。

例示されたものから、引かれる数と引く数に同じ数をたしたり
引いたりしても差は変わらないという減法の性質を使って計算
することができていた。

4(2) 数と計算 考え方

示された場面におい
て、複数の数量から
必要な数量を選び、
立式することができ
る。

観覧車に乗るまでの時間を求める問題で、「10組後ろ」までにかかる
時間について最初の1組を入れずに考えたり、「10組後ろにいる」こと
を「観覧車のゴンドラが10台来るまでにかかる時間」と置き換えて考
えたりして立式することができていた。

2(2)
数と計算
数量関係

技能

2010年の市全体の水
の使用量が1980年の
市全体の水の使用量
の何倍か読み取るこ
とができる。

基にする量を「1980年の市全体の水の使用量」と判断すること
ができていた。また、グラフからそれぞれの年の市全体の水の
使用量を正しく読み取り、計算することができていた。

Ⅲ－(２)小学校算数科（２／４） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 令和元年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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Ⅲ－(２)小学校算数科（３／４） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 令和元年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

○グラフ

3(2) 数と計算 考え方

示された計算の仕
方を解釈し、減法の
場合を基に、除法に
関して成り立つ性質
を記述できる。

3(1)「引き算の工夫」、3(3)「割り算の工夫」を用いた計算の正
答率は高いが、「引き算の工夫」を「割り算」に当てはめること
を言葉で説明することが難しかった。「算数用語」の意味理解
不足とともに、条件を満たして説明する力に課題がある。

2(4)
数と計算
数量関係

技能

加法と乗法の混合
した整数と小数の
計算をすることがで
きる。

６＋0.5×２の式を、日常生活の場面に当てはめ、絵と共に提
示し、答えを求めさせる問題であった。過去の出題において同
様の計算問題を式のみで出題した場合は、正答率が約７０％
あったが、今回は約５９％であった。式と問題場面をつなぐ力
に課題がある。

4(1) 数量関係 考え方

目的に適した伴って
変わる二つの数量
を見出すことができ
る。

チケット売り場で並んでいるとき、自分の番が来るまでにかか
る時間を知るために必要な２つの数量を見出す問題であった
が、適切な組み合わせを答えることができないでいた。解決す
るために適した数量を探し出す力に課題がある。

3(4)
数と計算
数量関係

知識・理解
示された除法の式
の意味を理解して
いる。

リボン１ｍ分の代金を求める式「１８０(円)÷０．６(ｍ）」の割ら
れる数、割る数を10倍しても、その商は１ｍの値段となることを
表している図や式の意味を理解することに課題が見られた。

2(3)
量と測定
数量関係

考え方

資料の特徴や傾向
を関連付けて、一人
当たりの水の使用
量の増減を判断し、
その理由を記述で
きる。

2つのグラフを見て、一人当たりの水の使用料が減ってきてい
ることについて、「水の使用料は変わらない」が「人口は増えて
いる」ことのみを説明し、「『水の使用料÷人口』で一人当たり
の使用料を求めることができる」という説明が足りていない誤
答が多く見られた。複数のグラフを関連付けて見ることやそこ
から分かることを筋道立てて説明することに課題がある。
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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。

技能 Ｂ量と測定 量と測定

Ｄ数量関係 数量関係

評価の観点 表記 内容・領域 表記

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

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

■調査結果の分析　【指導改善について】

○ 基礎基本を確実に定着させる指導の継続
・正答率の分布を見ると、全国の分布とほぼ同じ形をしており、平均正答率は全国よりわずかに高いという結果
だった。分布を大きく４つのグループ、ア：「平均をかなり下回る」イ：「平均をやや下回る」ウ：「平均をやや上回る」
エ：「平均をかなり上回る」に分けて見てみると、佐賀市ではアとエの集団がやや少なく、イとウの集団がやや多く
なっていた。ア（平均をかなり下回る）の集団が少ないことは、これまでスキル学習や繰り返し学習を継続して取り
組んできたことで、基礎的な力が全体的についてきていることを表していると考えられる。
・今回は、「立式すること」「計算力」「グラフの読み取り」などが佐賀市の子どもたちの強みとして表れていた。これ
からもつまずきの見られる児童に対しては、より細やかな支援ができるよう、ICT機器の効果的な活用、習熟度別
少人数授業の工夫などを継続して、基礎基本を確実に定着させていきたい。

○ 学び合いを通して説明する力をつける指導の工夫
・１つのグラフは上手に読み取れるが、２つのグラフを関連付けて読み取ることには課題が見られた。また、式で
書かれた計算問題はよくできるが、同じ式を生活場面と結び付けて出題すると正答率が大きく下がっていた。「説
明すること」にも課題が見られました。説明内容が不足していたり、3つの言葉を使うという条件なのに2つしか使え
ていなかったりする傾向が顕著だった。
・授業では、単にグラフを読み取るだけでなく、複数のグラフを比較しながら話し合う活動も行う必要がある。また、
式から答えを出す一方向だけでなく、式の意味を考えさせたり、式に合う問題を作らせたり、式から生活場面を想
起させたりしながら、式、絵や図、具体場面を行き来させることが大事である。説明する力をつけるためには、グ
ループの友だちや学級全体で「説明」を吟味する場面を大切にしなければならない。自分だけが分かればよいの
ではなく、誰でも分かる説明になるよう集団で完成させていく活動を繰り返すことで、筋道立てた説明の力が高め
られる。

授業の質を上げるための教材研究
・今年は、A問題（基礎）、B問題（活用）と分けずに一
括した調査だったが、調査問題を見ると、これから求
められる力やそれを育てるための授業のあり方を考
えることができる。今年の特徴の一つは、低・中学年
で学んだことを高学年の内容に発展させて、思考力
を問うという出題が見られたことである。「チケット売
り場の列に並ぶ場面」「図形を回す、裏返す」といっ
た内容は1年生で習い、「棒グラフ」は3年生の内容で
ある。生活場面の中で算数の問題を見出したり、
習ったことを発展させ新たな課題を生み出したりし
て、その課題を自ら思考し、解決していく力が求めら
れていると考えられる。

･右の図は、文部科学省から示されている「学習過程のイメージ」である。左半分は、授業で学んだことを生活場面
に生かしたり、生活で起こる事象を算数の世界で解決したりすることを表している。右半分は、習ったことを同じ算
数の世界で発展させ、新たな課題として解決していくことを表している。1時間の授業の中で閉じてしまうのではな
く、「生活場面で使えないかな？」「もしも、数値を変えたらどうなるかな？」など、新たな課題につなげる学習を教
師が常に意識し、子どもが問いを生み出していく力を育てる授業を展開していくことが大切ある。また、指導する
側がいつも数値を提示するのではなく、子どもたち自身が解決に必要な数値を探さなければならないような内容
も意図的に仕組んでいきたい。「深い学び」を求めて授業の質をさらに上げるよう、しっかりした教材研究を行って
いく必要がある。

○

佐賀市ＨＰ用 令和元年9月30日

Ⅲ－(２)小学校算数科（４／４） 佐賀市教育委員会


