
 

 

 

 

 

■目指す子ども像・目指す子ども像分析の目的 

佐賀市教育委員会では、佐賀市の児童生徒が、就学前までに育んだ学びの芽生えを基礎

として、義務教育修了時までに身に付けたい資質・能力を「佐賀市の目指す子ども像」と

して表し、社会の一員として心豊かにたくましく生きる力を育む教育を進めています。 

佐賀市として「目指す子ども像」を明確にし、義務教育修了時に身につけておくべき力

が確実に身についたかを保護者及び市民に分かりやすく説明することで、教育現場への信

頼の向上を図ったり、学力向上への協力を依頼したりします。また、達成状況の分析結果

をもとに、学校教育活動の改善に資することを目的としています。 

 

■調査実施校 

佐賀市全小学校６年生、佐賀市全中学校２年生 

 

■調査実施日  令和２年１２月２日（水）、３日（木） 

 

 

■調査内容 

基礎学力調査については、例年、小学校６年生・中学３年生対象の全国学力・学習状

況調査の佐賀市全体分の分析を行ってきました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和２年度の全国調査が中止

となったために、令和２年度は、佐賀県小・中学校学習状況調査をもとに分析を行いま

した。 

 

①小学校（国語、算数） 

   ②中学校（国語、数学） 

 

※ 佐賀県小・中学校学習状況調査の目的 

    佐賀県の公立小・中学校の児童生徒の学習状況を把握・分析し、児童生徒への教育

指導の充実や学習状況の改善等に役立てます。各学校は、児童生徒一人一人の調査

結果を踏まえた指導改善を行うとともに、県教育委員会は、市町教育委員会と連携

協力しながら、課題解決に向けた施策の見直しや充実を図ります。 

 

令和２年度 目指す子ども像分析検討委員会 

「基礎学力を身につけた子ども」 



・

・

・

書く 59.8 58 1.03
読む 70.5 68.9 1.02

○グラフ

話す・聞く 65.7 63.1 1.04

情報の扱い 83.3 83.1 1.00
言語文化 78.6 76.6 1.03

○内容
　　　・
　 領域

全ての領域で佐賀県平均を上回っている。

学習指導要領の領域等 佐賀市 佐賀県 対県比
言語の特徴 53.2 52.8 1.01

1.01
思・判・表 65.3 63.3 1.03

○評価
     の
   観点

２つの観点とも、佐賀県平均を上回っている。

評価の観点 佐賀市 佐賀県 対県比
知・技 67.1 66.3

Ⅲ－(２)小学校国語科（１／３） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用

◆　　令和２年度　佐賀県小・中学校学習状況調査結果　《小学校・国語科》　　◆

■調査結果の概要

問題の結果

○全体 佐賀市平均正答率は、佐賀県平均を上回っている。全１８問中、佐賀県の平均を上回ったのは、１５問
であった。

佐賀市 佐賀県 対県比
65.7 64 1.03
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○グラフ
※対県
比

4 五 読む 思・判・表
文章全体の構成
を捉えて要旨を把
握する。

無解答率が県平均よりは低いものの７．１とかなり高い。説明
的な文章全体の構成を捉え、要旨を把握することに課題があ
る。説明的な文章を読む際に、それぞれの段落やまとまりに
書かれていることを整理したり、問いと答えを捉えたりする読
解の場を設けることで、全体の構成や要旨を把握させていく必
要がある。

2
五２
イ

言語の
特徴

知・技
文脈に則して漢
字を正しく書く。

文脈に則して漢字を正しく書くことに課題がある。児童の日常
生活に基づいた言葉以外にも様々な言語に触れ、活用できる
ようにする必要がある。例えば、歴史的物語や科学的な読み
物、新聞等を読むことで読書の幅を広げたり、既習の漢字を
使って文章を書いたりする学習の場を設けることが有効である
と考える。

2 五１ 書く 思・判・表
文末表現の使い
方に注意して書
く。

文脈に応じて、文末表現を伝聞の形式に書き換えることに課
題がある。文末表現の使い方に注意して書く力を付けるため
に、語彙学習として文末表現に触れる機会を増やしたり、書き
上げたものを推敲する一つの視点として、文末表現を取り上
げたりする場を設けて、各領域を関連付けた学習の場を設け
る必要がある。

2 四 書く 思・判・表

目的や意図に応
じて、事実と感
想、意見を区別し
て書く。

報告する文章に書かれていた事実を読み取り、意見と結び付
けて書くことに課題がある。目的や意図に応じ、事実と感想、
意見を区別して書く力を付けるために、説明的な文章に書か
れている論の展開や事実、感想、意見の結び付け方などを参
考に書くことの単元と関連付けながら学習する場を設ける必要
がある。

2 一 書く 思・判・表

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。

図表やグラフなどを用いる中で、事実と感想、意見とを区別し
て書いてあることを理解することに課題がある。図表を使った
報告文などを書く学習の中で事実とそこから分かること、それ
に対する感想や意見を区別して書く活動を意図的に位置づけ
ていく必要がある。

1 三 話す・聞く 思・判・表

聞いた内容と自
分が知っているこ
ととを比べ、自分
の考えをもつ。

話し手の意図を捉えながら聞き、話し手の考えと比較しなが
ら、自分の考えをまとめることに課題がある。意図的なやり取
りの中で自分が聞こうとする意図に応じた返事や質問をした
り、話し手の考えと自分の考えを比較しながら聞いたり、尋ね
たりする活動を積み重ねる必要がある。

Ⅲ－(２)小学校国語科（２／３） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用

■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

1.00
1.04

1.16

0.97
0.92

1.07

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

１三 ２一 ２四 ２五１ ２五２イ ４五



■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。

読むこと 読む

話すこと・聞くこと 話す・聞く

書くこと 書く

知識・技能 知・技 言語の特徴や使い方に関する事項 言語の特徴

思考・判断・表現 思・判・表 情報の扱い方に関する事項 情報の扱い

○ 国語科における家庭学習及び自主学習の充実
　必要な情報を取り出したり、結び付けたりしながら思考したことを文章で書き表すことに課題が見られた。文脈に
応じて、学年配当の漢字を使いこなす力を育むためには、機会的な漢字学習ばかりでなく、文脈に応じて、正しく
漢字を書き表す学習や新しく学習した漢字が使われている熟語や類語などを調べ、語彙を広げる学習に取り組
む必要がある。また、情報を取り出したり、結び付けたりしながら文章に書く力を育むためには、教科書、図書館
から借りてきた本、新聞など、身の回りにある様々な文章に対して関心を広げ、必要な情報を取り出して要旨をま
とめたり、読んで考えたことや感じたことを文章にまとめたりする学習に取り組む必要がある。このような学習に対
して、自主的な取組が可能になるように、自主学習のモデルを作成したり、朝の時間に自主学習ノートを交流しな
がら、主体的に学ぶ力を育むことも必要である。

○ 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
　地域や社会に目を向け、関心を持ったり、自分なりに何をするべきかを考えたりする機会を意図的に設けること
は、地域や社会をよりよくするために様々なことに関わろうとする姿勢を育成することにつながると考える。そのた
めには、地域や社会を題材にした単元を各教科等の学習と結びつけ、他者の考えと自分の考えを比較したり、関
連付けたりしながら、感じたことや考えたことについて発信する場面を意図的・計画的に取り入れる必要がある。
例えば、学校図書館と連携し、様々な考えや文章に触れることができる本や資料を準備するなど環境を整備し、
分類に目を向けさせ、選書の機会を与えることも有効である。更に、読書指導や新聞記事、コラムなども参考資料
として児童に提示することを積み重ねていくことも大切である。

評価の観点 表記 内容・領域 表記

Ⅲ－(２)小学校国語科（３／３） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用

■調査結果の分析　【指導改善について】

○ 学んだことや自分の考えを言語化する言語活動を位置付けた学習を積み重ねる
　今回の調査では、「目的に応じて事実と感想，意見を区別して書くこと」や「文章全体の構成を捉えて要旨を把握
すること」などに課題が見られた。日頃から様々な目的や相手に向けた文章形態に書き慣れたり、自分の学んだ
ことや考えについて言語化したりすることが必要である。そのために、学習指導要領の趣旨をしっかりと踏まえ、
単元の中でねらう資質・能力を明確にし、言語活動を通した学習を位置付け、積み重ねていくことが重要となる。
具体的には読む視点や書く視点、条件などを設定した課題に取り組ませたり、重点指導項目に焦点化した課題に
取り組ませたりすることなどである。また、単元と単元のつながりを意識させたり、これまでに身に付けた資質・能
力とこれから身に付ける資質・能力を関連付けさせたりしながら系統的な国語の力を自覚させていくことも大切に
したい。



・

・

・

○グラフ

データ活用 66.0 64.9 1.02

図形 48.3 47.1 1.03
測定・変化 51.5 51.1 1.01

○内容
　　　・
　 領域

４つ全ての領域で佐賀県平均を上回っている。

学習指導要領の領域 佐賀市 佐賀県 対県比
数と計算 54.7 54 1.01

○評価
     の
   観点

２つの観点とも佐賀県平均を上回っている。

評価の観点 佐賀市 佐賀県 対県比
知・技 63.8 63.2 1.01
思・判・表 51.1 49.9 1.02

Ⅲ－(２)小学校算数科（１／３） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用

◆　　令和２年度　佐賀県小・中学校学習状況調査結果　《小学校・算数科》　　◆

■調査結果の概要

問題の結果

○全体 佐賀市平均正答率は、佐賀県平均とほぼ同等である。全１７問中、佐賀県平均を上回ったのは１４問
だった。

佐賀市 佐賀県 対県比
57.8 57.0 1.01
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○グラフ
※対県
比

○グラフ
※期待
正答率
に対す
る正答
率比

4 (2) 図形 思・判・表

円の半径を２倍に
すると、円の面積は
何倍になるのかを
考えることができ
る。

県平均は上回っているが、対到達基準比０．８９と到達基準を
下回っていた。半径を２倍にすると面積も２倍になると比例の
関係で捉えている誤答が多く見られた。円の半径と円の面積
の関係を正しく捉えることに課題が見られる。

3 (4) 図形 知識・技能
線対称・点対称な図
形の特徴を理解し
ている。

温泉マークを線対称な図形と捉えたり、リサイクルマークや温
泉マークを点対称な図形と捉えている誤答が多く見られた。線
対称や点対称な図形についての意味理解、生活の中にある
マークについて線対称な図形か点対称な図形か判断すること
に課題が見られる。

3 ⑵
データの活

用
知識・技能

棒グラフから事象の
傾向を読み取ること
ができる。

県平均は上回っているが、対到達基準比0.99とやや下回って
いた。棒グラフに示された参加選手数の大小や差、一目盛り
の大きさ、全体的な特徴等を読み取ることに課題が見られる。
また、「以上」「以下」「未満」「約」という用語とその意味を正しく
理解することに課題が見られる。さらに、選択肢に書かれた文
章が、グラフから読み取れることとして正しいかどうかを判断す
る力、文章をていねいに読み、吟味する力に課題がある。

1 (3)
数と計算

変化と関係
思考・判
断・表現

示された情報を基
に、数量の関係を
捉え、天気が「晴れ
時々くもり」になるこ
とについて説明する
ことができる

例示してある数値をそのまま用いて、分母の数を確認しないま
ま答えようとした誤答が多く見られた。図や吹き出し、文章等で
示されている資料に対して、必要な数値や言葉を見つけ出し、
筋道立てて説明することに課題が見られる。また、別の設問で
は、わり算の計算の仕方を分数とその逆数との関係を生かし
て、筋道立てて説明することに課題が見られた。同様にして、
第４学年と第５学年の調査結果においても、分数の意味の理
解に課題が見られた。

Ⅲ－(２)小学校算数科（２／３） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用

■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。

評価の観点 表記 内容・領域 表記

知識・技能 知・技 数と計算 数と計算

データ活用 データ活用

思考・判断・表現 思・判・表 図形 図形

変化と関係 変化と関係

○ 【主体的に問題に取り組ませる提示の工夫】
・情報量(図、グラフ、文章等)が多い中から、必要な情報を取捨選択し丁寧に読み進めながら問題を解決していく
ことに課題が見られた。教科書の問題は、問題解決に必要な数値のみが示されている場合が多い。そこで、児童
の実際の生活場面に結び付けたり、情報過多の問題にしたり、情報不足の問題を設定したりするなど、指導する
側がいつも数値を与えるのではなく、児童自身が問題解決に必要な数値を探したり選択したりすることが必要とな
る問題提示の仕方を工夫することが大切である。

○ 【数学的活動の充実】
・分数の意味理解に課題が見られた。分数の学習では、整数や小数と関連付けながら、数の大小を比較したり、
分数を図や式で表してその意味を説明したりする表現活動を仕組み、分数への理解を深めさせる必要がある。
・点対称・線対称な図形の意味理解に課題が見られた。線対称は折り曲げてぴったりと重ねる活動、点対称は
180°回して元の形に重ねる活動等、操作的・作業的な活動を通して、理解を深めていく必要がある。また、生活
の中のいろいろなマークが、線対称なのか点対称なのかを理由を明らかにしながら分別させる活動も効果的であ
る。
・円の半径の長さと面積の関係を捉えることに課題が見られた。算数の授業では、ある問題を解決した際に、数
値や場面を変えて考えさせる発展的な活動を仕組むことが大切である。例えば、ある長さの半径の円の面積を求
める学習において面積を求めて終わりにするのではなく、半径を２倍、３倍、…と数が変わるとどうなるだろうか、
正方形の一辺と面積など異なる図形だとどうなるだろう等、発展的に考えさせることでより深い学びに向かわせる
ようにする。
・このような数学的活動を充実させることで、理解を確かなものとし、数学のよさに気付き、算数で学んだことを活
用しようとする態度の育成につながると考える。

○ 【他教科と関連付けた指導】
・棒グラフの読み取りに課題が見られた。算数科の学習だけでなく、他教科においてもグラフから読み取れること
について、文章でまとめたり、説明したりする活動を仕組む必要がある。そうすることで算数で身に付けた基礎的・
基本的な知識・技能をより確実なものにするとともに、児童にとって算数の学習が意味あるものとなり、数学のよさ
を実感を伴って味わうことができるようになる。その際、一目盛りの大きさに着目させ、「以下」「以上」「未満」「約」
等の用語を用いることを意識して説明させるとより効果的である。

Ⅲ－(２)小学校算数科（３／３） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用

■調査結果の分析　【指導改善について】

○ 【きめ細やかな指導の継続】
・佐賀市の正答率は、評価の観点別にみると、「知識・技能」「思考・判断・表現」の２観点とも県の正答率を上回っ
ている。また、「数と計算」「図形」「測定・変化と関係」「データと活用」の４つの領域別に見ても、どの領域も県正答
率を上回る結果となっている。そのほか設問ごとの無解答率が対県比で下回っており、あきらめずに取り組もうと
する佐賀市の子どもたちの良さが見られた。これまでスキル学習や少人数授業等、きめ細やかな指導に取り組ん
できた成果と考えられる。今後も、スキル学習、習熟度別少人数授業の工夫、意見交流を取り入れた指導、ノート
指導等、きめ細やかな指導を継続し力を入れていくことが必要である。



・

・

・

○グラフ

話す・聞く 72.6 72.5 1.00
書く 73.1 72.3 1.01

○内容
　　　・
　 領域

言語の特徴と読むことは、佐賀県平均を下回っているが、話すこと・聞くこと、書くことの領域では佐賀県
平均を上回っている。

学習指導要領の領域等 佐賀市 佐賀県 対県比
言語の特徴 53.9 54.4 0.99

読む 49.0 49.4 0.99

0.99
思・判・表 64.9 64.7 1.00

○評価
     の
   観点

知識・技能は、佐賀県平均を下回っているが、思考・判断・表現は、佐賀県平均を上回っている。

評価の観点 佐賀市 佐賀県 対県比
知・技 53.9 54.4

Ⅲ－(２)中学校国語科（１／３） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用

◆　　令和２年度　佐賀県小・中学校学習状況調査結果　《中学校・国語科》　　◆

■調査結果の概要

問題の結果

○全体 佐賀市の平均正答率は佐賀県の平均正答率と同等である。全２０問中で佐賀県平均を上回ったのは８
問である。

佐賀市 佐賀県 対県比
62.1 62.1 1.00

1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.01 0.99

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

国語 知・技（観点） 思・判・表（観点） 言葉の特徴（領域） 話す・聞く（領域） 書く（領域） 読む（領域）



6 二
言葉の特

徴や使い方
知識・技能

表現の技法について理解できているかを問う問題であったが、期待
正答率を８．６ポイント下回る結果となった。表現の技法については、
小学校第５学年及び第６学年で「表現の工夫に気づく」ことが求めら
れ、中学校第１学年で「理解し使う」ことへと進む。様々な表現技法の
中の「比喩」、さらに「直喩」と「隠喩」の違いを明確に整理しておく必
要があった。

単語の類別につ
いて理解する

○グラフ
対県比

5 二 読むこと
思考
判断
表現

登場人物の言動の
意味などについて
考え、内容を解釈す
る。

登場人物の言動の意味などについて考え、内容を解釈する。この設
問は他の設問に比べて明らかに無解答率が高かった。ストレートな
心情描写ではなく生徒にとって考えることが難しい設問であったと推
察される。また、誤答として、問題中に「うれしい気持ちだけでない別
の気持ち」とあるのに対して、「うれしい気持ち」と解答したものが多く
見られ、含意を読み取ることができていなかった。さらに、問題文の
中に対話の形が含まれており、対話の内容に合わせた解釈をするこ
とができていなかった。

4 四 読むこと
思考
判断
表現

文章と図表などを
結び付け、その関
係を踏まえて内容を
理解する。

文章と図表などを結び付け、その関係を踏まえて内容を理解すること
に課題がある。文中に「（図）」という言葉があるが、その言葉に注目
することができていなかったと考えられる。また、図の中にタイトルや
説明が書かれていたが、それとの関連についても注目できている生
徒が少なかったと推察される。

4 三 読むこと
思考
判断
表現

文章の中心的な部
分と付加的な部分
との関係について
叙述をもとに捉え
る。

文章の中心的な部分と付加的な部分との関係について、叙述をもと
に捉えることに課題がある。本設問は、記述式であったため、答えの
一部は書くことができていたが、全てを解答することができていなかっ
た。また、解答となる部分が複数の段落にまたがっており、文章全体
を広く読むことができていないため、解答を見つけることができなかっ
たと考えられる。さらに、誤答の中に、「嗅覚」「味覚」などの言葉を書
いているものがあり、語句の意味を理解せずに解答しているものが
多くみられた。このことから、生徒の語彙が不足していることが分かる
とともに、日常的に使用しない語句の意味を文脈から考えることが得
意ではない状況がみられる。

3 五 書くこと
思考
判断
表現

読み手の立場に
立って、文章を整え
る。

連続テキスト（文章）から読み取った情報と、非連続テキスト（グラフ）
の情報を関連させて読み取ることに課題がある。特に、複数の情報
から目的に応じて必要となる情報を選択することに課題がみられた。
また、読み取った情報を文脈に合わせて整理し、読み手に正確に伝
えるよう表現することにも課題がみられた。

1 二
話すこと
聞くこと

思考
判断
表現

論理の展開など
に注意して聞く

話合いの展開に注意し、発言の内容や意図を理解することに課題が
ある。また、中学１学年では、「互いの立場や考えを明確にしながら
話し合い、自分の考えをまとめる」という設問において正答率が低い
ことから、論の構成や話の要点を捉え、互いの立場や考えを理解す
ることに課題があると言える。

■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)中学校国語科（２／３） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用
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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。

読むこと 読む

書くこと 書く

○ 読むことの指導の工夫
　読むことについては、５つの設問中３つの設問において期待正答率を下回っている。説明的な文章においては、
文章の中心的な部分と付加的な部分との関係について叙述をもとに捉えること、文章と図表などを結び付け、その
関係を踏まえて内容を理解することに課題がある。また、文学的な文章においては、登場人物の解釈に関わる言
動の意味などについて考え、内容を読み取ることに課題がある。
　指導にあたって、説明的文章においては、図表が文章の中心的な部分、または付加的な部分のどの部分と関連
しているのかを確認するなどして、書き手の伝えたい内容をより的確に読み取るように指導することが大切であ
る。また、読む目的に応じて段落ごとに内容を捉えたり、段落相互の関係を押さえたりしながら、さらに大きな意味
のまとまりごとに、文章全体における役割を捉えるように指導することも重要である。文学的文章においては、描写
表現に注目し、登場人物の心情やその変化について、的確に読み取ることができるように指導する必要がある。
　以上のような指導のために、授業において、言語操作や適切な言語活動を設定し、生徒がより主体的に、目的に
応じて必要な情報に目を向け、そのいくつかの情報を整理し、読み取るなどの学習活動が考えられる。

思考・判断・表現 思・判・表 話すこと・聞くこと 話す・聞く

言葉の特徴や使い方の指導の工夫
 文法を学習する意義は、何気なく使っている言葉を意識化し、日本語を「言語としてとらえる」ことにある。文の成
分や単語の役割を学ぶことで、日常の言語生活を見直す機会にするとともに、古典文法につながる位置づけとし
てもしっかりと学ばせたい。
　指導にあたっては、文法の学習を文法学習の時間にだけ取り立て行うのではなく、折に触れ、振り返る時間を設
けることが必要である。また、既習の学習内容と新たな学習内容を関連づけた指導も行いたい。
　表現技法の指導についても、詩や短歌、俳句などの韻文で、その働きや効果を学習させるとともに、名称につい
ても用語としてしっかり定着させたい。その上で、日常生活の中で実際に使えるよう、「読むこと」「書くこと」「話すこ
と」の領域でもとりあげて指導していく必要がある。

評価の観点 表記 内容・領域 表記

知識・技能 知・技 言語の特徴や使い方に関する事項 言語の特徴

■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
　話すこと・聞くことについては、５つの設問中、全ての設問で期待正答率を上回っているが、「論理の展開などに
注意して聞く（選択式）」の設問のみ正答率が低い結果になっている。また、話すこと・聞くことの領域で、記述式の
設問では無解答率がやや高く、発言を受けて共通点を考えることや、他者の考えを尊重して自分の考えをまとめて
述べることにも課題がみられる。学習活動の中で、話題に沿って考えを形成し、話して表現することではできている
ようである。しかし、聞くことや話し合いを経て自分の考えをまとめることに課題があると考えられる。
　指導にあたっては、話すことだけではなく、聞くことにも重点を置いた単元を設定していくことが大切である。論理
の展開や話し手の意図に注意して聞き、話し手の考えと比較しながら自分の考えをまとめていくという過程におい
て、聞き手が質問や評価をするような学習活動を数多く設定したい。また、話合いの計画表やワークシートを活用
して、話合いの流れや評価の観点を明示し、目的（情報共有や合意形成、論点等）を明確化した言語活動を設定
することが大切である。

○ 書くことの指導の工夫
　書くことについては、集めた材料を整理し、段落構成や展開を明確にして自分の考えを伝えることについては概
ね良好な状況にあるものの、非連続テキスト（図表等）から読み取った情報（傾向や数値等）を関連させて捉えた
り、読み取った情報を目的や読み手の立場に合わせて正確に伝えたりすることに課題がみられる。また、記述式
の設問２問ともに無解答率がやや高く、目的や相手、文字数等を指定した条件付きの作文にも課題がみられる。
　指導にあたっては、「題材の選定・情報の収集・内容の検討・構成の検討・考えの形成・記述・推敲・共有」という
プロセスを踏まえた指導を繰り返し丁寧におこなうとともに、短時間で取り組めるよう指導事項を焦点化した表現活
動をできるだけ数多く行いたい。また、連続テキスト（文章・話）や非連続テキストの内容を情報の観点（情報と情報
の関係、情報の整理）から捉えなおし、目的や条件等を踏まえ読み手を想定して表現する活動を今後さらに充実さ
せることも必要である。なお、これまでと同様に書いた文章を相互に読み合い、題材の捉え方や材料の用い方、叙
述の仕方（特に、文末表現の統一）、表記や語句の用法を確かめる等、観点を明確にした協動的・対話的な学習
活動を適切に行うことが必要である。

Ⅲ－(２)中学校国語科（３／３） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用



・

・

・

■「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。

Ｃ 関数 関数
Ｄ データ活用 データ活用

知識・技能 知・技 Ａ 数と式 数と式
思考・判断・表現 思・判・表 Ｂ 図形 図形

評価の観点 表記 内容・領域 表記

内容・領域 佐賀市 佐賀県 対県比

○グラフ

関数 57.3 58.2 0.98
データ活用 30.6 31.0 0.99

○内容
　　　・
　 領域

数と式 58.9 59.4 0.99
図形 46.1 45.8 1.01

対県比

42.8 43.6 0.98

図形は，佐賀県平均をやや上回っているが，数と式，関数，データ活用は，佐賀県平均をやや下回って
いる。

評価の観点
知・技
思・判・表

53.5 1.0053.5

○評価
     の
   観点

知識・技能は，佐賀県平均と同等であったが，思考・判断・表現は，佐賀県平均よりやや下回っている。

佐賀市 佐賀県

Ⅲ－(２)中学校数学科（１／３） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用

◆　　令和２年度　佐賀県小・中学校学習状況調査結果　《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，佐賀県平均とほぼ同値である。全２０問中，佐賀県平均を上回ったのは，８問で
あった。

佐賀県 対県比
50.1 0.99

佐賀市
49.7

0.99 1.00 0.98 0.99 1.01 0.98 0.99 

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
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1.40



小学校で学習した，中心角が120°の扇形の弧の長さを求める
問題。円の面積＝半径×半径×3.14や円周＝直径×3.14の定
着はかなり高い。しかし，中学校では，3.14をπで，直径は半径
の2倍(２ｒ)と文字を使って表すことで，小学校で学習したものと
は別物であるかのように捉えている。また，ℓ＝２πｒ，S＝πｒ２×
x/360などの公式の意味を理解せず，式の暗記だけを行い，使
いこなせていない状況もある。小学校で学習したことを大事にし
ながら，扇形が「円の何分のいくつ（円の何倍）」になるのかを理
解させることで，小中の学習がうまくつながり，理解が深まると考
える。また，文字が何を表しているのかを理解させて公式を導く
ことも重要である。

扇形の弧の長さを
求めることができ
る。

知・技図形4 (1)

図形（３）5

この問題は，1年生の内容で，「範囲」を求めさせる問題。範囲
＝（最大値）－（最小値）であることを理解していない生徒が多
かった。2年生で学習する「箱ひげ図」でも重要となるので，ここ
で理解をさせておくことが必要である。また，データの活用でで
てくる，範囲（レンジ），平均値，中央値（メジアン），最頻値
（モード），代表値等の数学用語を正しく使って説明させることも
意識したい。

表から範囲を求め
ることができる。

知・技データ活用(1)8

３つの事柄を問う問題である。1つ目は，言葉の意味を理解して
いるか，2つ目は，度数＝合計×相対度数を理解しているか，3
つ目は最頻値を求めることができるかであった。1つ目の言葉の
意味については8(1)で述べたとおり，言葉の意味を理解させる
必要がある。2つ目の度数を求めることはよくできていたが，3つ
目の度数分布表から最頻値を求めることを，苦手としている生
徒が多かった。度数分布表から，最頻値を求める指導が不十分
であった。データそのものを与えられたときと，度数分布表が与
えられたときと，それぞれの場合から最頻値を求める方法を，確
認する必要がある。

2つの資料の度数分布多角形の特徴を的確にとらえて，その理
由を説明する問題。度数分布多角形のある階級のみの比較
や，山の高さのみで判断している解答が見られた。また，無解
答率も23ポイントを超えるなど，記述の仕方そのものが分かって
いない状況もあった。数学では2つの資料を比較して，その特
徴を見出すことが多いが，授業の中で，判断の理由になるとこ
ろを生徒に気付かせ，比較するポイントを日頃から指導していく
ことが重要である。

度数分布表から
最頻値の求め方
について理解して
いる。

知・技データ活用

Ⅲ－(２)中学校数学科（２／３） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用

■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

5 (2) 図形 知・技
証明の必要性と意
味を理解してい
る。

対頂角が常に等しいことの証明に関する問題。①の説明では，
特定の値でしか成立しない。常に等しくなることを言うために
は，文字を使って説明することが必要であることの理解が不十
分であった。帰納的に物事を考えることも大切である。しかし，
「常に」「どんなときも」といったときは，演繹的に示す必要があ
る。そこに，証明の必要性があるということを理解させたい。さら
に，証明された事柄は，常に正しいことを意識づけることが必要
である。
n－２が何を表しているのかを「対角線」という言葉を使って説明
する問題。これも，単に公式暗記だけでは対応できない問題で
ある。n角形の内角の和を求める式を導き出すことを丁寧に指導
していたかが問われる問題であった。1つの頂点から引いた対
角線で分けられた三角形の個数であることを記述できない生徒
が多くみられた。四角形，五角形，六角形・・・と帰納的に操作
活動をする中で，生徒たちから気付きを出させ，ｎ角形の場合を
導く丁寧な指導が重要である。さらに，日頃から，記述の仕方に
ついて指導しておくことが求められる。

n角形の内角の和
を求める式180°
×（n－２）の
（n－２）が何を表
しているかを説明
することがで
きる。

思・判・表

(2)8

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。

思・判・表データ活用（４）8



○

○ データの活用領域の分析及び指導改善
　データの活用領域は，すべての領域の中で，正答率が最も低く，到達基準を4.4ポイント下回っている。特に知識・技能
の観点の問題は，他の領域に比べて正答率が低い傾向にあり，基本的な数学的語彙が習得できていないと考えられる。
学習する時期が，１年生の終盤の時期であるため，単元学習終了後に当該学年での定期テストや実力テストがないの
で，授業中に繰り返し学習や，レディネステストでつまずきを指導していくことが重要である。また，上級学年進級後の定
期テストの問題でこの領域の評価と，つまずき指導を行い，必要な知識・技能を忘れさせないことが不可欠である。設問
別では，ほとんどの問題で期待正答率を下回った。特に，表からデータの「範囲」を問う８(１)は，佐賀市平均正答率2６.
５％で，県平均を４.４ポイント下回った。「範囲」という言葉の意味を正確に理解させ，その書き表し方を習得させる必要が
ある。そのためには，授業中にレディネステストを行い，どんなところでつまずいているのかを評価し，繰り返し指導するこ
とが重要である。「最頻値」の意味を問う8(2)は，佐賀市平均正答率28.7％で，県平均を2.8ポイント下回った。「最頻値」と
「最頻値の度数」の違いを理解させること，度数分布表の場合の「最頻値」の書き表し方とデータだけの時の「最頻値」の
書き表し方の違いについても理解させる必要がある。また，資料の傾向を適確に捉え，判断の理由を数学的な表現を用
いて説明する8(4)は，佐賀市平均正答率20.8％（無解答率23.6％）で，県平均を1.7ポイント下回った。度数分布多角形
の特徴を比較するときの着目点を理解させる必要がある。また，解答類型には，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。説明するときには，単にその状態を比較するだけでな
く，結論まで書き表さなくてはいけないことを理解させる必要がある。データ活用領域においては，「最頻値」，「中央値」
などの語彙を正確に理解しているかが大切になってくる。知識・技能の向上についてはレディネステストを繰り返し行って
いくことで，定着していくと考えられる。表現力を高めるには，数学的語彙の習得だけでなく，他教科とも連携しながら力を
つけていく必要がある。ＩＣＴを活用した授業で多様な考えを引き出したり，レポート作成を行ったり，定期テストで，表現力
を問うような問題を設定することで，適切に評価し，指導に結び付けていくことが必要である。

図形領域の分析及び指導改善
・同位角と錯角の意味を問う【５】（１）では，佐賀市平均正答率は79.4%で県平均を上回った。これまで，角の位置関係を
的確に捉えることができるよう，角の大きさを求める指導だけでなく，数学用語を用いて説明させるなど丁寧に指導してき
ている成果である。
・円錐の体積の求め方を問う【４】（２）では，佐賀市平均正答率は61.3%で，おおむね達成の期待正答率を上回ったもの
の，県平均を2.1ポイント下回った。授業においては，実験や観察を通して，円柱・角柱と円錐・角錐の体積を比較するな
ど，視覚的に印象付けながら理解を深めさせる必要がある。
・おうぎ形の弧の長さを求める設問【４】（１）においては，佐賀市平均正答率は31.4%で県平均を0.9ポイント下回り，課題
が見られた。おうぎ形の弧や面積を，円の周の長さや面積の一部として捉えられておらず，中心角の大きさに比例するこ
とから円をもとに求められるという理解が不十分であると考えられる。授業においては，求め方を公式として教え込むので
はなく，おうぎ形と円とを対比させて，中心角の割合から求め方が導き出せるように丁寧な指導が必要である。おうぎ形の
中心角の大きさや弧の長さ，面積の関係を捉えられるよう，操作活動を通して，円とおうぎ形を関連付ける意識をもたせる
ことが大切である。
・証明の必要性と意味を問う【５】（２）の佐賀市平均正答率は33.3%で，県平均を0.4ポイント下回り，おおむね達成の期待
正答率も6.7ポイント下回った。実測や操作などの帰納的な方法による説明では，全ての図形について事柄が成り立つか
どうかを調べつくすことができないということの理解に課題があったと考えられる。どんな場合でも説明できていることを理
解させるため，授業においては，帰納的な方法による説明と比較しながら，演繹的な推論による証明は，事柄がいつも成
り立つことを明らかにする方法であることを理解する場面を設定することが大切である。
・n角形の内角の和を求める式が何を表しているかを説明する【５】（３）では，県平均を3.1ポイント上回ったものの，おおむ
ね達成の期待正答率を5.1ポイント下回った。数学的な表現を用いて説明することに課題が見られ，無回答率が23.0%と
高いことから抵抗感を抱いていることが推測される。授業においては，式を使って解くだけでなく，その式を見いだす過程
を大切にして理解を深めさせる必要がある。観察や操作，実験などを通して試行錯誤したり，見いだした図形の性質を，
数学用語を用いて説明し合ったりする学習活動を取り入れいることで，抵抗感を和らげ，説明する力も高まっていくと考え
られる。
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■調査結果の分析　【指導改善について】
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