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４ 小学校国語に関すること

（１）全体的な結果

①国語Ａ

正答数の分布

国語Ａ 平均正答数
平均正答率の95％

中央値 標準偏差
信頼区間

千葉県(公立） 12.5問 / 15問 82.7 － 84.2％ 13.0問 2.8

全 国(公立） 12.5問 / 15問 83.2 － 83.5％ 13.0問 2.8

正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：割合％）

②国語Ｂ

正答数の分布

国語Ｂ 平均正答数
平均正答率の95％

中央値 標準偏差
信頼区間

千葉県(公立） 7.8問 / 10問 77.2 － 79.2％ 9.0問 2.4

全 国(公立） 7.8問 / 10問 77.7 － 78.0％ 9.0問 2.4

正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：割合％）

国語Ａ･Ｂとも正答数,平均正答率の９５％信頼区間等は，全国とほぼ同程度である。
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（２）設問別について

①全国より５ポイント以上高い設問

＜国語Ａ＞

・該当なし

＜国語Ｂ＞

・該当なし

②全国より５ポイント以上低い設問（課題がある設問）

＜国語Ａ＞

・該当なし

＜国語Ｂ＞

・該当なし

③正答率の低い設問（課題がある設問）

＜国語Ａ＞で６０％以下の設問
・該当なし

＜国語Ｂ＞で５０％以下の設問
・該当なし

④秋田県との差が１０ポイント以上の設問
・秋田県より正答率が高い設問は該当なし

・秋田県より正答率が低い設問（さらに伸ばしたい設問）

＜国語Ａ＞

設問番号 出 題 の 趣 旨 千葉県 全 国 秋田県 差(秋田)

１二（１）漢字を正しく書く(ひさしぶりにおじさんに会う) ７６.４ ８０.１ ８７.４ －１１.０

４ 文と文との意味のつながりを理解し，一文に書 ６１.８ ６０.３ ７３.６ －１１.８

き改める（報告書Ｐ１２～Ｐ１４参照）

＜国語Ｂ＞

設問番号 出 題 の 趣 旨 千葉県 全 国 秋田県 差(秋田)

４ 目的や意図に応じて，必要な情報を関係付けて ６６.０ ６５.５ ７７.２ －１１.２

読み，理由を明確にして説明する（報告書

Ｐ１５～Ｐ１８参照）
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（３）課題等

○ 聞き手が理解しやすいように，話の全体の構成を工夫することにつ
〔Ａ６〕

いては，相当数の児童ができる。

○ 読み手が評価した内容を整理することについては，相当数の児童が
〔Ｂ１〕

できる。

◆ 文と文との意味のつながりを理解し，一文に書き改めることに課
〔Ａ４〕

題がある。

○ 説明的な文章の内容を押さえながら読むことについては，相当数の 〔Ａ２〕
児童ができる。

◆ 目的や意図に応じて，必要な情報を関係付けて読み，理由を明確に 〔Ｂ４〕
して説明することに課題がある。

○◆今回出題した漢字の読みと書きについては，相当数の児童ができ 〔Ａ１〕
るが，今後更に伸ばしていきたい。

◆Ａ１二（１）

○ 語句の構成や語形の変化を理解することについては，相当数の児童
〔Ａ９〕

ができる。

○・・・多くの児童ができている設問

●・・・正答率が低く課題のある設問

◆・・・秋田県と比較して課題である設問

〔 〕内の記号は，問題冊子と設問番号

話すこと・

聞くこと

書くこと

読むこと

言語事項
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（４）課題のある設問に関する指導方法の改善ポイント

①＜国語Ａ：主として知識に関する問題＞

４ 文と文との意味のつながりを理解し，文の論理を考えて書くことに課題がある。

設問番号 設問の概要 設問の趣旨

メモを基にして，児童会だよりの中に入 文と文との意味のつながりを理解し，文の論理

る適切な内容を書く を考えて書くことができる

主な解答類型

１(正答） ２(正答） ３（正答） ４ ５

「開会式の集合 「ないように」 「ないように」 その他の解答 無解答

４ 時こくにおくれ を使った上で， を使わず，「間

ないように」と 「集合時こく」 に合うよう」，

解答 を「集合時」等 「おくれないた

と解答 めに」等と解答

５４.０％ ３.８％ ４.０％ ３６.２％ ２.０％
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【分析】

・ 誤答の中には，「集合時こくにおくれないように」や「開会式におくれないように」と，正答に

必要な言葉である「開会式」や「集合時こく」のどちらか一方，もしくはどちらも省いて解答し

ているものがある。また，「開会式に」や「開会式の集合時こくに」のように，指示された文の

構成にしないで解答していたり，「開会式の集合時こくにおくれないようにする。」のように，文

末の「早めに行動すること。」とのつながりを考えずに解答していたりするものなどがある。

伝えるために必要な言葉を的確にとらえることができなかったり，文と文とのつながりを考え

て言葉を書き換えることができなかったりしたと考えられる。

・ 過去の全国調査では，以下のとおり，同様な問題を取り上げている。

実施年度 設問番号 問 題 本県正答率 秋田県正答率

平成１９年度 国語Ａ５ 文を構成する ５８.６％ ６６.０％

平成２０年度 国語Ａ３ 文章を推敲する ４３.２％ ３９.１％

平成２１年度 国語Ａ８ 一文を二文に分ける １６.９％ ２５.５％

平成２２年度 国語Ａ４ 文の論理を考えて書き直す ６１.８％ ７３.６％

過去３か年は，複数の内容を含む一文を分析して理解することに課題があることがわかり，本

年度の問題からは，接続助詞を使って二文を一文に書き換えることに課題があることがわかる。

これらのことを踏まえると，複数の内容を含む一文の中の語句の役割や語句相互の関係を理解

したり，文と文の関係を押さえながら言語を操作して一文に書いたりすることに課題があると考

えられる。

【改善ポイント】

・ 相手に伝えたいことを的確に表すには，文と文のつながりを理解できるようにすることが重要

である。そのためには，「書くこと」の記述や推敲の段階などにおいて，文と文との接続関係に

着目し，必要に応じて複数の文を一文に書き換えるように指導することが大切である。さらに，

一文が長くなり，意味が伝わりにくい重文や複文については，一文一文に分けて簡潔に書くよう

に指導することも大切である。

・ すべての教科において，発表する際にも，「○○さんの考えに賛成です。それは，～だからです。」

のように，一文を短くするなど，相手に伝えたいことを的確に表す指導を，普段から行うことが

大切である。

・ 授業については，国立教育政策研究所教育課程研究センター発行の「授業アイデア例」（次ペー

ジ参照）を参考に本設問を取り扱った授業をすることが有効であり参考としたい。

・ 千葉県教育委員会作成の，小学生のうちに身に付けてほしい内容に対応した問題である「ちばっ子

チャレンジ１００」(千葉県総合教育センターのポータルサイト上に掲載)を活用してほしい。
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国立教育政策研究所教育課程研究センター発行「授業アイデア例」より

ＵＲＬ：http://www.nier.go.jp/10chousakekkahoukoku/10jugyourei.htm
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②＜国語Ｂ：主として活用に関する問題＞

４ 目的や意図に応じて，必要な情報を関係付けて読み，理由を明確にして説明する

ことに課題がある。

設問番号 設問の概要 設問の趣旨

三つの時計の中から，条件に合ったものを選 目的や意図に応じて，必要な情報を関係付

び，それを選んだ理由を書く けて読み，理由を明確にして説明すること

ができる

（正答の条件）

①選ぶ目覚まし時計を「Ｃ」と書いている。

②目覚まし時計の価格について触れている。

※Ｃの目覚まし時計の価格について【資料】にある「４２００円」と，【決めたこと】にあ

る「５０００円より安い」という具体的な数値をいずれも書いている。

③目覚まし時計の目覚まし音について触れている。

４ ※Ｃの目覚まし時計の目覚まし音について，【資料】と【決めたこと】にある「音楽」とい

う具体的な言葉を書いている。

④ 書き出しの言葉を含めて６０字以上，８０字以内で書いている。
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主な解答類型

１(正答） ２(正答） ３ ４ ５ ６ ７

条件①，②， 条件①，②， 条件①，②， 条件①，② 条件①は満 その他の 無解答

③，④のい ④のいずれも ③のいずれ はいずれも満 たしている 解答

ずれも満た 満たしている も満たして たしている が，条件②，

している もののうち， いるが，条 が，条件③は ③はいずれ

条件③につい 件④は満た 満たしていな も満たして

て，【決めた していない いもの（価格 いないもの

こと】に合う にのみ触れて

ということに いるもの）他

のみ触れてい

る他

７.３％ ５８.７％ ６.４％ １４.２％ ３.４％ ７.１％ ２.８％

【分析】

・ 誤答には，「（選ぶ目覚まし時計は，）Ｃ（です。理由は，）価格が５０００円以下の４２００円だ

し，ボタンを押すと日付けの表示に買えることができてよい」や「（選ぶ目覚まし時計は，）Ｃ（で

す。理由は，）好きな音楽にできるので，起きたとき気持ちがよいから」のように，価格と目覚

まし音のいずれか一方しか触れずに解答しているもの（解答類型４）が１４．２％，価格と目覚

まし音の両方に触れているが，求められた字数に即さずに解答しているもの（解答類型３）が６．

４％ある。また，「（選ぶ目覚まし時計は，）Ｃ（です。理由は，）ボタンを押すと日付けがわかる

から」のように，選ぶ目覚まし時計の記号のみを正しく選択しているもの（解答類型５）が３．

４％ある。

解答類型６は，７．１％ある。その中には，「（選ぶ目覚まし時計は，）Ａ（です。理由は，）ほ

かの物よりＡのほうが安いし，特定した時こくになるとおはようといっておこしてくれるからで

す」や「（選ぶ目覚まし時計は，）Ｂ（です。理由は，）価格が高いからいいものだと思うし，『午

後』『午前』という表示が変わるから使いやす

い」のようにＣ以外の目覚まし時計を選択して

解答しているものなどがある。複数の情報を比

べて読み，条件を満たしているものを選択した

上で，その理由を明確にして説明することがで

きなかったと考えられる。

・ 過去の全国調査では，平成１９年度国語Ｂ４

一「情報を読み取る＜お客様セールのちらし＞」

において同様な問題を取り上げている。これは，

友達にちらしの内容を説明することができるか

どうかをみる問題であり，目的に応じて，情報

に含まれた曜日や人数などの必要な事実を的確

に読み取ることに課題があった（千葉県正答率

６５．７％）。

今年度の設問からは，決定した条件において

複数の情報を比較検討し，条件に即したものを

的確に選択した上で，その選択の理由を明確に
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説明することに課題があることがわかる。

これらのことを踏まえると，目的や必要に応じて，情報に含まれた必要な事実を的確に読み取

ったり，必要な情報を関係付けて読み取った上で，理由を明確にして説明したりすることに課題

があると考えられる。

【改善ポイント】

・ 目的や意図に応じて，必要な情報を収集し，選択するには，複数の情報を比べて読むなど，効

果的な読み方を工夫できるようにすることが重要である。そのためには，複数の情報に含まれる

共通点や相違点を整理して検討するように指導することが大切である。その際，複数の情報につ

いて観点を明確にして分類するとともに，情報の内容が持つ特徴や情報の送り手が強調している

事柄などをとらえることができるようにすることが大切である。また，示された情報の内容だけ

ではわからないことやわかりにくいことなどについても検討することが大切である。

・ 国語の授業だけでなく，社会科の資料の読み取り，理科でのグラフの読み取りなど，どの教科

にも関わる内容であり，目的や意図に応じて必要な情報を収集，選択，比較するなどの指導を重

ねることが大切である。

・ 授業については，国立教育政策研究所教育課程研究センター発行の「授業アイデア例」（次ペー

ジ参照）を参考に本設問を取り扱った授業をすることが有効であり参考としたい。

・ 千葉県教育委員会作成の，小学生のうちに身に付けてほしい内容に対応した問題である「ちばっ子

チャレンジ１００」（千葉県総合教育センターのポータルサイト上に掲載）を活用してほしい。

（参考）

・ ＰＩＳＡ調査では，読解力を「情報の取り出し」，「テキストの解釈」，「熟考・評価」としてと

らえ，それを踏まえ，新しい学習指導要領では，知識・技能の活用など思考力・判断力・表現力

等をはぐくむため，以下の学習活動を重視している。

①体験から感じ取ったことを表現する

②事実を正確に理解し伝達する

③概念・法則・意図などを解釈し，説明したり活用したりする

④情報を分析・評価し，論述する

⑤課題について，構想を立て実践し，評価・改善する

⑥互いの考えを伝え合い，自らの考えや集団の考えを発展させる
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国立教育政策研究所教育課程研究センター発行「授業アイデア例」より

ＵＲＬ：http://www.nier.go.jp/10chousakekkahoukoku/10jugyourei.htm


