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平成30年度全国学力・学習状況調査におけるつまずきに対する推奨したい取組み【小学校・国語】 

(1) つまずきの多かった問題 

問題を受けて付けたい力 

(2) これから必要な指導 

  または、付けたい力を付けるために 
(3) すぐに具体的に取り組むこと ※ 推奨したい理由 

Ａ３ 

【オムレツを作ったあとの感想】を

踏まえ、【オムレツのページ】をどの

ように読めばよいか、適切なものを

選択する。（３・４年） 

○目的に応じて、文章と図表などを結び付

けるなどして、必要な情報を見付ける活

動を取り入れる。 

○新聞記事等を配り、指示語、接続語、文

末表現に着目して筆者の主張を捉えさせ

る学習や、必要な箇所に線を引いたり要

約文を書かせたりする学習に取り組ませ

る。 

※新聞等の日常生活と関連付けた資料を

活用し、キーワードを見付けながら読む

活動を通して読む力を身に付けようと

している。 

Ａ５ 

【春休みの出来事の一部】の中で、  

あ  部といいい部とのつながりが

合っていない文を選択し、正しく書

き直す。（３・４年） 

○主語と述語の関係に着目して、書いたも

のをしっかり推敲させる。 

○国語の書く単元や、社会科や総合的な学

習の時間のまとめの学習等において、書

いた文章に主語と述語のねじれがないか

確認する作業を取り入れる。書き終えた

ら精読して点検する習慣づけを図る。 

※国語の学習と他教科、他領域との関連を

図っており、国語の学習を生かす場面を

作っている。 

○日常の「話す」活動や「書く」活動を中

心に、主語と述語をしっかりと入れた言

葉のやり取りに常に取り組ませていく。 

○主語がはっきりとわかる文章表現や、主

語と述語の関係を明らかにして文章を書

かせたりしていくことに力を入れる。授

業における振り返りの時間に、まとめを

書く活動を確実に取り入れる。 

○授業の中での発表や受け答えなどにおい

て、ふさわしい話形を示しながら、正し

い受け答えの在り方を体験し、その体験

を重ねて伝え合う力の向上を図る。 

○日頃から、児童が書いた文章を点検し、

正しい主語と述語の関係による文章を日

頃から書くことに慣れさせ、分かりやす

く書く習慣を定着させていく。 

※授業の時間を核として、主語と述語の関

係を明確にしながら話す活動を充実さ

せ、定着を図ろうとしている。 

 

※日頃からの点検・評価を大事にしながら

書く活動を意図的に仕組んでいる。 

○相手や目的に応じて、語句の役割や、語

句相互の関係に気をつけて文の組み立て

を考えさせる。 

○「誰、いつ、どこで、なにを、どのよう

に、なぜ」といった文の構造を取り上げ

て指導する。 

○授業の中で①モデルの提示②魅力ある題

材の設定③相手意識や目的意識の明確化

を意識した言語活動を位置付け、書く力

の向上を図る。 

○主語と述語、修飾語と被修飾語の関係に

ついて、文の構造を取り上げ指導する。 

※誤答の傾向分析から、日常の授業改善の

視点を明確にした取組みを行っている。 

Ａ７ 

【話を聞いている様子の一部】の

○文章の読解や話し合いの際に、筆者や話

し手の意図について正しく理解し、簡潔

○新聞の記事を読み、何について書いてあ

るのか、何を言いたいのかを書き、文章

※付けたい力を明確にして、日常的に継続

的に取り組んでいる。「新聞大魔王」と
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アアア、イイイに入る内容の組み合

わせとして適切なものを選択する。

（５・６年） 

にまとめる活動を増やす。 

○相手が伝えたいことを、文と文の前後の

つながりから読み取る（推測する）力、

図と文を結びつける力を育成する。 

に慣れ、主題等を読み取る力を育成する。 

○「新聞大魔王」という問題を通して行う。 

いう、児童が楽しみながら取り組めるよ

うなネーミングも効果的である。 

○児童にとって馴染みがなく、実際に使う

場面も多くないので、敬語について意識

して日常場面でも使っていく。 

○総合的な学習の時間の中で、施設訪問に

行く事前指導として話し方を指導する。 

※他領域との連携を図っている。敬語を使

う必要感を持って学習できるようにし

ている。 

Ｂ１二 

【話し合いの様子の一部】における

司会の発言の役割として、適切なも

のを選択する。（５・６年） 

○一つの正しい答えを導き出す話し合いだ

けでなく，考えのよさを整理したりまと

めたりするような，さまざまな話し合い

を経験させる。 

○「明日をつくるわたしたち」の単元で、

司会者を決めてグループ協議を行う。司

会者を全児童に経験させる。 

○学級活動でグループ協議を行う際、適宜

司会者を置いて話し合わせる。 

○話し合いの内容を使った類似問題を、パ

ワーアップの時間（帯時間）に学習する。 

※取組みが授業レベルまで考えられてい

て具体的で、つまずきに対して実効性が

ある。 

Ｂ１三 

これから言葉をどのように使ってい

きたいかについて、北川さん、小池

さんのいずれかの意見を取り上げ、

アアアを書く。（５・６年） 

Ｂ２二 

【おすすめする文章】のア アアに、

むし歯を防ぐ効果について、【保健室

の先生の話から分かったこと】を取

り上げて詳しく書く。（５・６年） 

○日頃から話し手の意図を捉えながら聞

き、自分の意見と比べて考えを深める習

慣を身に付けさせる。 

○文章で解答する問題は無解答が多いの

で、条件を踏まえて適切に文章表現でき

るような取組みを導入する。 

○全員が自分の考えを発表し、友達の意見

と比べて考える学習活動に継続的に取り

組む。日常的にホワイトボードを活用し

意見交換をする。 

○国語、社会等で自分の考えを短文にまと

める時もホワイトボードを活用する。 

※比べて考えたり、文章で解答したりする

ことが苦手な児童に対し、ホワイトボー

ドを活用することで思考を組み立て、意

見をまとめる手助けになる具体的な取

組みをしている。 

Ｂ２一 

「かみかみあえ」についての【おすす

めする文章】の最初の部分にああああ

のように書いた理由として適切なも

のを選択する。 

○文章全体の構成の効果を考えて書くこと

ができるような指導の手立てをとる。 

○「明日を作るわたしたち」の単元で、例

示されている提言書がどのような構成に

なっているかを捉えさせる。 

○総合的な学習の時間で取り組んでいる米

作りと関連させ「地区の未来の農業」に

関連した提言書を作成する。その際、提

※国語の具体的な単元で文章の構成や表

現の力を付けるとともに、その力を総合

的な学習の時間で活用しながら調査し

て明らかになった内容を相手に伝わる

ように文章を書く力を付けようとして

いる。 
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言書を作成するための構成メモを作る。

段落の構成を意識してメモを作るととも

に、課題解決に必要な文章（情報）を選

択して構成することができるよう、中心

となる語や文を捉えることができるよう

にする。 

※メモ作りを通して、必要な情報を取り出

し、関連付ける学習活動が意図的に仕組

まれている。 

Ｂ２二 

【おすすめする文章】のア アアに、

むし歯を防ぐ効果について、【保健室

の先生の話から分かったこと】を取

り上げて詳しく書く。（５・６年） 

○正答率がかなり低い。目的や意図に応じ、

様々な情報の中から必要なものを取捨選

択し、理由や根拠を明確にして、説明文

を書かせる機会を継続的、教科横断的に

設ける。 

○社会、理科、総合的な学習の時間などに

おいても、与えられた条件をもとに複数

の情報（資料）から適切なものを選ぶこ

とができるようにする。 

○選択した情報をもとに条件に応じた説明

文を書かせる。 

※情報収集の力をつけるために、他教科と

の連携を図っている。 

Ｂ３二 

【伝記「湯川秀樹」の一部】を読ん

で、【ノートの一部】Ｃ最も心がひか

れた一文とその理由の文章のあ あ 

に入る内容を書く。（５・６年） 

○文章の内容について、「○○について書か

れた△△」と簡潔に要約できる力をつけ

る。 

○新聞記事の視写を毎週金曜日に行う。内

容を考えながら視写し、内容に沿った小

見出しを書く。筆者の考えを表す文や語

句にサイドラインを引いたり、ノートや

学習プリントに書き出したりしながら読

むという習慣づけを図る。 

※新聞を活用し、大事なことを読み取る、

要約するという言葉の力をつけるため

に、日常的に取組みを行っている。 
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平成30年度全国学力・学習状況調査におけるつまずきに対する推奨したい取組み【小学校・算数】 

(1) つまずきの多かった問題 

問題を受けて付けたい力 

(2) これから必要な指導 

  または、付けたい力を付けるために 
(3) すぐに具体的に取り組むこと ※ 推奨したい理由 

Ａ１（１） 

針金 0.2ｍの重さと針金 0.1ｍの重さ

を書く。（４・５年） 

Ａ１（２） 

針金 0.4ｍと、0.4ｍの重さの 60ｇと、

１ｍの重さが、それぞれ数直線上の

どこに当てはまるかを選ぶ。（５年） 

Ａ１（３） 

針金１ｍの重さを求める式を選ぶ。

（５年） 

Ａ３ 

３桁の整数どうしの大きさを比べ、

十の位に入る適切な数字を書く。（２

年） 

○二つの数量の関係を捉え、その関係を数

直線に表したり、小数の除法の意味を理

解したりすることができるように指導す

る必要がある。 

○数量の関係を表す式について理解を深め

る活動を仕組む。 

○二つの数量の対応や変わり方に着目し、

簡単な式で表されている関係について考

える活動を仕組む。 

○単元「速さ」 

・単位量当たりの大きさの意味及び表し

方について理解し、それを求める知識

及び技能を身につける。 

○日常的な取り組み 学習内容をつなぐ 

・朝学習「算数クリニック」を継続し、

計算の知識と技能の定着を図る。 

・本時の振り返りと前時の復習をするこ

とで、知識と技能の積み上げを図る。 

・算数スパイス問題シートを選択して、

家庭学習で取り組む。 

小数 5・6・24・31・42・49 

単位量 5・31・34・40・44・51 

グラフと表 3・8・11・16・19・23 

○【評価】全国学調の問題を活用 

・H29Ａ１ リボン２ｍと３ｍの代金を求

めることができる。 

・H29Ａ１ １ｍ当たりのリボンの値段と

数直線上のどこに当てはまるか書くこ

とができる。 

※単元と日常の両面からの取組みがあり、

評価内容も明確で実効性がある。 

Ａ５（２） 

分度器の目盛りを読み、180°よりも

大きい角の大きさを求める。（４年） 

○具体的操作を繰り返し行うことで、基本

的な測定技能を向上させていく。 

○図などを活用して、測定技能の「見える

化」を図り、順を追って正しく測定でき

る技術を身につけさせる。 

※角の大きさを正しく測定できるように

するため、作業的・体験的な活動を位置

付けている。 

Ａ７（１） 

円周率を求める式として正しいもの

を選ぶ。（３・５年） 

○求積の公式などがどのような意味をも

ち、どうしてそのように表記されている

のか丁寧に確認していく。 

○図や言葉の置き換えを活用し、既習の学

習に基づいて公式が導かれていることが

理解できる学習を充実させる。 

※図と言葉を関連付け、公式が導かれるま

での過程を大事にし、論理的思考力の育

成を図ろうとしている。 
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Ｂ２（２） 

１回の玉入れゲームの時間を３分に

最も近い時間にするための玉を投げ

る時間を、表に整理して求める。（３

年） 

○示された情報を解釈し数理的に処理した

り、示された考え方を解釈・適用し、条

件に合う事柄を適切に判断したりできる

ようにする。 

○問題場面から読み取れる様々な情報を関

連付けながら解を導くような類題を積極

的に活用する。さらに、日常の生活場面

がテーマになっている問題を用意するこ

とで、生活との結びつきを図る。 

※日常生活の事象と数理的な処理を関連

付け、収集した情報を表に整理して適切

に判断する力の育成を図っている。 

Ｂ３（１） 

メモ１とメモ２は、それぞれ、グラ

フについてどのようなことに着目し

て書かれているのかを書く。（３年） 

Ｂ３（２） 

一つの事柄について表した棒グラフ

と帯グラフから読み取ることができ

ることをまとめた文章に当てはまる

ものを選ぶ。（３・５年） 

○日常生活の事象を、グラフの特徴をもと

に、複数の視点で考察したり表現したり

できるようにする。 

○社会の授業において、グラフから読み取

れることを言葉で表現する活動を取り入

れる。また、総数や変化など様々な観点

で解釈できるようにたくさんの児童の考

えを引き出す。 

※様々な情報とグラフから読み取れたこ

とを言葉で表現する活動を通し、友達の

読み取りと比較しながら適切に解釈で

きる力の育成を図っている。 

○メモの情報とグラフを関連付け、総数や

変化に着目していることを解釈し、それ

を記述できるようにする。 

○社会、理科、総合的な学習の時間におい

て、調べたことを様々なグラフを用いて

まとめるなど、他教科等と関連付けて教

科横断的に取り組む。 

※情報の関連付けや解釈について、教科等

横断的に取り組むことにより定着を図

ろうとしている。 

○生活場面においても、グラフを見たとき

にできるだけ多くの情報を読み取って表

現させる。その際、グラフのどこから読

み取れるのか、根拠を明確にさせる。 

※グラフや資料を読み取る力をつけるた

めに、生活場面や他の教科・領域との関

連を図っている。 

○資料の分類整理について、メモの情報と

グラフを関連付けたり，総数や変化に着

目したりする活動と、それを記述で表す

機会を増やす。 

○棒グラフと帯グラフの違いやそれぞれの

良さを理解し、それぞれのグラフから読

み取れる内容を適切に判断することがで

きるような資料の提示を行い、読み取る

ことができることを記述させる。 

○総数や変化に着目してグラフを読み取っ

た場合、読み取った内容を文章表現させ

る。（社会、理科、総合的な学習の時間で

も扱う） 

○それぞれのグラフの特徴や良さと資料と

の適性に気づかせていく。（社会、理科、

総合的な学習の時間でも扱う） 

○グラフに表された日常生活の事象を、グ

ラフの特徴をもとに、複数の観点で考察

したり表現したりできるようにする。 

○生活の中から、総数や変化といった観点

の課題を見いだし、それぞれの情報につ

いて意見を出し合うような活動を取り入

※日常生活のなかで、数学的な見方や考え

る楽しさについて話し合ったり、他教科

においても、グラフの読み取りの着眼点
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れる。 

○理科や社会でグラフを扱う際に、どのよ

うなことに着目するのか話し合いなが

ら、大事なことを読み取れるように指導

していく。生活や他教科とのつながりを

持たせた活動を仕組む。 

について話し合ったりすることで、算数

の学習と実生活や他教科とのつながり

を意識できるようにしていく。 

Ｂ５（１） 

横の長さが７ｍの黒板に輪かざりを

つけるために必要な折り紙の数が、

100 枚あれば足りるわけを書く。（２

～４年） 

○複数の情報を関連付けて論理的に考察

し、判断の理由を数学的に表現すること

ができるように指導する。 

○日常生活の問題を取り上げて、複数の情

報から論理的に考察させて、数学的に課

題を解決する学習活動に取り組む。 

（例）プールの水は何時間で一杯になる

か。体育館フロアに新聞紙は何枚必要か。 

※複数の情報から論理的に考察する力を

つけるための学習課題の例が具体的で

あり、実効性がある。 

Ａ１（３） 

針金１ｍの重さを求める式を選ぶ。

（５年） 

Ｂ２（２） 

１回の玉入れゲームの時間を３分に

最も近い時間にするための玉を投げ

る時間を、表に整理して求める。（３

年） 

Ｂ５（２） 

４色を順に繰り返してつなげ、輪か

ざり１本を作ったときの、30 個目の

折り紙の輪の色を選ぶ。（１～５年） 

○２段階、３段階の処理を求める過程で混

乱しているので、解答するために必要な

数値を取捨選択して活用する力を身に付

ける。 

○筋道を立てて考え、過不足なく記述し、

相手に伝わるようにする。 

○【共通事項】つまずき発見問題集を活用

し、ポイントとなる指導事項を指導者が

理解する。 

(1)除数が小数のわり算や角度を、関連する単

元に入る前に指導する。後期の月例テスト

に組み入れながら補充を図る。 

(2)割合は今後予定されている単元なので、指

導事項を確認しながら指導にあたる。 

○【共通事項】相手に説明する時、箇条書

きで過不足なく順序立てて書くように１

単元に記述する機会を設ける。 

(1)現時点での書く力を確認し、表現する力を

養う。 

(2)理解確認問題で、理解したことを伝えるだ

けでなく、書くことも取り入れ、表現する

力を見取る。 

(3)上位層には、補充学習の時間に高みを目指

す問題を準備し、話す力･書く力をバランス

よく育てるように意識する。 

※【共通事項】として学校で統一し、５年

も６年もどちらの学年でも意識的に取

り組むようにしている。具体的な指導事

項は５・６年で違いがあるが、学校とし

てどのような力を付けていくのかを共

有して実践している。 
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平成30年度全国学力・学習状況調査におけるつまずきに対する推奨したい取組み【小学校・理科】 

(1) つまずきの多かった問題 

問題を受けて付けたい力 

(2) これから必要な指導 

  または、付けたい力を付けるために 
(3) すぐに具体的に取り組むこと ※ 推奨したい理由 

１（２） 

鳥の翼と人の腕のつくりについての

まとめから、どのような視点を基に

まとめた内容なのかを選ぶ。（４年） 

○問題に対応した視点で分析できる力をつ

ける。 

○学習して習得した知識を実際の自然や日

常生活などの他の場面に適用して考える

ことができるよう指導する。 

○「同じところ」「違うところ」で比較した

結果を基に考察する際、どのような問題

意識を持っているか確認する。日常生活

を、主体的な問題解決を通して習得した

知識と関連付けて説明する。観察の視点

を明確にした指導を充実させる。（水溶

液、ふりこ等） 

※つまずきから分析したつけたい力を共

有し、その力を付けることのできる類題

や関連単元を記載している（国語・算数

も同様）。日常生活と関連付けながら取

り組んでいる。 

２（２） 

流れる水の働きによる土地の侵食に

ついて、自分の考えと異なる他者の

予想を基に、斜面に水を流したとき

の立てた棒の様子を選ぶ。（５年） 

○実験において、その予想が確かめられた

場合に得られる実験結果を見通して実験

を構想する必要がある。予想や仮説を確

かめるために発想した解決方法で観察実

験する場合、どのような結果が得られる

かというところまで、しっかりと考えさ

せて学習を展開していく。 

○どの単元においても、予想を大切にする。

予想を確かめるために、どのような実験

が必要か、どのような方法で、どのよう

な結果が得られると予想が確認できるの

かまで丁寧に考えさせる。その場合、自

分の考えだけでなく、違う考えに対して

も互いに意見を交流し合う場面を大切に

扱う。 

※結果を予想して実験を構想する学習の

過程を大事にしている。その際、協働的

な学びを大事にし、実験結果を基に考え

を改善できる力の定着を図ろうとして

いる。 

２（３） 

一度に流す水の量と棒の様子との関

係から、大雨が降って流れる水の量

が増えたときの地面の削られ方を選

び、選んだわけを書く。（５年） 

○実験結果を基に、どのように考えること

が妥当であるかについて、分析して考察

し、その内容を述べたり、記述したり、

話し合ったりする活動を取り入れる。 

○実験結果から得られる結論について話し

合う活動を大切にし、言葉で書き表した

り、説明したりする活動を重点的に行う。 

※観察・実験の結果を整理して考察する活

動を適切に位置づけている。 

２（２） 

流れる水の働きによる土地の侵食に

ついて、自分の考えと異なる他者の

予想を基に、斜面に水を流したとき

の立てた棒の様子を選ぶ。（５年） 

２（３） 

○予想の段階で、「予想を立てる→結果を想

定する」ことに慣れさせていく。 

○予想段階での話し合いで、予想の理由を

言えるように働きかける。結果を想定し

ながら実験・観察に臨ませ、実験・観察

の全体構想をとらえさせる。 

○児童の疑問を生かした実験を取り入れ

て、実験内容を考えさせる。 

※授業のイメージが具体的で実効性があ

る。 
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一度に流す水の量と棒の様子との関

係から、大雨が降って流れる水の量

が増えたときの地面の削られ方を選

び、選んだわけを書く。（５年） 

２（４） 

上流側の雲の様子や雨の降っている

ところと下流側の川の水位の変化か

ら、上流側の天気と下流側の水位の

関係について言えることを選ぶ。（５

年） 

３（２） 

回路を流れる電流の流れ方につい

て、自分の考えと異なる他者の予想

を基に、検流計の針の向きと目盛り

を選ぶ。（４年） 

３（３） 

回路を流れる電流の向きと大きさに

ついて、実験結果から考え直した内

容を選ぶ。（４年） 

○予想から実験結果までを見通し、実験か

ら得られた結果と比較して、考察できる

ようにする。 

○複数の情報を関係付けながら、多面的に

分析して考察できるようにする。 

○実験方法を構想する前に予想したことを

話し合う場面を取り入れ、自分と異なる

予想をした他者の予想が確かめられた場

合に得られる結果の見通しを共有する学

習活動を考える（発電と電気の利用）。 

○複数の情報からどのようなことが言える

のかについて、話し合うことを通して情

報を関連付けながら、多面的に分析する

（大地のつくりと変化）。 

※日常の授業改善につながり、実効性があ

る。 

４（４） 

食塩水を熱したときの食塩の蒸発に

ついて、実験を通して導きだす結論

を書く。（４・５年） 

○実験結果から言えることだけに言及した

内容に改善し、その内容を記述できるよ

うにする。 

○より妥当な考えに改善していくために、

他の教科の問題解決の様々な場面でも自

分の考えを表現したり、他者の考えを聞

き、それを基に自分の考えを振り返った

り、見直したりするなどの話し合いを重

視した学習活動を意識して仕組んでい

く。 

※理科に留まることなく、自分の考えを表

現させようとしている。その際、自分と

他者の考えの違いを捉え、多様な視点か

ら多面的に考察していく学習過程を重

視している。 

 


