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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【中学校・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 

Ａ５二 

新聞紙の製造工程の一部を言い表し

たものとして適切なものを選択す

る。（１年） 

Ａ８六３ 

『韓非子』の中で矛盾していること

の説明として適切なものを選択す

る。（２年） 

○指示語や接続語を授業で取り上げ、自分

の思い込みの読みではなく、客観的に正

確に読む力を付ける。現代の文章ではも

ちろん、古文でも基本は同じであること

を確認し、丁寧に客観的に読むことを大

切にする。 

○論説文「モアイは語る」、評論文「君は『最

後の晩餐』を知っているか」や古典「平

家物語」「徒然草」の学習の中で、他の人

に内容を説明する、内容を紹介するとい

った目的を明確にして読み取り、まとめ

させることで、客観的に正確に読む力を

付ける。 

※複数の情報の中から、目的に応じたもの

を選び、関連付けて考えることを意図的

に位置付けている。 

Ａ８六３ 

『韓非子』の中で矛盾していること

の説明として適切なものを選択す

る。（２年） 

○古文に書かれた話題と書き手のものの見

方を結び付けてとらえ、それらを説明で

きるように指導する。 

○11 月に「使える徒然草」という単元を設

定し、「徒然草」から一つの章段を選び、

１年生に「徒然草」を紹介するＰＯＰを

作成する活動を仕組む。古典の内容と筆

者のものの見方、１年生の生活体験を関

連付けながら紹介する力を付けさせる。 

※古典に主体的に関わる手立てが取られ

ており、日常生活との関連を図る工夫も

行われている。 

Ｂ１一 

グラフから分かることについて文章

中で説明しているものとして適切な

ものを選択する。（１年） 

○情報を整理しながら読むことに課題があ

る。グラフがどんな内容を表現している

かを文章と関連付けて読むよう指導す

る。 

○図表等が用いられた文章を読んで意見を

述べたり書いたりする学習活動等を意図

的に設定し、図表等との関連を考えて情

報を整理するような学習を行う。 

※説明的な文章とグラフとの関係を考え、

自分の考えを明確にしながら内容を捉

えることができるような学習を位置づ

けている。 

○グラフや図表、写真やイラストなどが用

いられている文章を読む際には、文章の

構成や展開を適切に把握し、それぞれの

図表などが文章のどの部分と関連してい

るのかを捉えられるように指導する。ま

た、書き手が図表などを用いた意図や読

み手に与える効果について考えさせる。 

○総合的な学習の時間や他教科（数・理・

社）において、自らグラフや図を効果的

に用いて、レポート作成に役立たせていく。 

○定期テストや 11月と 2月の小テストで類

題を出題して克服状況を把握する。 

※図やグラフ等の資料を読み取る力をつ

けるために、他教科との関連を図ってい

る。 

資料２－２ 

教育庁義務教育課 
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Ｂ１二 

複数の辞書を引用して「天地無用」

の意味を示す効果として適切なもの

を選択する。 

○文章の書かれ方に着目して、その特徴や

効果を具体的に指摘する学習を仕組む。 

○９月に扱う「モアイは語る－地球の未来

－」で、現行教科書と平成 14年度版教科

書を読み比べる活動を仕組む。文章の構

成や展開、文末表現に着目して説得力の

ある表現の仕方を捉えさせていく。 

※「文章と図表との関連」や「筆者の意図」

について考えさせることで、目的に沿っ

て情報を収集、整理する活動が意図的に

仕組まれている。比較読みも非常に効果

的に活用している。 

Ａ６一 

話合いの際のメモの取り方の説明と

して適切なものを選択する。（１年） 

Ｂ１一 

グラフから分かることについて文章

中で説明しているものをして適切な

ものを選択する。（１年） 

○文章の展開に即して情報を整理し、内容

を捉えたり、話合いの話題や方向を捉え

たりする力をつけるため、指導過程を工

夫したり、グループ活動や話合い活動を

増やしたりして主体的に学ばせる。 

○アクティブラーニングの視点をもった言

語活動の工夫を重ねる。 

（例）「故郷」の主題に迫るために「ＰＯ

Ｐ」作り、おすすめの一冊を生き生きと

紹介し合う「ビブリオバトル」、「おくの

ほそ道」旅マップ作りなど 

※これから必要な指導と具体的に取り組

むことが明確である。さらに、授業改善

の視点から主体的な授業づくりを意識

した取組みである。 
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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【中学校・数学】 

(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 

Ａ４（１） 

ひし形が線対称な図形か点対称な図

形か選ぶ。（小６年） 

Ａ４（３） 

長方形ＡＢＣＤを、点Ａを中心とし

て時計回りに 90°だけ回転して移動

した図形をかく。（１年） 

○対称な軸や対称の中心とともに、線対称

と点対称がどのように定義されているか

を確認し、両方に当てはまる図形が存在

することを理解させる。 

○感覚で図形を移動させるのではなく、頂

点や辺に着目して図形の移動を捉えられ

るよう指導する。 

○授業の最初の５分での小問の取組みで解

説を行う。 

○線対称、点対称の意味について、頂点の

移動など確認する。 

※日々の授業の中で、初めの５分間は小問

題を行い、基礎基本の定着を図ってい

る。継続的に行い積み上げていくこと

で、苦手な生徒も力を付け、その１時間

の授業の意欲につながる。 

Ａ４（２） 

△ＡＢＣを辺ＡＢが辺ＡＣに重なる

ように折った線を作図するための線

を選ぶ。（１年） 

○垂直二等分線、角の二等分線、垂線など、

基本の作図について学び直しを行い、ど

の場面でどの作図を使うべきなのかを判

断できるように指導していく。 

○基本の作図の特徴について整理し、折り

紙の問題や宝探しの問題など、日常生活

の中の事象を題材にした問題を取り上

げ、日常の事象を数学化し、図形の性質

を見いだせるようにしていく。 

※平面図形の理解を図るために、観察や操

作の活動を通して見通しをもって図形

の関係を調べる活動を位置づけている。 

Ａ11（２） 

一次関数ｙ＝－２ｘ＋６が表すグラ

フを選ぶ。（２年） 

○ｙ＝－２ｘ＋６において、aや bの値から

グラフの特徴を判断できていない。ａや

ｂの値から、グラフのおおよその形をか

かせるような課題を提示する。 

○ノートにｘ軸とｙ軸だけをかき、おおよ

その一次関数をかく問題に取り組ませ

る。本当にそのグラフで正しいかをグル

ープで確かめる活動を仕組む。 

※具体的な事象の中から２つの数量を取

り出し、それらの変化を調べる活動を通

して関数の関係を考察させることを学

習の中に位置づけている。 

Ａ10 

点（－２，３）の位置を座標平面上

に示す。（１年） 

Ｂ３（２） 

グラフから、列車のすれ違いが起こ

る地点のＡ駅からの道のりを求め

る。（２年） 

○基本事項の理解度の把握が足りないまま

に、問題演習を進めている。基本事項を

分かっているはずだと思い込まずにスパ

イラル的な復習を行う。問題演習を行い

ながら、その考えの基礎となる考えに触

れて復習を行う。 

○新しい単元に入る前に、既習事項の確認

をしっかり行い、その理解度を把握する。

状況によっては復習の機会を設ける。（春

に実施した問題でつまずきの多かった問

題を９月にもう一度してどれだけ身につ

いているか確認している。数値で確認。） 

※つまずきは、教師の指導側の問題である

と認識し、指導方法の工夫が見られる。

また、つまずきが多かった問題をもう一

度秋に実施、検証をして学習を進めてい

る。 

Ｂ２（２） 

はじめの数としてどんな整数を入れ

○文字式が表すことの意味を理解し、数学

的な表現ができるようにする。 

○問題場面を工夫し、文字に置き換えた表

現を考えさせる。 

※事柄が成り立つ理由を、文字式や言葉を

用いて根拠を明らかにしながら説明す
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て計算しても、計算結果はいつでも

４の倍数になる説明を完成する。（２

年） 

Ｂ２（３） 

計算の順番を入れ替えたものを選択

し、その計算結果が何の倍数になる

かを求める。（２年） 

る力を付けるために、文字を使って表現

することの意味や利点を捉えさせ、生徒

に必要感を持たせようと工夫している。 

Ｂ２（２） 

はじめの数としてどんな整数を入れ

て計算しても、計算結果はいつでも

４の倍数になる説明を完成する。（２

年） 

○普段の授業の流れととても似ている設問

である。教師主導で進めることなく、生

徒の思考を大事にした学習を展開する。 

○具体的な数を扱いながら丁寧に展開する

だけの学習ではなく、文字を扱ってから

具体的な数を当てはめていくという授業

を展開する。生徒自身が文字の有用性、

利便性についての理解を深められるよう

に工夫する。 

※事柄が成り立つ理由を、根拠を明確にし

て説明できるようにするため、生徒の思

考に沿った学びの展開を図ろうとして

いる。 

Ｂ３（２） 

グラフから、列車のすれ違いが起こ

る地点のＡ駅からの道のりを求め

る。（２年） 

○グラフから単純に読み取る問題も丁寧に

扱う。 

○比例や一次関数の授業では、計算が必要

なところに時間をかけてしまうことが多

い。グラフから読み取る問題や、グラフ

が交わったところは何を表しているかを

じっくり考える時間を設定する。 

Ｂ５（１） 

Ｓ社の団体料金が通常料金の何％引

きになっているかを求める式を書

く。（小５年） 

○「割合」は小学校の学習内容であるが、

生徒が苦手としており克服できない状況

にある。小中の指導の系統性を意識した

指導が必要である。 

○連立方程式の利用において、割合が関わ

る具体的な日常生活と関わりのある問題

を取り上げ、具体的な問題場面で連立方

程式を利用できるようにする。 

※日常生活と関連付けながら与えられた

情報を的確に読み取り、目的に応じて数

値化し的確に処理する活動を位置づけ

ている。特に、課題となっている「割合」

については、小中間の系統を意識してい

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【中学校・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 

３（１） 

風向の観測方向や記録の仕方に関す

る知識・技能を活用できる。（２年） 

○西風という誤答は、地図では北を上に表

しているのに対し、図の部屋の向きが南

向きになっていることに気が付かなかっ

たことによる間違いであると思われる。 

○北風という誤答は、気圧傾度力のみを考

慮していると思われる。強風の場合は大

きなコリオリの力により、等圧線とほぼ

平行に風が吹くことを指導する。 

○一年の中で各季節（四季・梅雨・台風）

の気象観測を行う。新聞やインターネッ

ト等を利用し、天気に対する興味・関心

を高めさせ、生徒が主体的に学ぶような

単元を構成する。 

※気象観測を継続的に行い、複数の情報を

基に気象現象を考察する場を、年間を通

して計画的に位置づけている。 

３（３） 

シミュレーションの結果について考

察した内容を検討して改善し､台風

の進路を決める条件を指摘できる。

（２年） 

○日本の地理的特徴を踏まえた広い視点で

考えられるよう指導する。 

○社会の地理分野との合科的な授業を展開

することで、既習内容の知識を活用しな

がら、多面的な視点で考えられるような

工夫をする。 

※考える上で土台となる知識を得るため

に、他教科との関連を図っている。 

６（２） 

オームの法則を使って、抵抗の値を

求めることができる。（２年） 

○日常生活の事象と理科との関わりを知

り、実感をともなう理解ができるよう授

業を工夫する。また、知識を結びつけて

事象を説明する力が不足している。学習

した用語を説明できるよう指導する。 

○単元ごとに記述や発表形式で説明・表現

する活動を取り入れる。これまで学習し

てきた用語や内容を用いて、生徒が自信

を持って事象を説明できるように、既習

事項の確認を行う。 

※基礎・基本の定着を図るために、表現活

動（アウトプット）を大事にした授業改

善に取り組んでいる。 

２（２） 

濃度が異なる食塩水のうち、濃度の

低いものを指摘できる。 

濃度が異なる食塩水のうち、特定の

質量パーセント濃度のものを指摘で

きる。（１年） 

３（１） 

○複数の知識を関連付けて物事・現象を捉

える機会を増やす。 

○単元の終わりに「資料を分析し考察する

力をつける」ことをねらいとした課題を

提示し、取り組んでいく。 

○動物の体のつくりと働きの学習で、消化

系、循環系、呼吸系、排出系の関連を意

識した指導を行う。 

○気象とその変化の学習で、紙面上の風向

と身の回りの風向を関連付けて理解させ

る。 

○気象とその変化の学習で、天気図を分析

※理科の内容は、生活と深く関わっている

ため、身の回りの自然現象と重ねて、実

感を伴う指導を工夫しようとする授業

改善の視点が見られる。 
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風向の観測方向や記録の仕方に関す

る知識・技能を活用できる。（２年） 

３（３） 

シミュレーションの結果について考

察した内容を検討して改善し､台風

の進路を決める条件を指摘できる。

（２年） 

９（２） 

植物を入れた容器の中の湿度が高く

なる蒸散以外の原因を指摘できる。

（２年） 

し今後の気象を予測する課題を設定す

る。過去のデータを分析し、当時の天気

図を予測する課題を設定する。 

 


