
平成 27 年度プロジェクト研究 

 

「確かな学力」を育成する研究 
―学力・学習状況等に関する課題分析と「探究型授業づくり」の取組を通して― 

 

Ⅰ テーマ設定の理由 
 社会の変化に伴い発生する多様でグローバルな問題に対する解は一つではない。問題を共有する者が、

人との関わりの中で課題を解決し、社会にとって意味のある解を提案するような汎用的な資質・能力が求

められる。自らの考えや価値を創り、実際の問題に直面したとき、状況を正しく把握し、どのような知識

を活用するかを考え、判断し、自ら創り出した考えをもとに、国を越え、文化を越えて、よりよい解決策

を協働で導き出すことが重要となってくる。異質な考えにも共感し、コミュニケーションを図り、対話を

成立させようとする態度や、そのプロセスで育まれる思考力・判断力・表現力等、対話そのもののスキル

を育むことが重要となる。これは、国立教育施策研究所の基礎的なリテラシーを超えた「未知の問題に答

えが出せるような思考力と、教室外の現実の問題も他者との対話を通して解決できるような実践力」の育

成を目指して示された「21 世紀型能力」にも通じるものである。 

沖縄県は、21世紀を「新万国津梁時代」と捉え、「21世紀に求められる人権尊重と共生の精神を基に、

時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合う平和で豊かな『美ら島』おきなわを創造する」という理

念を掲げ「沖縄 21 世紀ビジョン」（2010）を策定した。そこには、概ね 2030 年のあるべき沖縄の姿が示

され、教育においてはその頃、社会の中核的存在となる現在の幼児児童生徒を、次の時代を切り拓く人材

へと育てることが求められている。 

 これまで、本県の教育には様々な課題があり、「確かな学力」の育成において、全国学力・学習状況調

査ではすべての教科の平均正答率が全国平均に及ばない状況が続くなど深刻な状況であった。しかし、平

成 26年度全国学力・学習状況調査において、小学校では初めて算数Ａで全国平均を上回るなど、過去の結

果と比較して一定の改善が見られた。また、中学校においても、全教科で平均正答率の全国平均との差が

10 ポイント以内になるなど改善が見られた。改善傾向の一方で、昨年のプロジェクト研究の結果から基礎

的・基本的な知識・技能や、それらを活用して課題を解決するための思考力・判断力・表現力等の育成に

依然として課題があることがわかった。 

昨年度のプロジェクト研究において、学力・学習状況等に関する分析を行うにあたり、小学校と比較し

て中学校で差が開く要因を解明するために、全国平均、秋田県との比較や、小学校と中学校の取組の比較

を行った。そこから見えてきた本県の課題に対応した授業と家庭学習の実践事例を示し、考えを引き出し、

思考を深める指導の工夫や、学習動機の形成と学習行動の習得を図る家庭学習指導について研究を行った。 

その中で見えてきた課題として、「小学校と中学校のつながり」「児童生徒同士のつながり」、授業と

連動した家庭学習など共同で取り組む研究システムの構築を目指した「教師同士のつながり」があげられ

た。今年度は、それらを研究の柱とし、小学校との連続性を見据えた中学校での指導の在り方を模索して

いきたい。聴き合いの関係を醸成し、対話を通して豊かにつながる学び合う集団の育成と、関わりの中で

共に問題を追究していく「探究型授業」を提案し、その実践を通して共同研究システムの構築を目指し、

さらなる本県の教育課題の解決を目指したい。 

 そこで本研究においては、平成 27 年度全国学力・学習状況調査の結果分析をもとに、学び合う集団の育

成と「探究型授業づくり」に関する理論とその具体例を示し、本県児童生徒の「確かな学力」の育成に資

することとした。 

 

Ⅱ 研究の目的 

本県児童生徒に「確かな学力」を育成するために、全国学力・学習状況調査等の分析を通して本県の現

状を把握し、課題を見出し、その解決策を探る。また、「児童生徒同士のつながり」「教師同士のつなが

り」「小学校と中学校のつながり」を意識した学び合う集団の育成と、教科の壁を超えた共同研究システ

ムの構築、「探究型授業づくり」に関する理論研究、実践研究を行う。そこから得られた新たな知見を、

研究報告書・指導資料等の作成や研究発表会の実施によって各学校、教育関係者等へ提供し、学校教育の

充実と本県の教育課題解決に資することを目的とする。 

 



Ⅲ 研究の内容 

全国学力・学習状況調査の分析と「探究型授業づくり」を中心に報告する。全国学力・学習状況調査の

分析にあたって、本県の調査結果と全国平均および本県と秋田県の比較を行うこととした。本県は多くの

教科で学力調査の結果が全国平均を下回っているという現状を踏まえ、全国平均との比較は不可欠であり、

学力調査の結果が最上位の秋田県と比較することで、本県の課題をより明確にすることができるからであ

る。秋田県が学力最上位を維持している要因を探ることで、本県の授業の課題や学校の教育活動の取組の

課題等に対する解決策を見いだす手掛かりを得ることができると考える。また、分析の結果等を踏まえ、

その改善のための「探究型授業づくり」の理論研究を行い、実践事例を示すこととした。 

１ 沖縄県の児童生徒の学力に関する分析 

   今年度の全国学力・学習状況調査は国語と算数・数学に加えて、平成 24年度以来３年ぶりに理科が

実施された。理科では基礎的な知識を問う「Ａ問題」と知識の活用を見る「Ｂ問題」の内容が合わせ

て出題された。また、平成 24 年度は抽出調査（抽出率約 30％）であったため、理科については初め

ての悉皆調査となった。今年度調査結果と前回調査結果の比較の際、国語と算数・数学については平

成 26年度調査結果と理科については平成 24 年度調査結果との比較を行った。 

(1) 平均正答率 

小学校では、算数Ａが昨年に引き続き全国平均を上回り、国語Ｂも平成 19 年度の調査開始以降

初めて全国平均を上回った。そして、算数Ｂ、国語Ａ、理科も全国平均との差が縮小した。秋田県

との比較においては、全教科で差が 10 ポイント以内になったが、それでもまだＢ問題の差は大きい

（表１、図１）。 

中学校では、全教科全国平均を下回っており、依然として全国平均との差は大きい。また、秋田

県との比較では、国語Ｂ以外はすべて 10ポイント以上の差があり、Ａ問題、Ｂ問題ともに差が大き

い（表２、図２）。 

 

表１ H27 平均正答率（小学校）沖縄・全国・秋田 

小学校 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 理科 

沖縄県 69.3 67.3 77.7 44.7 59.0 

全 国 70.0 65.4 75.2 45.0 60.8 

秋田県 76.0 76.4 81.2 51.5 66.7 

沖縄と全国の差 

(昨年の差) 

-0.7 

(-0.9) 

＋1.9 

(-1.0) 

＋2.5 

(＋2.8) 

-0.3 

(-1.1) 

-1.8 

(-5.4) 

沖縄と秋田の差 

(昨年の差) 

-6.7 

(-5.4) 

-9.1 

(-12.8) 

-3.5 

(-4.2) 

-6.8 

(-9.1) 

-7.7 

(-12.9) 

※理科の括弧内の差は平成 24 年度の調査結果の差      図１ Ｈ27 平均正答率の差(小学校)(0.0 は全国平均) 

表 2 H27 平均正答率（中学校）沖縄・全国・秋田 

中学校 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ 理科 

沖縄県 70.0 61.3 55.8 34.0 45.9 

全 国 75.8 65.8 64.4 41.6 53.0 

秋田県 80.8 70.7 68.4 46.9 59.6 

沖縄と全国の差 

(昨年の差) 

-5.8 

(-5.0) 

-4.5 

(-5.4) 

-8.6 

(-9.2) 

-7.6 

(-9.5) 

-7.1 

(-9.6) 

沖縄と秋田の差 

(昨年の差) 

-10.8 

(-10.0) 

-9.4 

(-10.2) 

-12.6 

(-14.8) 

-12.9 

(-15.2) 

-13.7 

(-14.7) 

※理科の括弧内の差は平成 24 年度の調査結果の差      図２ Ｈ27 平均正答率の差(中学校)(0.0 は全国平均) 

 

(2) 正答数分布の傾向 

    昨年度と今年度の正答数分布グラフを比較し、本県の状況を確認する。棒グラフは沖縄県、折れ

線グラフは全国、秋田県の正答数分布であり、縦軸は割合、横軸は正答数を表し、正答分布表の左

上の数値は沖縄、全国、秋田の平均正答率を表す。 

 



 

図３ H26 から H27 の正答数分布グラフの変化（小学校）ただし、理科は H24 から H27 の変化 
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図４ H26 から H27 の正答数分布グラフの変化（中学校）ただし、理科は H24 から H27 の変化 
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    小学校では、全教科で平均正答率が全国との差がほとんどなくなり、それらの正答数分布は、全

国の分布に近づいている（図３）。中学校では全体として平均正答率の全国との差は縮小したが、

正答数の分布は全教科ともに全国の分布に比べて、下位層が多く、上位層が少ないという状況が続

いている（図４）。 

(3) 無解答率の状況 

    各教科の無解答率について、本県の状況を確認する（表３、４、図５、６）。小学校はすべての

教科で全国より低く、中学校も全国平均に近づいており、改善傾向にある。最後まであきらめず粘

り強く考えさせ、無解答を少なくする働きかけをするなど、各学校の指導が成果として現れた結果

と考える。 

しかし、小学校、中学校ともにＢ問題において、秋田県との無解答率の差が大きくなる傾向にあ

る。さらに、指導を継続する必要がある。 

 

表３ H27 教科別無解答率（小学校）沖縄・全国・秋田 

図５ Ｈ27 無解答率(小学校)沖縄・全国・秋田 

無解答率 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 理科 

沖縄県 2.6  4.4  1.0  8.5  2.5  

全 国 3.6  6.1  1.8  9.1  3.2  

秋田県 1.0  1.7  0.5  3.8  0.9  

表４ H27 教科別無解答率（中学校）沖縄・全国・秋田 

図６ Ｈ27 無解答率(中学校)沖縄・全国・秋田 

無解答率 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ 理科 

沖縄県 3.3  2.3  4.3  15.2  7.1  

全 国 2.6  2.2  3.7  15.3  7.0  

秋田県 1.1  0.8  2.1  8.4  3.7  

 

(4) 学力調査の分析から見える本県の学力の課題 

小学校、中学校の国語、算数・数学、理科の各教科を分析する際に、「正答率の低い問題」「無

解答率の高い問題」「全国と正答率の差が大きい問題」「秋田県と正答率の差が大きい問題」を「沖

縄県の課題のある問題」ととらえて、それぞれから数問を取り上げ、分析を行った。 

ここでは、それぞれの教科の分析結果、本県の学力の主な課題として「漢字の読み書き」「資料

の読み取り」「説明すること」に関する問題が浮かびあがったので、それぞれについて述べる。 

① 漢字の読み書き 

小学校国語Ａで、漢字を書く問題「シャワーをアびる」（１二１）の正答率 59.0％は全国平均

を0.6ポイント上回ったが無解答率10.8％と最も無解答率が高かった。同じく漢字を書く問題「鳥

のスを観察する」（１二２）は正答率 71.9％だったが、全国平均を 4.6 ポイント下回り、最も全

国平均との差が大きかった。 

中学校国語Ａで、「アマったお金を貯金する」（９一３）の正答率 58.0％で全国平均を 12.9

ポイント下回り、無解答率 20.6％と最も無解答率が高かった。そして「地図のシュクシャクを調

べる」（９一２）は正答率 57.6％で、全国平均を 14.5 ポイント下回り、最も全国平均との差が

大きかった。また、漢字を読む問題「詳細を述べる」（９二１）の正答率 64.0％で、全国平均を

14.2 ポイント下回り、２番目に全国平均との差が大きかった。 

小学校、中学校とも「漢字の読み書き」の問題の学力調査の結果は、正答率は６～７割程度で、

無解答率が高くなったり、全国平均や秋田県との差が大きくなったりする傾向がみられる。配当

学年の漢字の読み書きが定着している児童生徒が一定数いる一方で、漢字の読み書きを苦手とす

る児童生徒の割合が全国平均や秋田県に比べて多いという傾向がみられることから、国語以外の

教科でも漢字を意識させて使ったり、様々な文章を読む機会を増やすことなど、日常的に、漢字

指導を取り入れ習慣化を図ったり、漢字に慣れ親しませる指導が必要です。 



② 資料の読み取り 

小学校において、国語Ａの「コラムの中で筆者が引用している言葉を書き抜く」問題（５二）

は文章を読み取って言葉を書き抜く問題であり、その正答率は 22.4％で、最も正答率が低かった。

また、算数Ａの「示された三角形が二等辺三角形になる根拠となる円の性質を選択する」問題〔５

（１）〕も円の性質を読み取る選択式の問題であり、その正答率 56.8％で、最も正答率が低かっ

た。そして、理科で「方位についての情報から観察している方位を選ぶ」問題〔４（１）〕も文

章から方位の情報を読み取る選択式の問題であり、正答率 39.1％と正答率の低い問題であった。 

中学校において、国語Ｂで「ノートのその他の情報を役立てられる場合として適切なものを選

択する」問題（１一）は文章を読み取り判断する選択式の問題で、正答率 65.8％であったが、全

国平均を 7.4 ポイント下回り、全国平均との差が最も大きかった。 

このように「資料の読み取り」について、新聞のコラムなど様々な形式の文章から読み取るこ

とや、算数・数学、理科では、表や図、グラフから情報を正確に読み取ることに課題がある。こ

れらを意図的、計画的に取り入れた指導、授業の工夫改善が求められる。 

③ 説明すること 

小学校の国語Ｂの「インタビューの様子の内容をまとめて書く」問題（１三）は資料を読み取

り指定された条件のもとでまとめ、説明する問題であり、その正答率は 37.9％で、最も正答率が

低かった。また、算数Ｂの「示された図において，分割された二つの図形の面積が等しくなるわ

けを書く」問題〔５（１）〕も根拠を説明する問題であり、その正答率 11.8％で正答率も２番目

に低かったが、無解答率 23.1％は最も無解答率の高い問題でもあった。そして、理科で「水の温

度と砂糖が水に溶ける量との関係のグラフから，水の温度が下がったときに出てくる砂糖の量を

選び，選んだわけを書く」問題〔３（６）〕もグラフを読み取りその理由を説明する問題であり、

正答率 23.8％と正答率が最も低かった。 

中学校の国語Ｂ「複数の資料から適切な情報を得て，自分の考えを具体的に書く」問題（２三、

正答率 18.0％）や「文章の構成や展開などを踏まえ，根拠を明確にして自分の考えを書く」問題

（３三、正答率 27.0％）のように自分の考えを説明する問題の正答率が低かった。また、数学Ｂ

では「映像の明るさを２倍にするための投映画面の面積の変え方を選び，その理由を説明する」

問題１〔（３）、正答率 9.1％〕や「連続する３つの整数に関する証明問題で、事柄が成り立つ

理由を、構想を立てて説明する」問題〔２（２）、正答率 30.1％〕などが、理科では「他者の考

察を検討して改善し、水の状態変化と関連付けて雲の成因を正しく説明する」問題〔２（３）、

正答率 7.8％〕などの正答率が低かった。 

このように「説明すること」について、様々な資料から読み取ったことを説明したり、自分の

考えや他者の考えを説明したり、事実や事柄、方法や手順、理由や根拠を説明したりする問題に

課題がある。様々な方法で他者に伝えること、そのために資料を活用したり、まとめたりする活

動を取り入れ、説明する指導を積極的に取り入れることが必要である。 

     「沖縄県の課題のある問題」を分析した結果、①漢字の読み書き、②文章、表、図、グラフな

どの資料を読み取ること、③資料から読み取ったことをもとに説明することの３点が主な課題と

してあがった。これらの課題を解決するために「探究型授業づくり」を提案することとする。 

(5) 各教科に関する分析 

小学校、中学校の国語、算数・数学、理科の各教科で分析を行ったが、ここでは、その詳細につ

いて述べる。 

① 小学校国語Ａ 

「正答率の最も低い問題」では、新聞のコラムを読んで、筆者の意図や思考を想定しながら、

文章全体の構成や表現の工夫を捉えることや、それらを引用することに課題が見られた。コラム

など新聞記事を活用した授業展開や様々な形式の文章に読み慣れるよう、教材を工夫する必要が

ある。また、効果的な表現の工夫として、引用する際は「」を用いるなど、基礎的・基本的事項

を押さえながら、書く活動にいかす指導が必要である。 

「無解答率の最も高い問題」「全国との差が最も大きい問題」では、「漢字を正しく書く」こ

とに課題が見られる。日常的に使う頻度の高い漢字の読みや書きが出題されていることからも、

新出漢字の指導や国語の時間だけにとどまらず、他教科においても漢字を意識させて使うなど意

図的な指導が必要である。練習だけではなく、漢字を学ぶ意欲を高めるような授業や教材研究も



必要である。 

「秋田県との差が最も大きい問題」では、文の主語として適切なものを選択する問題で、文の

中における主語を捉えることに課題が見られた。主述の関係などは、語句の意味を理解し、文脈

の中で適切に使うこととあわせ、正しく使うことが求められる。そのためには自分や友達の文章

を比較したり、自分の文章を推敲する作文指導を行うことや短作文を書いたりする指導等が考え

られる。また、問題７「応募のきまりを守っていないものを選択する」は、作品募集の案内の中

から、必要な情報を読み取る問題で、全国とも秋田県とも差が大きい問題であった。情報の取捨

選択能力や活用する力を高める授業が必要である。また、「必着」などの用語が理解できていな

かったことが差の大きくなった要因である。 

表５ 小学校国語Ａ 沖縄県の課題のある問題 

設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 正答率 
無解

答率 

全国正答率差 

(秋田正答率差) 

【問題５二】【正答率の最も低い問題】 

コラムの中で筆者が引用している言葉を

書き抜く 

新聞のコラムを読んで，表

現の工夫を捉える 読むこと 短答式 22.4 5.4 
＋2.6 

(－2.1) 

【問題１二１】【無解答率の最も高い問題】 

漢字を書く（シャワーをあびる） 

学年別漢字配当表に示され

ている漢字を正しく書く 

伝統的な言語

活動等 
短答式 59.0 10.8 

＋0.6 

(－8.0) 

【問題１二２】 

【全国と正答率の差が最も大きい問題】 

漢字を書く（鳥のすを観察する） 

学年別漢字配当表に示され

ている漢字を正しく書く 
伝統的な言語

活動等 
短答式 71.9 5.0 

－4.6 

(－10.7) 

【問題２一】 

【秋田県と正答率の差が最も大きい問題】 

文の主語として適切なものを選択する 

文の中における主語を捉え

る 
伝統的な言語

活動等 
選択式 56.3 0.2 

＋3.2 

(－13.2) 

   ② 小学校国語Ｂ 

「正答率の最も低い問題」「秋田との差が最も大きい問題」では、目的や意図に応じ、取材し

た内容を整理しながら記事を書くことに課題が見られた。２つの資料の読み、引用することが求

められ、国語Ａでもあげられた同様の課題である。 

表６ 小学校国語Ｂ 沖縄県の課題のある問題 

設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 正答率 
無解

答率 

全国正答率差 

(秋田正答率差) 

【問題１三】【正答率の最も低い問題】かつ 

【秋田県と正答率の差が最も大きい問題】 

（中田とよさんへのインタビューの様子）の内

容をまとめて書く 

目的や意図に応じ，取材した

内容を整理しながら記事を

書く 
書くこと 記述式 37.9 3.2 

＋3.2 

(－15.4) 

【問題３二】【無解答率の最も高い問題】 

声に出して読むときの工夫とその理由を書く 

登場人物の気持ちの変化を

想像しながら音読する 

書くこと 

読むこと 
記述式 71.4 12.7 

＋4.8 

(－11.4) 

【問題１二】 

【全国と正答率の差が最も大きい問題】 

見出しの表現の工夫についての説明として適

切なものを選択する 

目的や意図に応じ，記事に見

出しを付ける 
書くこと 選択式 70.2 0.3 

－0.6 

(－6.4) 

「全国との差が最も大きい問題」は、目的や意図に応じ、記事に見出しを付ける問題であった。

国語、社会、総合的な学習の時間などで、新聞を作成する際、見出しや割り付けなど効果を考え

て書いたり、「より効果的なのはどれか」など授業場面で他者と比較したり検討したりするなど

の工夫が必要である。 

     「無解答率の最も高い問題」は、「声に出して読むときの工夫とその理由を書く」問題であっ

たが、このような根拠を示しながら自分の考えを説明する問題に課題があり、12.7％の生徒が無

解答であった。必要な情報を取り出し、条件に応じて整理して書くなどの指導の充実が求められ

る。また、秋田県と記述式の問題で差が大きくなる傾向が見られる。身に付けたい力の明確化と

学習内容の焦点化、思考を深める言語活動の充実を図りながら、記述式問題に対応できる力を育



てたい。 

③ 小学校算数Ａ 

算数Ａにおいて、昨年度に引き続き、全体で全国の平均正答率を上回り、これまでの取組の成

果が見られ、16 問中 13 問が全国平均の正答率を上回った。今後も継続して児童に基礎的・基本

的な知識・技能を確実に身に付けさせる授業改善を進めていく必要がある。 

「正答率が最も低い問題」は「示された三角形が二等辺三角形になる根拠となる円の性質を，

選択する」問題であり、図から根拠を見いだすことに課題があった。ただし、この問題は正答率

が全国や秋田県よりも高く、また、「無解答率の最も高い問題」も全国の平均正答率を上回った。 

「全国との差が最も大きかった問題」は、「グラフに表されている事柄を読み取る」問題で、

複数のグラフから説明する内容に適したものを選択する問題であった。授業では、表やグラフを

読み取り、情報を的確に取り出したり、目的に応じて資料を集めて分類整理して事柄を効果的に

表現したり、取り入れるなどの工夫が必要である。この問題は正答率 77.4％と正答率としては悪

くない問題と考えることもできるが、選択問題であり、正確に読み取ることができれば全国との

差も縮まると考える。 

「秋田県との差が最も大きい問題」は、全国の相当数の児童ができている問題である。授業で

も、計算の結果を求めるために計算の結果を見積もったり、計算の仕方を既習の内容を基に考え

たり、計算の結果を振り返って確かめたりすることを指導したい。 

表７ 小学校算数Ａ 沖縄県の課題のある問題 

設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 正答率 
無解

答率 

全国正答率差 

(秋田正答率差) 

【問題５(１)】【正答率の最も低い問題】 

円の中心と円周上の二点を頂点とする三角形が二等辺三

角形になる理由として，最もふさわしい円の特徴を選ぶ 

示された三角形が

二等辺三角形にな

る根拠となる円の

性質を，選択する

ことができる 

図形 選択式 56.8 0.7 
+6.2 

(+1.1) 

【問題８】【無解答率の最も高い問題】 

○を並べた図を基に式を読み，数に対応する○を黒く塗

る 

式で表現された数

量の関係を図と関

連付けて理解する

ことができる 

数量関係 短答式 90.3 3.2 
+2.2 

(-3.7) 

【問題７】【全国と正答率の差が最も大きい問題】 

ハンカチを５日間持ってきた人数が，学年全体の人数の

半分より少ない学年は，４年生だけであることを示して

いるグラフを選ぶ 

グラフに表されて

いる事柄を読み取

ることができる 
数量関係 選択式 77.4 1.4 

-4.4 

(-6.9) 

【問題１(３)】【秋田県と正答率の差が最も大きい問題】 

小数の加法の結果を，減法を用いて確かめるとき，当て

はまる数値の組み合わせを書く 

加法における計算

の確かめの方法を

理解している 

数と計算 短答式 78.8 1.2 
-3.2 

(-9.0) 

④  小学校算数Ｂ 

「正答率の最も低い問題」の正答率は 9.8％で、数量関係の問題であり、全国的にも課題のあ

る問題であった。示された情報から基準量を求める場面と捉え、比較量と割合から基準量を求め

ることに依然として課題がある。授業では、数量を整理して捉えた上で、基準量を求めることが

できるようにすることを心掛けたい。 

「無解答率の最も高い問題」は、「分割された二つの図形の面積が等しくなる理由を記述する」

問題で、約４人に１人が無解答であり、正答率も低い問題であった。授業では、前提となる考え

や理由などの根拠を明らかにして、論理的に考えたり説明したりする活動を取り入れることが大

切である。 

「全国との差が最も大きい問題」は、「見積りを基に、目標に達しているかについて判断する」

問題であった。授業においても、このような日常生活に関連させた問題も積極的に取り入れ、算

数を実生活での活用する態度を育てていきたい。 

「秋田県との差が最も大きい問題」は、「作図に用いられている平行四辺形の特徴を選ぶ」問



題であった。授業では、作図の操作の意味を考えさせ、それらと図形の約束や性質の関係につい

ての理解を深めることが大切である。 

表８ 小学校算数Ｂ 沖縄県の課題のある問題 

設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 正答率 
無解

答率 

全国正答率差 

(秋田正答率差) 

【問題２(２)】【正答率の最も低い問題】 

20％増量した商品の内容量が 480ｍＬであると

き，増量前の内容量を求める式と答えを書く 

示された情報から基準量

を求める場面と捉え，比較

量と割合から基準量を求

めることができる 

数量関係 短答式 9.8 2.6 
-3.3 

(-7.3) 

【問題５(１)】【無解答率の最も高い問題】 

示された図において，分割された二つの図形の

面積が等しくなるわけを書く 

長方形の面積を２等分す

る考えを基に，分割された

二つの図形の面積が等し

くなる理由を記述できる 

量と測定  

図形 
記述式 11.8 23.1 

+2.1 

(+2.1) 

【問題４(２)】 

【全国と正答率の差が最も大きい問題】 

切り上げて計算した結果が 10000 であることか

ら分かることを選ぶ 

切り上げた場合の見積り

の結果を基に，目標に達し

ているかについて判断で

きる 

数と計算 選択式 54.0 3.2 
-8.0 

(-10.5) 

【問題１(２)】 

【秋田県と正答率の差が最も大きい問題】 

作図に用いられている平行四辺形の特徴を選ぶ 

平行四辺形の作図の方法

に用いられる図形の約束

や性質を理解している 

図形 選択式 50.0 0.5 
-4.6 

(-15.4) 

⑤  小学校理科 

「正答率の最も低い問題」は、「グラフを読み取り、それを基に理由を書く」問題であった。

「グラフの読み取り」に課題が見られ、グラフ上にある数値をそのまま選んで解答している児童

が５割いて、読み取りが不十分である児童も多く、無解答率も全国に比べても高い。無解答率が

高くなった要因として、この問題が記述式だったこともあげられる。文章で表現する場面やグラ

フを扱う場面を授業に設定したり、授業と連動した家庭学習を行うなどの工夫が必要である。 

「無解答率の高い問題」は顕微鏡の名称を、「全国や秋田県との差が大きい問題」はメスシリ

ンダーの名称を書く問題であった。このような実験器具の名称を書くことに課題が見つかったが、

これは実験器具の操作方法と併せて指導する必要がある。特に、実験の授業で、器具を揃えて個

別の操作経験を増やすなど器具を扱う機会を多く設ける必要がある。 

領域では「Ｂ区分地球」分野が全国との差が大きかった。また、「月と星の見え方の問題」に

関しても全国との差が大きく、その要因として、自然体験が少なく、それらを取り入れた授業が

難しいこと等があげられる。これらの体験ついては夜間での観察なので，家庭との連携が必要に

なってくる。例えば、夏休みの宿題などを利用して，定期的・長期的な観察を体験させたり、授

業では、ワークシートなどの工夫、活用の必要がある。 

表９ 小学校理科 沖縄県の課題のある問題 

設問の概要 出題の趣旨 
枠組 

領域 
形式 正答率 

無解

答率 

全国正答率差 

(秋田正答率差) 

【問題３(６)】【正答率の最も低い問題】 

水の温度と砂糖が水に溶ける量との関係のグ

ラフから，水の温度が下がったときに出てくる

砂糖の量を選び，選んだわけを書く 

析出する砂糖の量について分

析するために，グラフを基に考

察し，その内容を記述できる 

「活用」 

Ａ物質 
記述式 23.8 5.1 

－5.1 

(－11.5) 

【問題２(３)】【無解答率の最も高い問題】 

示された器具（顕微鏡）の名称を書く 

顕微鏡の名称を理解している 「知識」 

Ｂ生物 
短答式 61.0 11.8 

－0.6 

(－14.8) 

【問題３(４)】 

【全国と正答率の差が最も大きい問題】かつ

【秋田県と正答率の差が最も大きい問題】 

示された器具（メスシリンダー）の名称を書く 

メスシリンダーの名称を理解

している 
「知識」 

Ａ物質 
短答式 62.4 8.0 

－8.3 

(－18.1) 



⑥ 中学校国語Ａ 

「正答率の最も低い問題」は、「青い」と「青さ」の品詞として適切なものを選択する問題で

単語の類別について理解することに課題がある。また、問題（９三オ）の「語句の意味を理解し、

文脈の中で適切に使う問題」、問題（３一）の「用いられる表現の工夫として適切なものを選択

する問題」も正答率が低かった。表現の技法、単語の類別ともに授業の中で適切に指導する必要

があり、習得・活用のサイクルが十分に機能するよう、授業改善に努めなければならない。また、

文法の指導が簡略化されていないか授業を見直すこと、推測しながら文章を読み味わうなどの指

導の工夫が求められる。 

「無解答率の高い問題」「全国、秋田県の差が大きい問題」はどちらも漢字を書く問題であっ

た。「漢字の読み書き」の問題については、昨年度も正答率が低く、全国と秋田県との差が大き

かった問題であり、小学校においても昨年、今年と中学校と同様の状況にある。漢字の読み書き

に関する問題の改善では、文章を読んだり書いたりする際に辞書を活用した語句・漢字の学習を

地道に指導したり、国語以外の教科でも、小学校、中学校において、学習内容で習得する用語の

読み書きは、その教科で習得させ、それらを積極的に活用するなど漢字での読み書きに慣れ親し

むような指導を意識する必要がある。また、漢字の練習量が少ないのであれば、ドリル的な指導

も取り入れ、漢字の読み書きを習慣化させることも必要である。 

表 10 中学校国語Ａ 沖縄県の課題のある問題 

設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 正答率 
無解

答率 

全国正答率差 

(秋田正答率差) 

【問題９四②】【正答率の最も低い問題】 

「青い」と「青さ」の品詞として適切なものを選択する 

単語の類別につ

いて理解する 

伝統的な言

語活動等 
選択式 22.1 1.4 

－11.6 

(－16.9) 

【問題９一３】【無解答率の最も高い問題】 

漢字を書く（アマったお金を貯金する） 

文脈に即して漢

字を正しく書く 

伝統的な言

語活動等 
短答式 58.0 20.6 

－12.9 

(－19.3) 

【問題９一２】【全国と正答率の差が最も大きい問題】 

かつ【秋田県と正答率の差が最も大きい問題】 

漢字を書く（地図のシュクシャクを調べる） 

文脈に即して漢

字を正しく書く 
伝統的な言

語活動等 
短答式 57.6 16.2 

－14.5 

(－26.3) 

⑦ 中学校国語Ｂ 

「正答率の最も低い問題」は、複数の資料から適切な情報を得て、自分の考えを具体的に書く

問題であった。「全国および秋田県との差が大きい問題」は、状況に応じて，資料を活用して話

す問題であることから、教材文や資料を目的を持って読む指導や情報の取捨選択能力を高める指

導が必要である。グラフや表などの資料の読みにおいては、他教科と関連させた指導が有効であ

り、各教科内容、系統性を考慮しながら計画的に指導する必要がある。 

表 11 中学校国語Ｂ 沖縄県の課題のある問題 

設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 正答率 
無解

答率 

全国正答率差 

(秋田正答率差) 

【問題２三】【正答率の最も低い問題】 

資料を参考にして 2020 年の日本の社会を予想し，

その社会にどのように関わっていきたいか，自分

の考えを書く 

複数の資料から適切な情

報を得て，自分の考えを

具体的に書く 

書くこと 

読むこと 
記述式 18.0 3.6 

－5.0 

(－10.6) 

【問題３三】【無解答率の最も高い問題】 

文章の最後の一文があった方がよいかどうかにつ

いて，話の展開を取り上げて自分の考えを書く 

文章の構成や展開などを

踏まえ，根拠を明確にし

て自分の考えを書く 

書くこと 

読むこと 
記述式 27.0 11.2 

－4.1 

(－9.5) 

【問題１一】 

【全国と正答率の差が最も大きい問題】かつ 

【秋田県と正答率の差が最も大きい問題】 

ノートのその他の情報を役立てられる場合として

適切なものを選択する 

状況に応じて，資料を活

用して話す 
話すこと・ 

聞くこと 
選択式 65.8 0.2 

－7.4 

(－12.7) 

「無解答率の最も高い問題」「正答率の最も低い問題」は、文章の構成や展開などを踏まえ、

根拠を明確にして自分の考えを書く問題であった。自分の考えを書くためには、読む指導を十分



に行う必要がある。また、条件付け（キーワード、字数など）で自分の意見を書く指導を積極的

に取り入れるなどの工夫も考えられる。 

⑧ 中学校数学Ａ 

「正答率の最も低い問題」は、数量の関係を文字式に表す問題であった。授業においては、赤

と白のテープの長さの関係を図を利用し、内容を正しくとらえさせてから、立式するなど工夫が

必要である。 

「無解答率の最も高い問題」は、簡単な連立二元一次方程式を解く問題であった。この問題の

解が分数であることから、連立二元一次方程式を解く際の分数の計算にも課題があると考えられ、

基本的な計算の技能の定着を図る指導の工夫が必要である。 

「全国との差が大きい問題」は、具体的な事象における数量の関係を捉え、連立二元一次方程

式をつくる問題であった。問題文から情報を取り出し立式することに課題がある。授業では、表

を用いるなどして、２つの式を見いだすことができるように指導したい。 

「秋田県との差が大きい問題」は、多数回の試行の結果から得られる確率の意味を理解してい

るかどうかを問う問題であった。これは平成 19年度に同一の問題が出題されており、本県の正答

率は 34.0％から 46.8％へ 12.8 ポイント改善しているが、「確率の意味の理解」は依然として課

題がある。授業では、実際にさいころを投げさせ、それぞれの目の出る回数が１／６に近づくこ

とを体験させるなどの工夫が求められる。 

表 12 中学校数学Ａ 沖縄県の課題のある問題 

設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 正答率 
無解 

答率 

全国正答率差 

(秋田正答率差) 

【問題２(２)】【正答率の最も低い問題】 

赤いテープの長さが a ｃｍ で，白いテープの長

さの３／５倍のとき，白いテープの長さを a を用

いた式で表す 

数量の関係を文字式に表

すことができる 
数と式 短答式 12.6 10.9 

－9.6 

(-10.9) 

【問題３(４)】【無解答率の最も高い問題】 

連立二元一次方程式を解く   4ｘ＋2ｙ＝5 

ｘ＋ ｙ＝2 

簡単な連立二元一次方程

式を解くことができる 数と式 短答式 41.2 15.7 
－15.6 

(-17.8) 

【問題３(３)】【全国との差が最も大きい問題】 

連立二元一次方程式をつくるために着目する数量

を表した式を選ぶ 

具体的な事象における数

量の関係を捉え，連立二

元一次方程式をつくるこ

とができる 

数と式 選択式 26.1 0.9 
－18.8 

(-16.8) 

【問題 15(２)】【秋田県との差が最も大きい問題】 

さいころを投げるときの確率について正しい記述

を選ぶ 

多数回の試行の結果から

得られる確率の意味を理

解している 

資料の

活用 
選択式 46.8 3.1 

－8.6 

(-22.4) 

⑨ 中学校数学Ｂ 

「正答率の最も低い問題」は、事象を式の意味に即して解釈し、その結果を数学的な表現を用

いて説明する問題であった。指導の際には、２つの数量の関係が、比例の関係であるか、反比例

の関係であるかなどを判断できるようにすることと、それを根拠に説明することができるように

することが大切である。 

「無解答率の最も高い問題」は、図形に着目して考察した結果を基に，問題解決の方法を図形

の性質を用いて説明する問題であった。授業では、図形の性質などの「用いるもの」と「用い方」

について明らかにすることができるよう指導するなど、方法・手順を説明する活動を取り入れ指

導していく必要がある。 

「全国との差が大きい問題」は、発展的に考え，条件を変えた場合について証明する問題であ

った。指導の際は、正方形から平行四辺形に図形を変えても、証明に用いた合同条件「２組の辺

とその間の角がそれぞれ等しい」は変わらないことを理解させる必要がある。日頃から条件を変

更させたり、多種多様な視点で問題を見たり、解法を意識させるような指導が求められる。 

「秋田県との差が大きい問題」は、事柄が成り立つ理由を、構想を立てて説明する問題であっ

た。この問題で「中央の整数の３倍になる」を説明するための式として、3n＋3ではなく 3(n＋1)



が必要になるが、その必要性の理解ためには３の倍数の定義や意味の理解が不可欠である。この

ように、言葉の定義の定着や意味の理解を深めるための指導の工夫が求められる。 

「事実・事柄の説明」「方法・手順の説明」「理由・根拠の説明」などを意識して、これらの

活動を取り入れた「話し合い」「発表」「ノート」などの指導を普段の授業から取り入れること

が求められる。 

表 13 中学校数学Ｂ 沖縄県の課題のある問題 

設問の概要 出題の趣旨 領域 形式 正答率 
無解

答率 

全国正答率差 

(秋田正答率差) 

【問題１(３)】【正答率の最も低い問題】 

映像の明るさを２倍にするための投映画面の面積の

変え方を選び，その理由を説明する 

事象を式の意味に即して解釈

し，その結果を数学的な表現を

用いて説明することができる 

関数 記述式 9.1 5.2 
－2.6 

(-7.1) 

【問題３(２)】【無解答率の最も高い問題】 

四角形ＥＦＧＨがいつでも平行四辺形になるように

点Ｆの位置を決める方法を，平行四辺形になるため

の条件を用いて説明する 

図形に着目して考察した結果

を基に，問題解決の方法を図形

の性質を用いて説明すること

ができる 

図形 記述式 14.8 44.5 
－6.4 

(-10.8) 

【問題４(２)】【全国との差が最も大きい問題】 

正方形ＡＢＣＤを平行四辺形ＡＢＣＤに変えても，

ＡＥ＝ＣＦとなることの証明を完成する 

発展的に考え，条件を変えた場

合について証明することがで

きる 

図形 記述式 34.1 21.4 
－15.5 

(-22.5) 

【問題２(２)】【秋田県との差が最も大きい問題】 

連続する３つの整数の和が中央の整数の３倍になる

ことの説明を完成する 

事柄が成り立つ理由を，構想を

立てて説明することができる 数と式 記述式 30.1 25.0 
－13.0 

(-23.2) 

⑩  中学校理科 

「正答率の最も低い問題」は、他者の考察を検討して改善し，水の状態変化と関連付けて雲の

成因を正しく説明する問題であった。この問題の正答率は 7.8％と非常に低い問題であったが、

全国、秋田県においても最も正答率の低い問題であり、全国的に課題のある問題であった。この

水蒸気と水滴の語句の違いについての内容は小学校でも出題されている。水滴や水蒸気は日常生

活でも使用される言葉であるために意味を混同することが多いと思われる。普段から正しい科学

的な語句を使うように意識する必要があり、そして、表やグラフの読み取りの指導も意識して行

う必要がある。また、水溶液の濃度に関する問題や湿度に関する問題など、比較的易しい計算問

題や基本的な考え方を問う問題でも正答率が低かった。これら濃度や湿度などの基本的な考え方

の丁寧な指導が必要である。 

表 14 中学校理科 沖縄県の課題のある問題 

設問の概要 出題の趣旨 
枠組 

領域 
形式 正答率 

無解

答率 

全国正答率差 

(秋田正答率差) 

【問題２(３)】【正答率の最も低い問題】 

湿った空気が斜面に沿って上昇してできる雲に

ついて，その成因を説明した他者の考えを検討

して，誤っているところを改善する 

他者の考察を検討して改

善し，水の状態変化と関連

付けて雲の成因を正しく

説明することができる 

「活用」 

地学 
記述式 7.8 5.3 

－6.7 

(－8.2) 

【問題７(３)】【無解答率の最も高い問題】 

キウイフルーツの上に置いたゼリーの崩れ方に

違いが見られたという新たな疑問から，適切な

課題を記述する 

見いだした問題を基に，適

切な課題を設定すること

ができる 

「活用」 

生物 
記述式 51.3 28.1 

－6.0 

(－18.6) 

【問題１(３)】 

【全国と正答率の差が最も大きい問題】かつ 

【秋田県と正答率の差が最も大きい問題】 

水上置換法では二酸化炭素の体積を正確に量れ

ない理由を説明する 

二酸化炭素の体積を量る

場面において，水上置換法

では正確に量れない理由

を説明することができる 

「活用」 

化学 
記述式 36.4 22.8 

－16.6 

(－26.8) 

「無解答率の高い問題」は、見いだした問題を基に、適切な課題を設定する問題であった。実

験結果を基に、自然の事物・事象から問題を見いだし、適切に課題づくりができるようにするこ



とや、予想や仮説を設定し、検証する実験を計画できるようにするなど、実験の工夫が必要であ

る。 

「全国・秋田県との正答率の差が大きい問題」は、二酸化炭素の体積を量る場面において、水

上置換法では正確に量れない理由を説明する問題であった。この問題は記述式であり、無解答率

も 22.8％と高かった。記述式の問題はほとんど無解答率が 20％以上と、記述式の解答が苦手な生

徒が多く、無解答率が全国に比べても高くなっており、記述式の問題に関しては、特に、秋田県

との正答率の差が大きくなる傾向にある。生徒が話し合ったり、説明したり、記述したりするこ

とを普段の授業に積極的に取り入れて指導していく必要がある。 

 

２ 学習状況や指導方法等に関する分析 

(1) 本県の教師の学習指導の状況 

授業を導入、展開、終末に分けると、「目標を示す活動」は導入時の活動、「振り返る活動」は

終末時の活動、また、「言語活動の充実を図る活動」は授業全体に関わるが、展開部分での重要な

活動と考える。 

ここでは、教師の学習指導の「目標を示す活動」「振り返る活動」「言語活動の充実を図る活動」

がどのように行われているか、学校質問紙の結果から分析する。 

① 目標を示す活動 

過去の学力・学習状況調査の結果から、授業の冒頭の目標を示し、授業の最後に学習したこと

を振り返る活動を積極的に行った学校ほど学力調査の平均正答率が高い傾向があるという分析結

果などを受け、本県でも「目標を示し、振り返る活動」のある授業を推進しており、これらの活

動は定着してきている。 

図７ 目標（めあて・ねらい）を示す活動（沖縄・全国・秋田） 

図８ 目標（めあて・ねらい）を示す活動（沖縄経年比較） 

「目標を示す活動」の「よく行った」や「どちらかといえば行った」の肯定的な回答の割合は

小学校・中学校ともに昨年も今年も全国平均を上回りほぼ 100％である（図７、８）。目標を示

すことは、定着しつつあるので、目標を示すことが形骸化していないか検証し、児童生徒にやる

気を引き出す質の高い目標の示し方を目指す必要がある。また、経年比較から「よく行った」の

最も肯定的な回答の割合は昨年と今年を比較するとあまり変化がみられない。したがって、目標

を示す活動のより一層の徹底を図っていく必要がある。 

授業の冒頭で「目標を示す活動」の意義の一つは、児童生徒に見通しをもって授業に臨ませる

ことである。その際、目標が、曖昧なまま授業を展開すると、児童生徒は見通しをもちにくくな

るだけでなく、その後の展開時の話し合い活動が活発にならず、思考を深めることができなくな

る。さらに、終末時の振り返りも曖昧なものになってしまう。したがって、児童生徒に見通しを

もたせるためには、目標の焦点化、明確化を図ることに加えて、児童生徒が理解できるわかりや



すい表現にすることは必須条件である。 

「目標を示す活動」のもう一つの意義は、児童生徒に興味・関心を抱かせることである。田村

学（2015）は、探究のプロセスを「課題設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」

に分け、その中で「探究というのは、本質的には『学び手に求めがなければならない』」と述べ

ている。「課題設定」は授業における「目標を示す活動」にあたり、学び手に求めが生じるよう

に設定したい。「教師にやらされる課題」ではなく、「児童生徒が自らやってみたい課題」と思

えるような課題提示の工夫が求められる。授業冒頭で、児童生徒にやってみたいと思わせること

ができれば、その後の授業が有意義なものになる可能性が高くなるが、容易ではない。そこで、

田村は、「驚きの事実を印象的に提示し、必要感を高め課題を設定」したり、「違和感が生じる

ように統計資料を提示し、課題を設定」したり、「体験活動での感覚とのずれや矛盾を強調し、

課題を設定」したりするなどの「課題設定」の工夫を例としてあげている。 

したがって、「目標を示す活動」の質の向上のためには、「焦点化・明確化」「分かりやすい

表現」「やってみたいと思わせる課題提示の工夫」を心掛けたい。 

② 振り返る活動 

「振り返る活動」の「よく行った」や「どちらかといえば行った」の肯定的な回答の割合は、

小学校・中学校ともに全国平均を上回り、95％以上の数値となっている（図９）。「目標を示す

活動」「振り返る活動」ともに肯定的な回答は 90％以上で、定着しつつある。 

図９ 振り返る活動（沖縄・全国・秋田） 

図 10 振り返る活動（沖縄経年比較） 

この２つの活動の最も肯定的な回答「よく行った」の割合に着目して見ると「振り返る活動」

は、小学校、中学校ともに「目標を示す活動」の約半分である（図７、９）。つまり、「振り返

る活動」は「目標を示す活動」より徹底されていないと考える。また、中学校の「よく行った」

の割合は昨年度より減少している（図 10）。「振り返る活動」の実施の徹底を図るためには、教

師が「振り返る活動」を必ず授業で行うということを強く意識することが必要である。授業の計

画段階で「振り返る活動」を設定したが、導入と展開に時間をかけすぎたために時間切れとなり、

十分に出来なかったりする場合も少なくない。導入、展開、終末の時間管理を行い、「振り返る

活動」の時間を確保することが重要である。 

授業の最後で「振り返る活動」を実施する一つの意義は、学んだことや学んだ過程を振り返る

ことで学習内容や学習過程を確認することである。学んだ知識だけでなく、学んだ方法をきちん

と確認する必要がある。「振り返る活動」が無かったり、弱かったりすると、学習内容（知識）

の定着が図られにくくなり、学習過程（方法）を確認しないと、次に同じような課題に対面した

ときにそこで学んだことが活かされにくくなる。学んだ知識や方法を活用して、自分で解決でき

る児童生徒にするためにも「振り返る活動」は重要である。 

「振り返る活動」のもう一つの意義は、児童生徒が授業の前後で自分の成長を確認することで



ある。授業で何がわかったか、何ができるようになったかを児童生徒自身が確認することは、重

要である。日々の授業のなかで「分かった」「できた」の体験を積み重ねることは、児童生徒の

自信につながるとともに、意欲的に授業に臨む原動力となる。また、このような自己評価を行う

ことで、自分の分かったことやできたこと、自分の課題はなにかを確認することで、次に自分が

何をすればよいのかの方針を立てやすくなり、主体的な学習態度の育成につながると考える。 

したがって、教師が「振り返る活動」を意識して授業に臨むことや、効果的な学習内容と学習

過程の振り返りや児童生徒の自己評価の仕方について研究し、実践することが求められる。 

③ 言語活動の充実を図る活動 

学習指導要領では、言語活動の充実を図り、基礎的・基本的な知識・技能を活用した思考力・

判断力・表現力等を育成する授業づくりが求められている。そこで、本県の言語活動の様子が分

かる質問事項の結果を確認する。 

ア 教師の指導の傾向 

「考えを示したり思考を深めたりする発問や指導」「発言や活動の時間確保した授業」「学

級やグループで話し合う活動を取り入れた授業」の実施状況について考察する。これらは、本

県の課題である児童生徒が「説明する」ことにも関係する指導方法と考える。 

図 11 考えを引き出し、思考を深めたりする発問や指導（沖縄・全国・秋田） 

図 12 発言や活動の時間を確保した授業（沖縄・全国・秋田） 

小学校、中学校の校種を問わず、いずれの質問項目も肯定的な回答の割合は９割前後で全国

平均並の高い値を示して、「目標を示す活動」や「振り返る活動」と同様、各学校の取組とし

て見られる。その一方で、最も肯定的な回答「よく行った」の割合については全国平均との差

があることも確認できる（図 11、12、13）。 

図 13 学級やグループで話し合う活動の授業（沖縄・全国・秋田） 

秋田県は、思考を深める発問を取り入れ、発言や話し合いの時間を確保し、児童生徒で話し

合わせる授業が本県や全国よりも徹底していることが読み取れる。これらが活用の問題におい

て、秋田県の正答率が高くなる要因の一つと考えられ、本県もこれらの指導を「どちらかとい

えば、行った」と回答した学校が「よく行った」の回答に移行するよう指導の徹底を図らなけ



ればならない。 

これら「言語活動の充実を図る活動」に関する３つの活動は、「目標を示す活動」や「振り

返る活動」よりも、最も肯定的な回答「よく行った」の割合は低くなっている。この活動を「目

標を示す活動」や「振り返る活動」のように徹底するには、活動の意義や方法を理解すること

と合わせ、学習形態の工夫も必要となる。この「思考を深める発問を取り入れ、発言や話し合

いの時間を確保し、児童生徒で話し合わせる活動」は、展開の時間に多く用いられる活動であ

り、積極的に取り入れていきたい。 

イ 教師から見た児童生徒の話し合い活動の様子 

教師は児童生徒の話し合い活動の様子をどのように感じているのだろうか。学級やグループ

での話し合いなどの活動において、児童生徒は「自分の考えを相手に伝えること」「相手の考

えを最後まで聞くこと」「自分の考えを深め、広げること」ができると思うかという３つの質

問事項で、教師がどう認識しているか確認する。 

まず、「児童生徒は、自分の考えを相手に伝えることができる」と感じている割合は６割前

後で、最も肯定的な回答「その通りだと思う」は 1割足らずで、逆に、約４割が否定的な回答

をしている（図 14）。 

図 14 自分の考えを相手に伝えることができると思うか（沖縄・全国・秋田） 

次に、「児童生徒は、相手の考えを最後まで聞くことができる」と感じている割合は８割前

後で、最も肯定的な回答「その通りだと思う」は 1割程度で、約２割は否定的な回答をしてい

る（図 15）。 

図 15 相手の考えを最後まで聞くことができると思うか（沖縄・全国・秋田） 

そして、「児童生徒は、自分の考えを深めたり、広げたりすることができる」と感じている

割合は５割程度で、最も肯定的な回答「その通りだと思う」はほんのわずかで、約半数は否定

的な回答をしている（図 16）。 

図 16 自分の考えを深めたり、広げたりすることができると思うか（沖縄・全国・秋田） 

本県の教師は、話合い活動で、児童生徒が自分の考えを伝えたり、友達の考えを聞いたりす



ることができていないと感じている割合が全国より多い要因として、教師自身の指導で「学級

やグループで話し合う活動の授業」や「発言や活動の時間を確保して授業」の実施が全国平均

より少ないことと、それらの活動を活性化させる指導である「考えを引き出し、思考を深めた

りする発問や指導」が少ないことがあげられる（図 17、18、19）。つまり、教師が児童生徒に

話合い活動を体験させていないから、児童生徒は話合いが苦手であると感じてしまうのではな

いだろうか。だとすれば、教師が積極的に話合い活動を取り入れ児童生徒に体験させ続けるこ

とで、改善されると考えられる。教師は「児童生徒が話し合い活動を苦手としているからやら

ない」ではなく、「児童生徒は話合い活動が苦手そうだから、積極的に取り入れる」ようにし

たい。 

能代市立能代東中学校の授業では、生徒が積極的に発言する姿や活発に話し合う姿を見るこ

とができた。これは、全教科の日々の授業で発表したり、話し合ったりすることを数多く体験

してきたことから、これらの能力が高められたと考えられる。本県でも、児童生徒の発言する

機会を設け、話し合うことを取り入れた授業を繰り返し行うなど、対話を通して学習を展開し

ていくことが求められる。 

(2) 本県の国語、算数・数学、理科の指導の現状 

国語、算数・数学、理科の各教科において、どのような授業が行われているか本県の傾向や現状

を把握する。 

① 国語の指導 

国語の授業で「目的や相手に応じて話したり聞いたりする授業」を行っている割合は小学校、

中学校ともに８割以上で全国平均に近く、最も肯定的な回答「よく行った」の割合はやや少ない

（図 17）。 

図 17 話したり聞いたりする授業（沖縄・全国・秋田） 

「書く習慣を付ける授業」を行っている割合は小学校、中学校ともに９割以上で、最も肯定的

な回答「よく行った」の割合は全国平均より少ない（図 18）。 

図 18 書く習慣を付ける授業（沖縄・全国・秋田） 

図 19 読む習慣を付ける授業（沖縄・全国・秋田） 



「読む習慣を付ける授業」を行っている割合は、小学校８割弱、中学校９割弱で、最も肯定的

な回答「よく行った」の割合は全国平均より少ない（図 19）。 

これら「話すこと・聞くこと、書くこと、読むこと」に関する指導は、本県でも意識されて指

導が行われていることが、データから読み取れる。その一方で、いずれの指導も最も肯定的な回

答である「よく行った」の割合は全国平均に比べると少ない傾向にある。 

「話すこと・聞くこと、書くこと、読むこと」の指導は、国語科の目標にも示されているとお

り、「国語を適切に表現し理解する能力を育成し、伝え合う力を高める」ためには不可欠であり、

指導内容・指導方法を研究し、児童生徒の「話すこと・聞くこと、書くこと、読むこと」の能力

を高めることが必要となる。 

次に、本県の課題の「漢字の読み書き」に関係する項目を確認する。「漢字・語句など基礎的・

基本的事項を定着させる授業」は、全国、秋田県に比べて少ない（図 20）。本県の経年比較から、

その割合は増えつつあり（図 21）、引き続き、漢字・語句など基礎的・基本的な事項を定着させ

る指導を強化する必要がある。漢字の読み書きについては、各教科で使う学習用語等も含め、積

極的に活用し、漢字での読み書きに慣れ親しむようにするなどの工夫改善が求められる。 

図 20 漢字・語句などの基礎的な事項の定着を図る授業（沖縄・全国・秋田） 

図 21 漢字・語句などの基礎的な事項の定着を図る授業（沖縄県経年比較） 

② 算数・数学の指導 

図 22 算数・数学の補充的な授業（沖縄・全国・秋田） 

図 23 計算問題などの反復練習をする授業（沖縄・全国・秋田） 

算数・数学の指導や授業で「補充的な学習の指導」や「計算問題などの反復練習する授業」は、

「よく行った」「どちらかといえば、行った」の肯定的な回答の割合は９割以上の高い値を示し

ている（図 22、23）。 



中学校数学において、連立二元一次方程式を解く問題の無解答率 15.7％（正答率 41.2％）と高

く、簡単な計算問題に課題があることから、生徒の状況に応じて反復練習や補充的な学習指導も

考える必要がある。 

次に、「発展的な学習の指導」や「実生活における事象との関連を図った授業」は、補充的な

学習や反復練習の授業の実施に比べると、本県だけでなく、全国も秋田県もその割合は小さくな

る（図 24、25）。学習指導要領の算数科・数学科の目標に掲げられている算数的活動や数学的活

動の楽しさを味わわせたり、算数や数学のよさを実感させたりするためにも、積極的に発展的な

学習の指導や実生活における事象との関連を図った授業を行うことは有効であると考える。 

「発展的な学習」では、複数の既習事項を組み合わせて活用したり、多様な解法が出たり、問

題解決に向けて深い思考を要する場合が多い。したがって「発展的な学習」はグループ学習に適

している。また、他者と協力し、試行錯誤を重ねて問題解決したときの達成感や喜びを感じるこ

とも多く、算数・数学の楽しさを味わうことにつながると考える。そして、「実生活との関連を

図った授業」では、算数・数学を活用して実生活の問題を解決することで、算数・数学を身近に

感じたり、その有用性を感じたりでき、算数・数学のよさを実感させる授業になると考える。よ

って、このような授業も積極的に取り入れ実施していきたい。 

図 24 算数・数学の発展的な学習の指導（沖縄・全国・秋田） 

図 25 実生活における事象との関連を図った授業（沖縄・全国・秋田） 

算数・数学の授業においても、「発言や活動の時間確保した授業」「学級やグループで話し合

う活動を取り入れた授業」を多く取り入れ、そのなかで、本県の課題である「事実や事柄の説明」

「方法や手順の説明」「理由や根拠の説明」など「説明する活動」を積極的に取り入れることが

求められる。また、算数・数学で学んだ表や図やグラフなどから適切に情報を読み取るためには、

表や図やグラフについての理解を深める必要があり、そのためにも、話し合い学び合う授業が有

効になると考える。 

③ 理科の指導 

理科の「観察や実験をする授業」は、「週１回以上」の回答の割合は６～７割で、全国平均を

上回り、観察や実験は実施されている様子がうかがえる（図 26）。 

図 26 理科室での観察や実験をする授業（沖縄・全国・秋田） 


