
平成２９年度
全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた

学習指導の改善・充実に向けて

小学校 国語
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課題及び指導改善のポイント①

Ａ２ お礼の手紙を書く

設問二 出題の趣旨
手紙の構成を理解し，後付けを書く
（第５・６学年Ｂイ）

光村図書小学校３年上わかば
気持ちがつたわる手紙を書こう

「ありがとう」をつたえよう

「最後に名前を書く」という
誤答をした児童

県 47.4％
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第３学年及び第４学年
「B書くこと」
（２）内容②言語活動例

エ 目的に合わせて依頼状，案内状，
礼状などの手紙を書くこと

このような
ひな形で
お手紙を
書かせて

いませんか？
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課題及び指導改善のポイント①
手紙の構成を理解し，後付けを書く（第５・６学年Ｂイ）



課題及び指導改善のポイント①

学びの丘 動画研修パッケージ「指導のポイント資料」もご覧ください。

手紙の構成を理解し，後付けを書く（第５・６学年Ｂイ）



課題及び指導改善のポイント②

Ａ７ 漢字を読んだり書いたりする 出題の趣旨

学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく読
んだり書いたりする（第５・６学年 伝国（１）ウ（ア））

県

39.3%

正答率



課題及び指導改善のポイント②

Ａ７ 漢字を読んだり書いたりする 学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく読
んだり書いたりする（第５・６学年 伝国（１）ウ（ア））

◆ 学習した漢字を字形に注意しながら繰り返し書いて練習
することのみならず，漢字のもつ意味を考えながら，文や
文章の中で正しく使うことができるように指導する。

◆ 同音異義語に注意するなど，漢字のもつ意味を考えて使
う習慣を身に付けることができるように指導する。

◆ 国語辞典や漢字辞典を日常的に利用して調べる学習を習
慣付け，語彙を広げながら正しく適切に漢字を書くことが
できるように指導する。
【指導例】「指導のポイント資料」「報告書５０ページ」

指導改善のポイント



課題及び指導改善のポイント②

報告書 指導例

１ 「計る」「量る」「測る」などの同音異義語の例を示し，その他の同音異
義語を教科書などから探す。

２ 探した同音異義語の意味や使い方を整理して，次のようなカードにまとめる。

３ 作成したカードをもとに，グループで裏面の問題を出し合い，同音異義語の
使い方について考える。

カードの表（意味や使い方・解答） カードの裏（問題）

【収める】

「きちんと中に入れる。よい結果をあ
げる。」（勝利を収める）
【治める】
「政治を行う。」（領地を治める）
【納める】

「お金や物を，受け取る人にわたす。
きちんと入れてしまう。」
（税金を納める）

「おさめる」
【治める】 【納める】 【収める】

○正しい漢字を選んで書きましょう。

・運動会で勝利をおさめる。

・との様が領地をおさめる。

・国民は税金をおさめる。

学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく読
んだり書いたりする（第５・６学年 伝国（１）ウ（ア））



課題及び指導改善のポイント③

Ａ３ 必要な情報を見付けて読む

出題の趣旨

目的に応じて，文章の中から必要な情
報を見付けて読む。（第３・４学年Ｃイ）

２３

学校新聞を書くため
に，「時の記念日」に
ついての資料から，
小野さんと今村さん
が，中心に読むとよ
い段落をそれぞれ
選択する。

県
71.6%

正答率

目的に応じて文章中
のどの段落を読めば
よいかを自ら判断す
ることに課題がある。



他学年，他教科においても
重要な知識や技能

課題及び指導改善のポイント③

Ａ３ 必要な情報を見付けて読む

出題の趣旨

目的に応じて，文章の中から必要な情
報を見付けて読む。（第３・４学年Ｃイ）

◆ 調べる目的や事柄を明確にした上で，本や文章を選び，
その中の記述や説明から，課題を解決するために必要な情
報を選択することができるように指導する。
その際，本の題名や種類に着目し，目次や索引などを効

果的に利用することができるように指導する。

◆ 自分の調べたい言葉を別の言葉に置き換えたり必要な情
報の中から手がかりとなる言葉を決め，それを基に検索し
たりするなど，目的に照らして必要な本や文章を児童自ら
選ぶことができるように指導する。

指導改善のポイント



課題及び指導改善のポイント③

必要な情報を見付けて読むためのポイント

①
•何を調べればよいのか明確にする。

②
•必要な情報の中心となる言葉を考える。

③
•本の目次や索引，見出しや文章から言葉を探す。

④

•調べたい言葉が見付からない場合，別の言葉に置きか
えて探す。

報告書 ３２ページ 参照
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課題及び指導改善のポイント④

Ｂ１ スピーチの練習をする（「折り紙」の紹介）
出題の趣旨 動画を見る目的を捉えるこ
とを通して，目的や意図に応じ，適切な
言葉づかいで話す（第５・６学年Ａイ）

日頃の授業で
も，このような
場面を設定して
いくことが望ま
れます。



県
75.9%

9.8%9.9%

石田さんの
「全体的に早口になっ
ているように思うの
で，そこを直したい
な。」という発言に着
目して答える。

正答率

上野さんの「表情がとても明るく
て，」という意見や，「参考にし
てもらう」「振り返るため」という
ような言葉を誤って捉えたので
はないか。

課題及び指導改善のポイント④

Ｂ１ スピーチの練習をする（「折り紙」の紹介）
出題の趣旨 動画を見る目的を捉えるこ
とを通して，目的や意図に応じ，適切な
言葉づかいで話す（第５・６学年Ａイ）



課題及び指導改善のポイント④

◆ 自分自身の話や話す様子を振り返り，次に生かすことが
できるように指導する。

◆ 自分や友達の発表の様子を動画で撮影する等，ＩＣＴ機
器等を効果的に活用するとともに，話の構成や内容，話し
方等についての観点を明確に示し，それに沿って振り返る
ことができるように指導する。

◆ 発表原稿を基に話すことだけでなく，スピーチメモ等を
活用して話すことができるように指導する。

指導改善のポイント

このことは，国語科だけに限らず，他教科や中学校でも考えな
ければならないことです。

Ｂ１ スピーチの練習をする（「折り紙」の紹介）
出題の趣旨 動画を見る目的を捉えるこ
とを通して，目的や意図に応じ，適切な
言葉づかいで話す（第５・６学年Ａイ）



課題及び指導改善のポイント④

報告書６３ページにも指導例があります。

動画を見る目的を捉えることを通して，目
的や意図に応じ，適切な言葉づかいで話す
（第５・６学年Ａイ）



課題及び指導改善のポイント⑤

Ｂ２ 三 協力を依頼する文章を書く（緑のカーテン作りへの協力のお願い）

出題の趣旨 目的や意図に応じ，必要な内容を整理して書く（第５・６学年Ｂウ）

「水やりに協力してくれる人をぼ集
します」の イ に入る内容を，
中学生からの【アドバイス】を基に
書く。

〈条件〉

①水やりが大変な理由を，【アド
バイス】から二つ取り上げて書く。

②【緑のカーテン作りへの協力の
お願い】にふさわしい表現で書く。

正答率

県
32.6%



類型８ ９．６％類型６ １０．０％類型４ ２３．８％

毎朝，植木ばちに水をや
らないと，すぐにかれてし
まうから大変です。

１階から３階まで作る
し，夏は温度が高いの
で，水をきゅうしゅう
するからです。

たくさんの植木鉢に水
をやることが書けてい
ない。

大きな緑のカーテンを作
るには，毎朝水をやる必
要があるから。

たくさんの植木鉢に水
をやることが書けてい
ない。
ふさわしい表現で書け
ていない。

水やりが大変な理由を
【アドバイス】の中から
取り上げて書けていな
い。

課題及び指導改善のポイント⑤

水やりが大変な理由について，中学生からの【アドバ
イス】の中から，「毎朝水をやること」のみを取り上げ
ている。

【課 題】
◆ 目的や意図に応じ，必要な内容を整理して書くこと。

条件が複数あるのに，１つしか書けていない。

B１三も、この問題と
同じ傾向があります。

Ｂ２ 三 協力を依頼する文章を書く（緑のカーテン作りへの協力のお願い）



課題及び指導改善のポイント⑤

出題の趣旨 目的や意図に応じ，必要な内容を整理して書く（第５・６学年Ｂウ）

◆ 取材した事柄を整理し，情報と情報との共通点や相違点
に着目してまとめたり，見出しを付けたりして，理由を取
り上げて簡単に書くことができるように指導する。

◆ 目的や意図に応じて，簡単に書く場合と，詳しく書く場
合とを適切に判断することができるように指導する。
具体的には，新聞やリーフレットなどの文章の種類や特

徴を踏まえ，内容や分量などを考えながら書くというよう
な学習活動を工夫する。

指導改善のポイント

Ｂ２ 三 協力を依頼する文章を書く（緑のカーテン作りへの協力のお願い）



課題及び指導改善のポイント⑤

目的や意図に応じ，必要な内容を整理して書く（第５・６学年Ｂウ）



課題及び指導改善のポイント⑥

Ｂ３ 物語を読んで，感想を伝え合う（あまんきみこ「きつねの写真」）

設問二 出題の趣旨 自分の考えを広げたり深めたりするための発言の意図を捉える
（第５・６学年Ｃオ）

正答率

県
25.7%



課題及び指導改善のポイント⑥

Ｂ３ 物語を読んで，感想を伝え合う（あまんきみこ「きつねの写真」）

設問二 出題の趣旨 自分の考えを広げたり深めたりするための発言の意図を捉える
（第５・６学年 Ｃオ）

考えのもととなること（根
拠）をたずねていると捉
えられていないのでは。

「二人を写したはずの写真にきつねが写って
いたんだから，きっときつねだよ」という発言の
意味を捉えることができていないのでは。

★日頃の授業の中で，友達と話し合う機会を取り入れる。
★児童の考えを発表するだけで終わらせず，他の児童と交流させる。
★根拠や理由，意見を発表させる。

１ 考えのもととなる文章中の表現
を明らかにしようとしている。

４ 自分の理解が正しいかどうか
を相手に確かめようとしている。

７２．４％の
児童が正答

３３．０％の
児童しか

正答していない

「二人を写したはずの写真にきつねが写って
いたんだから，きっときつねだよ。」

ア 「どこからそう思うの。」

イ 「田中さんの言いたいことは，
そういうことでいいのかな。」

２ 言葉の意味が理解できず，そ
の意味を知ろうとしている。



課題及び指導改善のポイント⑥

◆ 取り上げた叙述と,その叙述を基にどう考えたのかを交
流し、互いの考えの共通点や相違点を明確にすることが、
自分の考えを広げたり深めたりすることにつながっていく
と児童が実感できるように指導する。

◆ 「どこからそう思うの」「○○さんの言いたいことはそ
ういうことなのかな」等質問していく中で互いに補完し合
うことによって自分の考えを広げたり深めたりすることが
できるように指導する。

指導改善のポイント

Ｂ３ 物語を読んで，感想を伝え合う（あまんきみこ「きつねの写真」）

設問二 出題の趣旨 自分の考えを広げたり深めたりするための発言の意図を捉える
（第５・６学年 Ｃオ）



課題及び指導改善のポイント⑥
自分の考えを広げたり深めたりするための発言の意図を捉える
（第５・６学年 Ｃオ）



課題及び指導改善のポイント⑥
自分の考えを広げたり深めたりするための発言の意図を捉える
（第５・６学年 Ｃオ）



課題及び指導改善のポイント⑥



１ 当該単元で育成したい国語の資質・能力を明確にするために

○ 指導事項を踏まえて

○ 児童の実態を踏まえて

○ 年間指導計画に基づく指導の見通しを踏まえて

○ 育成すべき資質・能力の三つの柱を踏まえて

２ 当該学年で育成を目指す国語の資質・能力を高めるために

○ 指導事項を吟味し，適切な言語活動を設定する

○ 指導事項に応じた学習活動を具体化する

○ 指導事項に示す能力を育成するための支援を明確にする

○ 身に付けた能力を繰り返し活用することによって定着を可能にする指導過

程を工夫する。

３ 言語活動の質を高めるために

○ 児童が学習の目的や必然性を自覚できるようにする

○ 児童が目的や必然性を自覚できる交流を工夫する

○ 指導のねらいに応じた語彙指導を工夫する

○ 関連する図書など読書環境を工夫する

国語科における授業づくりの視点




