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平成２６年度 全国学力・学習状況調査

宮崎県の調査結果
【１ 結果の概要 】 学校政策課

◆ 調査の目的

（１）義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状

況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。

（２）学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。

（３）そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。

◆ 調査の概要

１ 調査実施日 平成２６年４月２２日（火）

小学校第６学年、特別支援学校小学部第６学年２ 対 象 学 年

中学校第３学年、中等教育学校第３学年、特別支援学校中学部第３学年

３ 調 査 対 象 校（市町村立小学校２３２校、特別支援学校小学部２校）小学校：２３４

校（市町村立中学校１３３校、県立学校３校、中学校：１４０

特別支援学校中学部４校）

※ 国立・私立学校も参加しているが、示しているのは、県内の公立小・中学校、特別支援学校の結果のみである。

◆ 宮崎県の公立小・中学校の学力調査結果の概要

１ 平均正答数

○ 小学校第６学年

合計教科 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

〔問題数〕 〔15問〕 〔10問〕 〔17問〕 〔13問〕 〔55問〕
年度

宮 崎 11.1 5.4 13.2 7.3 37.0

Ｈ２６ 全 国 10.9 5.5 13.3 7.6 37.3

-0.1 -0.1 -0.3 -0.3全国との差 +0.2

○ 中学校第３学年

合計教科 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

〔問題数〕 〔32問〕 〔9問〕 〔36問〕 〔15問〕 〔92問〕
年度

宮 崎 25.1 4.5 24.6 9.0 63.2

Ｈ２６ 全 国 25.4 4.6 24.3 9.0 63.3

-0.3 -0.1 -0.1全国との差 +0.3 0.0

○ Ａ問題：主として「知識」に関する問題

身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容

実生活において不可欠であり常に活用できるようになっていることが望ましい

知識・技能

○ Ｂ問題：主として「活用」に関する問題

知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力などに関わる内容

様々な課題解決のための構想を立て実践し評価・改善する力などに関わる内容
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２ 平均正答率

○ 小学校第６学年

合計

100%換算
年度 教科 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 合計

宮 崎 73.7 53.8 77.9 55.9 261.3 65.3

Ｈ２６ 全 国 72.9 55.5 78.1 58.2 264.7 66.2

-1.7 -0.2 -2.3 -3.4 -0.9全国との差 +0.8

○ 中学校第３学年

合計

100%換算
年度 教科 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ 合計

宮 崎 78.4 50.2 68.4 59.9 256.9 64.2

Ｈ２６ 全 国 79.4 51.0 67.4 59.8 257.6 64.4

-1.0 -0.8 -0.7 -0.2全国との差 +1.0 +0.1

◆ 宮崎県の結果の概要

本県の学力の状況を「２ 平均正答率」の表でみると、合計は、小学校、中学校ともに、全国平
均をわずかに下回っているが、ほぼ全国の平均的な水準にある。
教科区分別では、小学校は、知識に関するＡ問題については、国語、算数ともに、全国平均と

。 、 、 、 。ほぼ同じである 活用に関するＢ問題については 国語 算数ともに 全国平均を下回っている
中学校は、知識に関するＡ問題及び活用に関するＢ問題ともに、全国平均とほぼ同じである。

※ 過年度の調査結果については 「宮崎県教育研修センター」のトップページにある 「調査・研、 、
究」の「全国学力・学習状況調査」を参照ください。

※ 調査結果は学力の特定の一部分であり、学校における教育活動の一側面であります。
「平成２６年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」より
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平成２６年度 全国学力・学習状況調査

宮崎県の調査結果
【２ 小学校国語の結果概要 】 学校政策課

◆ 宮崎県全体の正答数分布状況（公立）
小学校国語Ａ（１５問） 小学校国語Ｂ（１０問）

※ 棒グラフが宮崎県の正答数分布、折れ線グラフが全国の正答数分布（横軸：正答数、縦軸：児童の割合）

◆ 学習指導要領の領域・問題形式ごとの平均正答率
※ 太字が宮崎県の平均正答率 （ ）の中は、全国の平均正答率、下段は全国との差、

領 域 国語Ａ 国語Ｂ 問題形式 国語Ａ 国語Ｂ

(72.4) (51.2) (66.6) (62.1)話すこと 73.7 47.7 66.0 60.8
・ 選択式

＋1.3 －3.5 －0.6 1.3聞くこと －

(72.2) (34.4) (78.5) (67.7)72.2 32.2 80.5 66.1
書くこと 短答式

±0.0 －2.2 ＋2.0 1.6－

(68.5) (57.3) (34.4)66.3 56.4 32.2
読むこと 記述式

－2.2 －0.9 2.2－

(73.7) (69.8)75.0 68.9
言語事項

＋1.3 －0.9

◆ 小学校国語の設問別結果概要（全国平均との比較）

】【話すこと・聞くこと
●（Ｂ－１）司会の発言の内容をまとめて書く問題
●（Ｂ－１）林さんの質問の狙いとして適切なものを選択する問題
●（Ｂ－１）大野さんの発言に対し、手書きの立場から質問か意見を書く

】【書くこと
○（Ａ－６ 「～たり、…たり」という表現に直して書く問題）
●（Ａ－３）情景描写を正しく理解し、適切なものを選択する問題
●（Ｂ－１）大野さんの発言に対し、手書きの立場から質問か意見を書く

】【読むこと
●（Ａ－５）物語の一部に入る適切な人物の名前を書く問題

】【言語事項
○（Ａ－１）小学校第５学年までに学習した漢字を正しく書く問題
○（Ａ－６ 「～たり、…たり」という表現に直して書く問題）
●（Ａ－３）情景描写を正しく理解し、適切なものを選択する問題

○（Ａ （Ｂ）無解答率が全問題を通じて全国平均より低い。）

※ ○は全国と比べよくできているもの、●は全国と比べ課題と考えられるもの
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平成２６年度 全国学力・学習状況調査

宮崎県の調査結果
【３ 小学校算数の結果概要 】 学校政策課

◆ 宮崎県全体の正答数分布状況（公立）
小学校算数Ａ（１７問） 小学校算数Ｂ（１３問）

※ 棒グラフが宮崎県の正答数分布、折れ線グラフが全国の正答数分布（横軸：正答数、縦軸：児童の割合）

◆ 学習指導要領の領域・問題形式ごとの平均正答率の推計値
※ 太字が宮崎県の平均正答率 （ ）の中は、全国の平均正答率、下段は全国との差、

領 域 算数Ａ 算数Ｂ 問題形式 算数Ａ 算数Ｂ

(81.8) (61.3) (70.7) (64.7)80.3 60.3 69.4 60.8
数と計算 選択式

－1.5 －1.0 －1.3 3.9－

(74.8) (56.5) (84.8) (62.2)75.5 53.4 85.5 59.8
量と測定 短答式

＋0.7 －3.1 ＋0.7 －2.4

(71.8) (65.7) (49.7)72.9 59.7 48.9
図形 記述式

＋1.1 6.0 －0.8－

(81.3) (56.2)81.5 55.0
数量関係

＋0.2 1.2－

◆ 小学校算数の設問別結果概要（全国平均との比較）

【数と計算】
●（Ａ－１）小数の減法の計算（９－0.8）をする問題
●（Ａ－２）白いテープの長さの1.2倍の長さを求める式を選ぶ問題
●（Ａ－２）白いテープの長さの0.4倍の長さを求める式を選ぶ問題
●（Ａ－３）示された分数の中から、1/2より大きいものを選ぶ問題
●（Ｂ－３）40人分のご飯を分けるとき、10人分の目安を正しく表している図を全て選ぶ問題

【量と測定】
●（Ｂ－２）1/4より多いことを説明するために用いる適当なグラフを選ぶ問題
●（Ｂ－３）昨年の昼食時間を見直し、今年は準備の時間を何分間にすればよいかを書く問題

【図形】
○（Ａ－５）直径６cmの円の円周を求める式と答えを書く問題
○（Ａ－６）コンパスを使った平行四辺形のかき方に用いられている特徴を選ぶ問題
●（Ａ－７）縦５cm、横11cm、高さ４cmの直方体の面㋐になる四角形を選ぶ問題
●（Ｂ－５）畳の敷き方の約束を基に、残り４枚の長方形の板を置いた図をかく問題

【数量関係】
○（Ｂ－１）二人の説明を基に、37×24の積が888になることを書く問題

○（Ａ （Ｂ）無解答率が１問を除き全問題を通じて全国平均より低い。）

※ ○は全国と比べよくできているもの、●は全国と比べ課題と考えられるもの
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平成２６年度 全国学力・学習状況調査

宮崎県の調査結果
【４ 中学校国語の結果概要 】 学校政策課

◆ 宮崎県全体の正答数分布状況（公立）
中学校国語Ａ（３２問） 中学校国語Ｂ（９問）

※ 棒グラフが宮崎県の正答数分布、折れ線グラフが全国の正答数分布（横軸：正答数、縦軸：児童の割合）

◆ 学習指導要領の領域・問題形式ごとの平均正答率の推計値
※ 太字が宮崎県の平均正答率 （ ）の中は、全国の平均正答率、下段は全国との差、

領 域 国語Ａ 国語Ｂ 問題形式 国語Ａ 国語Ｂ

(72.3) (83.2) (55.9)話すこと 70.7 81.6 54.8
・ 選択式

－1.6 －1.6 －1.1聞くこと

(83.4) (41.0) (73.1)81.5 40.9 73.1
書くこと 短答式

－1.9 －0.1 ±0.0

(82.9) (49.2) (41.0)80.3 48.2 40.9
読むこと 記述式

－2.6 －1.0 －0.1

(78.7) (56.8)78.6 57.2
言語事項

－0.1 ＋0.4

◆ 中学校国語の設問別結果概要（全国平均との比較）

【話すこと・聞くこと】
●（Ａ－１）報告の内容を踏まえた質問として適切なものを選択する問題

】【書くこと
（Ａ－４）主語を置き換えて行事の記録を書き直す問題●

●（Ａ－７）文章の構成を変える理由として適切なものを選択する問題
】【読むこと

●（Ａ－３ 「ひとしくおれの方を見た」の意味として適切なものを選択する問題）
●（Ｂ－１）標語から伝るものを書く際に気を付けたこととして適切なものを選択する問題
●（Ｂ－２）本やインターネットから答えが得られるものとして適切なものを選択する問題

】【言語事項
○（Ａ－８）文脈に即して漢字を正しく書く問題
●（Ａ－８）適切な語句（急がば回れ）を選択する問題

○（Ａ （Ｂ）無解答率が１問を除き全問題を通じて全国平均より低い。）

※ ○は全国と比べよくできているもの、●は全国と比べ課題と考えられるもの
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平成２６年度 全国学力・学習状況調査

宮崎県の調査結果
【５ 中学校数学の結果概要 】 学校政策課

◆ 宮崎県全体の正答数分布状況（公立）
中学校数学Ａ（３６問） 中学校数学Ｂ（１５問）

※ 棒グラフが宮崎県の正答数分布、折れ線グラフが全国の正答数分布（横軸：正答数、縦軸：児童の割合）

◆ 学習指導要領の領域・問題形式ごとの平均正答率の推計値
※ 太字が宮崎県の平均正答率 （ ）の中は、全国の平均正答率、下段は全国との差、

領 域 数学Ａ 数学Ｂ 問題形式 数学Ａ 数学Ｂ

(77.4) (56.9) (64.4) (83.2)79.8 58.5 64.1 81.9
数と式 選択式

＋2.4 ＋1.6 －0.3 －1.3
(66.4) (58.6) (70.4) (63.3)65.3 56.7 72.8 63.5

図形 短答式
－1.1 －1.9 ＋2.4 ＋0.2
(58.0) (64.4) (44.8)58.8 64.3 45.3

関数 記述式
＋0.8 －0.1 ＋0.5
(59.1) (55.9)資料の 62.7 59.1

＋3.6 ＋3.2活用

◆ 中学校数学の設問別結果概要（全国平均との比較）

【数と式】
○（Ａ－１） ×(-)を計算する問題2 52

○（Ａ－３）一元一次方程式( － ) ＝ を解く問題x 1 /3 2
○（Ａ－３）連立二元一次方程式をつくるために着目する数量を選び、式で表す問題
○（Ａ－３）連立二元一次方程式を解く問題
○（Ｂ－２）２つの偶数の商についての正しい記述を選び、その理由を説明する問題

【図形】
●（Ａ－４）与えられた角が回転移動した後の角を選ぶ問題
●（Ａ－６）長方形ＡＢＣＤにおいて、ＡＣ＝ＢＤが表す性質を選ぶ問題
●（Ａ－７）証明で用いられている三角形の合同条件を選ぶ問題
●（Ｂ－４）２つの線分の長さが等しいことを証明する問題

【関数】
○（Ａ－10） ＝ 、 ＝ の比例の式を求める問題x y2 6

【資料の活用】
○（Ａ－13）生徒60人の通学時間の度数分布表から、ある階級の相対度数を求める問題
○（Ａ－13）ハンドボール投げのヒストグラムから、記録の中央値を含む階級を選ぶ問題
○（Ａ－14）樹形図を利用して、３枚の硬貨を同時に投げるときの確率を求める問題
○（Ｂ－５）正しい記述を選び、その理由を確率を用いて説明する問題

○（Ａ （Ｂ）無解答率が全問題を通じて全国平均より低い。）

※ ○は全国と比べよくできているもの、●は全国と比べ課題と考えられるもの
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平成２６年度 全国学力・学習状況調査

宮崎県の調査結果
【６ 小学校の具体的な問題例 】 学校政策課

【小学校国語】

○ 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ことができるかどうか
をみる問題は、全国と比べてできている。

Ａ問題
正答率 無答率一

■正答 宮崎 92.9% 1.0%
全国 91.7% 1.7%(1)

宮崎 88.7% 1.6%
全国 87.0% 2.5%(2)

宮崎 75.4% 1.1%
全国 74.4% 1.5%(3)

正答率 無答率二
宮崎 98.4% 0.3%
全国 97.8% 0.6%(1)

宮崎 65.3% 4.3%
全国 59.3% 6.8%(2)

宮崎 82.3% 4.8%
全国 77.4% 7.2%(3)

●誤答例
「 」 「 」二(3)予 と解答し 防
と解答していない

(7.5%)

○ 複数の事柄を並列の関係で書くことができるかどうかをみる問題は、全国と比べてできている。

Ａ問題

■正答
正答率 無答率６

一 宮崎 78.7% 3.2%
全国 74.9% 5.7%

これまでの指導の

「継続」と「徹底」

をお願いします。
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● 情景描写の効果を捉えることができるかどうかをみる問題は、全国と比べて課題がある。

Ａ問題

正答率 無答率■正答 ３

宮崎 53.6% 0.1%
全国 58.7% 0.2%

●誤答例
「１」と解答（20.3%）
「２」と解答（13.7%）
「４」と解答（12.3%）

● 物語の登場人物の相互関係を捉えることができるかどうかをみる問題は､全国と比べて課題がある｡

Ａ問題

■正答

正答率 無答率５

宮崎 62.3% 0.3%
全国 65.3% 0.5%

●誤答例
「 」 （ ）ア のみ正答 7.9%
「 」 （ ）ウ のみ正答 9.9%

＊指導のポイント＊

○ 読むこととの関連を図り、物語を創作する

物語などの文学的な文章を読むことの授業にお

いて、描写（行動や表情、会話、風景など）の工

夫の効果を理解することができるように指導する

ことが大切である。その際、暗示的に表現されて

いるものも捉えるように指導する。

＊指導のポイント＊

○ 登場人物の人物像

や相互関係を捉える

中心人物を押さえ、

それぞれの人物像が分

かる言葉カードを用い

て、実体的・構造的な

関係について、カード

を並べ換えたり、関係

図に表したりするなど

の指導を行う。

※授業アイディア例P8参照
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● 目的や意図に応じて､計画的に討論することができるかどうかをみる問題は､全国と比べて課題がある｡

Ｂ問題
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正答率 無答率■正答 １
宮崎 61.5% 6.6%
全国 65.2% 7.9%一

宮崎 57.0% 3.4%
全国 60.2% 3.5%二

宮崎 24.5% 3.7%
全国 28.3% 5.0%三

●誤答例
「 」 （ ）二： ２ を解答 23.3%

三：大野さん❷の言葉を
「 」を使い２５字
以内で引用して書く
条件を満たしていな
い （60.6%）

【小学校算数】

○ 円周の長さを、直径の長さを用いて求めることができるかどうかをみる問題は、全国と比べ
てできている。

Ａ問題
■正答

正答率 無答率５

宮崎 88.0% 0.9%
(1)

全国 83.9% 1.5%
●誤答例
式は立てられているが

計算の結果に誤りがある
（ ）7.3%

＊指導のポイント＊

○ 司会の役割を理解し、立場や意図を捉えながら話合いの

観点を整理する

各教科等との関連を図りながら、全員が司会の役割を経験

する機会を設けるなどして、具体的に指導することも大切。

○ 目的に応じて適切な質問をする

多様な質問の観点とそれに基づく話型を具体的に指導する

ことも大切。

○ 互いの立場や意見を踏まえた上で、質問や意見を述べる

話し手の発言内容の中から、中心となる考え、理由や根拠

などを短い言葉で要約してメモなどに書き留めるような指導

ををすることも大切重要。

※ 授業アイディア例P9参照

円周率の学習では、作業的・体験

的な活動（算数的活動）を通して、

直径の長さと円周の長さの関係を実

感を伴って理解できるようにするこ

とを大切にしてください。
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○ 作図に用いられている図形の約束や性質を理解しているかどうかをみる問題は、全国と比べ
てできている。

Ａ問題

正答率 無答率■正答 ６

宮崎 56.9% 0.4%
全国 52.0% 0.6%

●誤答例
「 」 （ ）１ を解答 23.6%
コンパスを使った作図

のかき方の意味を解釈せ
ずに平行四辺形の性質を
選んでいる。

○ 示された計算のきまりを基に、異なる数値の場合でも工夫して計算する方法を式や言葉を用
いて記述できるかどうかををみる問題は、全国と比べてできている。

Ｂ問題
正答率 無答率１

宮崎 59.0% 3.9%
(2)

全国 55.2% 6.0%
●誤答例
下の正答例において、

記述しなければならい条
（ ）件が不十分なもの 11.2%

■正答

作図の操作とその意

味を考えることで、作

図は図形の約束や性質

に基づいていること考

える場面を大切にして

ください。

示されたきまりを基

に、異なる数値の場合

でも工夫して計算する

方法を式や言葉を用い

て記述する指導をお願

いします。
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● 小数第１位までの減法「 整数）－（小数 」の計算をすることができるかどうかをみる問題（ ）
は、全国と比べて課題がある。

Ａ問題
正答率 無答率■正答 １

宮崎 80.8% 0.6%(3)
全国 83.8% 0.8%

●誤答例
「 」 （ ）0.1 と解答 12.3%

＜参考＞
H25１(2)0.75+0.9
「0.84、8.4、84」と
解答（19.1%）

● 割合が１より大きい場合、比較量の求め方が（基準量）×（割合）になることを理解してい
るかどうかをみる問題は、全国と比べて課題がある。

● 割合が１より小さい場合でも、比較量の求め方が（基準量）×（割合）になることを理解し
ているかどうかをみる問題は、全国と比べて課題がある。

Ａ問題

正答率 無答率２

宮崎 68.9% 0.2%(1)
全国 71.9% 0.3%

●誤答例
「１」と解答（21.4%）
宮崎 50.9% 0.2%(2)
全国 54.1% 0.4%

●誤答例
「４」と解答（27.0%）

、 。● 分数の相等及び大小について理解しているかどうかをみる問題は 全国と比べて課題がある

Ａ問題
正答率 無答率■正答 ３

宮崎 69.3% 0.5%
全国 72.5% 0.6%

●誤答例
「２」と解答（10.7%）
「４」と解答（10.2%）

＊指導のポイント＊

○ 同じ位どうしで計算することについ

て、確実な定着を図る。

第２学年の筆算の学習で、同じ位ど

うしで計算したことを想起させ、位を

そろえることを確実に指導する。

＊指導のポイント＊

○ 分数の表現の特徴を捉え、図や数直線に表すことで、

大きさを実感を伴って理解できるようにする。

分数の大きさを図や数直線に表すことで、分数の大き

さについての感覚を豊かにし、分数の意味や大きさにつ

いて理解を深めるように指導することが大切である。

＊指導のポイント＊

○ 小数倍の意味について、整数倍の計算の意味や

計算の仕方を基にして、理解を深めることができ

るようにする。

○ 基準量と比較量の関係を的確に捉え、それに基

づいて演算の決定が確実にできるようにする。

※ 授業アイディア例P22参照
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● 立体図形とその見取図の辺や面のつながりや位置関係について理解しているかどうかをみる
問題は、全国と比べて課題がある。

Ａ問題
正答率 無答率■正答 ７

宮崎 66.1% 0.5%
全国 69.4% 0.7%

●誤答例
「３」と解答（27.1%）
見取図で表された直方

体が理解できず、見た目
で平行四辺形を選択して
いると考えられる。

、● 全体と部分の関係を示すために用いるグラフを選択することができるかどうかをみる問題は
全国と比べて課題がある。

Ｂ問題 ■正答
正答率 無答率２

宮崎 53.0% 1.1%
(3) 全国 61.5% 1.2%
●誤答例
「２」と解答（26.9%）
最も多く使用している

月を分かりやすく説明で
きる棒グラフを選択して
いる。
※ 算数Ａ・Ｂの問題において、

全国との差が最も大きい問題

＊指導のポイント＊

○ 立体図形を見取図や展開図の表現と関

連付けて対応関係を捉えることができる

ようにする。

立体図形、見取図、展開図を別々のも

のとして扱うのではなく、立体図形を見

取図や展開図で表したり、見取図や展開

図から立体図形を考えたりすることが大

切である。

低学年においても身の回りにある箱の

形を用いた算数的活動を通して、図形の

構成要素に着目してきている。立体図形

と平面図形を関連付けて、系統的に学習

できるようにすることが大切である。

＊指導のポイント＊

○ 目的に応じて表やグラフを選択し、活用

することができるようにする。

それぞれのグラフから何を読み取ること

ができるかについて確認することにより、

それぞれのグラフがもつ特徴を明確にする

ことが大切である。また、目的の応じてグ

ラフを選択する活動も大切である。

※授業アイディア例P19参照
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● 示された情報を基に、条件に合う時間を求めること
● 10人分の量を基に40人分の量を相対的に捉え、その関係を表している図を選択すること
● 示された情報を基に必要な量と残りの量の大小を判断し、その理由を言葉と数を用いて記述
すること、ができるかどうかをみる問題は、全国と比べて課題がある。

Ｂ問題

■正答

正答率 無答率３

宮崎 34.5% 2.7%
(1)

全国 38.6% 3.4%
●誤答例
「 」 （ ）37分 と解答 9.5%
「 」 （ ）30分 と解答 9.0%
宮崎 53.2% 1.4%

(2)
全国 56.7% 1.8%

●誤答例
「 」 （ ）１ だけ解答 19.0%
宮崎 28.0% 1.6%

(3)
全国 30.6% 1.9%

●誤答例
「３」を選択している

が「わけ」が十分でない
・無解答のもの（50.4%）

＊指導のポイント＊

○ 条件に合う時刻や

時間を筋道立てて考

えることができるよ

うにする。

○ 数の相対的な大き

さについて具体的な

場面に基づいて理解

できるようにする。

○ 問題の解決に必要

な情報を選択し、根

拠となる事実を関連

付けることで、解決

の方法や判断の理由

を説明することがで

きるようにする。
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● 示された条件を基に、残った平面に４つの長方形を敷き詰めることができるかどうかをみる
問題は、全国と比べて課題がある。

Ｂ問題

■正答

正答率 無答率５

宮崎 59.7% 5.4%
(1) 全国 65.7% 5.2%
●誤答例
４つの長方形で敷き詰

められた図をかいている
が、約束３に基づいてい
ない解答（28.6%）

●誤答例：約束３に基づいていない
約束３（たたみの４つの角が１か所に集まらないようにする ）。

＊指導のポイント＊

○ 解決した結果や判断したことを振り返っ

て確かめることができるようにする。

解決した結果を振り返ることによって、

誤りに気付くことができるよさがある。こ

のことを、授業の中で繰り返し指導してい

くことが大切である。
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平成２６年度 全国学力・学習状況調査

宮崎県の調査結果
【７ 中学校の具体的な問題例 】 学校政策課

【中学校国語】

○ 文脈に即して漢字を正しく書く・読むことができるかどうかをみる問題は、全国と比べでき
ている。

Ａ問題

正答率 無答率■正答 一８

宮崎 61.2% 9.0%
1

全国 57.6% 12.3%
宮崎 62.2% 1.7%2
全国 59.5% 3.3%
宮崎 76.2% 6.9%3
全国 73.8% 10.9%

正答率 無答率８ 二
宮崎 78.2% 5.4%

1
全国 77.0% 7.7%
宮崎 87.7% 3.3%

2
全国 88.6% 4.1%
宮崎 95.0% 0.8%

3
全国 95.2% 1.3%

●誤答例
一 1「招」が書けない

（ ）10.7%
一 2「径」が書けない

（ ）35.3%

● 必要に応じて質問し、足りない情報を聞き出すことができるかどうかをみる問題は、全国と
比べて課題がある。

Ａ問題

■正答

正答率 無答率１

宮崎 77.3% 0.2%
二 全国 80.3% 0.2%
●誤答例
「２」と解答（10.1%）
「４」と解答（10.1%）

これまでの指導の

「継続」と「徹底」

をお願いします。

＊指導のポイント＊

○ 必要な情報を得るため

に、適切な質問をする。

報告や説明を聞く際に

は、疑問に思ったことや

確認したいことに加え、

更に知りたいことなどを

メモしながら聞くことが

重要である。
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● 文脈の中における語句の意味を理解しているかどうかをみる問題は、全国と比べ課題がある。

Ａ問題

■正答

正答率 無答率３

宮崎 75.2% 0.1%
二

全国 79.8% 0.2%
●誤答例
「２」と解答（12.0%）

● 叙述の仕方などを確かめて、適切に書き換えることができるかどうかをみる問題は、全国と
比べ課題がある。

Ａ問題

■正答

正答率 無答率４

宮崎 76.5% 3.2%
二

全国 80.5% 3.1%
●誤答例
後に続くようには書か

れているが、部長に先導
されていることが示され
ていないもの（13.0%）

＊指導のポイント＊

○ 文脈の中における語句

の意味を理解する。

文学的な文章で使われ

る語句を理解するために

は、その語句の辞書的な

意味を踏まえ、文脈に即

して意味や効果を捉える

ように指導することが大

切である。

＊指導のポイント＊

、 。○ 主語と述語の関係を捉えて 適切に書き換える

同じ事柄であっても主語を変えることにより内

容の伝わり方が変わることなどを、実際に文章を

書くことで実感させることが大切である。
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● 書いた文章について意見を交換し、文書を書き直すことができるかどうかをみる問題は、
全国と比べ課題がある。

Ａ問題

■正答

正答率 無答率７

宮崎 68.7% 0.8%二
全国 72.1% 1.0%

●誤答例
「３」と解答（15.0%）

● 文章に表れているものの見方について、自分の考えをもつことができるかどうかをみる問題
は、全国と比べ課題がある。

Ｂ問題

■正答

正答率 無答率１

宮崎 55.8% 0.1%二
全国 58.9% 0.4%

●誤答例
「２」と解答（23.0%）

＊指導のポイント＊

○ 交流の重点を明確に

する。

書いた文章を交流す

る際には、重点を明確

にする必要がある。

その際、交流の重点

を単元の狙いに合わせ

ることが大切である。

＊指導のポイント＊

○ 文章の内容につ

いて自分の考えを

もつ

書かれている内

容を捉えるととも

に、自分の知識や

体験などを想起し

ながら作者の思い

を考えることが大

切である。

○ 学習の振り返り

を行う

自分がどのよう

な学習過程を経て

課題を解決してき

たのかを振り返る

。ことが大切である
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● 複数の資料から必要な情報を読み取ることができるかどうかをみる問題は､全国と比べ課題がある｡

Ｂ問題

■正答

正答率 無答率２

宮崎 57.1% 0.4%
二

全国 60.9% 0.7%
●誤答例
「４」を選択し「５」を

。（ ）選択していない 20.2%

【中学校数学】

、 。○ 指数を含む正の数と負の数の計算ができるかどうかをみる問題は 全国と比べてできている

Ａ問題
正答率 無答率１

宮崎 75.3% 0.6%(2)
全国 70.7% 1.5%

●誤答例
「 」 （ ）■正答 ５０ と解答 16.4%

○ 分数を含む一元一次方程式を解くことができるかどうかをみる問題は､全国と比べてできている｡

Ａ問題
正答率 無答率３

宮崎 62.8% 9.2%(2)
全国 59.5% 12.4%

※方程式を解く計算問題
■正答 であるが、無解答率が高

くなっている。

＊指導のポイント＊

○内容が正確に伝わ

るように説明する

・本や資料から得た

情報を正確に理解

して整理している

か。

・伝えたい内容を正

確かつ分かりやす

く述べているか。

以上の２点を意識

するように指導する

ことが大切である。

これまでの指導の

「継続」と「徹底」を

お願いします。

(-5)と(-5)が異な2 2

ることを確実に指導し

ましょう。

これまでの指導の

「継続」と「徹底」

をお願いします。

等式の性質を用い

て確実に解けるよう

に指導しましょう。
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、 、○ 連立二元一次方程式をつくって問題を解決するために 着目する必要がある数量を見いだし
、 。その数量に着目して式をつくることができるかどうかをみる問題は 全国と比べてできている

Ａ問題
正答率 無答率３

宮崎 77.4% 0.5%(3)
全国 74.1% 1.0%

●誤答例
「ウ､エ､オ」を選択し

ているが、立式できてい
ない（10.8%）

■正答（例）

■正答

○ 簡単な連立二元一次方程式を解くことができるかどうかをみる問題は､全国と比べてできている｡

Ａ問題
正答率 無答率３

宮崎 72.0% 7.1%
(4)

全国 67.2% 10.0%
■正答 ※連立方程式を解く計算

問題であるが、無解答率
が高くなっている。

○ 比例の関係を式に表すことができるかどうかをみる問題は､全国と比べてできている｡

Ａ問題
正答率 無答率10

宮崎 61.4% 8.9%
(1)

全国 56.7% 13.0%
■正答 ●誤答例

一次関数の式を解答
（ ）7.0%

これまでの指導の「継続」と

「徹底」をお願いします。

方程式を利用して問題解決す

る場面では、問題の中の数量を

整理し、その中から2通りに表

すことことができる数量を見い

だして、方程式に表せばよいこ

とを理解できるように指導しま

しょう。

これまでの指導の

「継続」と「徹底」

をお願いします。

様々な連立方程式

を工夫して解くこと

ができるように指導

しましょう。

これまでの指導の「継続」と

「徹底」をお願いします。

比例の意味を理解し、比例の

関係を式で表すことができるよ

うに指導しましょう。
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○ 与えられた度数分布表について、ある階級の相対度数を求めること
○ 中央値の意味を理解し、ヒストグラムから中央値が含まれる階級を判断すること
ができるかどうかをみる問題は､全国と比べてできている｡

Ａ問題
正答率 無答率13

宮崎 47.5% 12.4%
(1)

全国 42.7% 16.7%
●誤答例
相対度数ではなく度数

の「18」を解答（15.4%）
宮崎 57.5% 1.1%

(2)
全国 52.0% 1.8%

●誤答例
ヒストグラムのちょう

ど真ん中の階級となって
「 」 （ ）いる ア と解答 21.0%

■正答

○ 樹形図などを利用して､確率を求めることができるかどうかをみる問題は､全国と比べてできている｡

Ａ問題
正答率 無答率14

宮崎 70.4% 7.3%
(2)

全国 65.1% 10.6%
●誤答例
「1/2」と解答（5.8%）

■正答

これまでの指導の「継続」と

「徹底」をお願いします。

相対度数の必要性と意味につ

、 （ 、 、いて 代表値 平均値 中央値

最頻値など）の必要性と意味に

ついて、理解できるように指導

しましょう。

これまでの指導の「継続」と「徹底」

をお願いします。樹形図や二次元の表な

どを利用して起こり得る全ての場合を数

え上げ、確率を求めることができるよう

に指導しましょう。
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○ 予想された事柄が成り立たないことを判断し、その事柄が成り立たない理由を説明すること
ができるかどうかをみる問題は､全国と比べてできている｡

Ｂ問題
正答率 無答率２

宮崎 47.7% 4.2%(3)
全国 44.2% 6.3%

●誤答例
「イ」を選択している

が理由が十分ではない又
は無解答のもの（22.2%）

■正答

○ 不確定な事象の起こりやすさの傾向を捉え、判断の理由を数学的な表現を用いて説明するこ
とができるかどうかをみる問題は､全国と比べてできている｡

Ｂ問題
正答率 無答率５

宮崎 35.6% 4.9%
(2)

全国 32.1% 7.3%
●誤答例
「イ」を選択（25.0%）

■正答

● 図形の回転移動について、移動前と移動後の２つの図形の辺や角の対応を読み取ることがで
きるかどうかをみる問題は、全国と比べ課題がある。

Ａ問題
正答率 無答率４

宮崎 34.4% 0.3%
(3)

全国 42.5% 0.6%
●誤答例
「ア」と解答（57.6%）

※ 数学Ａ・Ｂの問題において、

全国との差が最も大きい問題

■正答

「 」 「 」これまでの指導の 継続 と 徹底

をお願いします。事柄が成り立つかど

うかを判断し、その理由を説明できる

ように指導しましょう。

「 」 「 」これまでの指導の 継続 と 徹底

をお願いします。判断の理由を数学的

な表現を用いて的確に説明できるよう

に指導しましょう。

＊指導のポイント＊

○ 移動前と移動後
の２つの図形の関
係を捉えることが

できるようにする
実際に図形を紙

で作ったり、コン

ピュータを用いた

指導をすることが

大切である。

※授業アイディア例

P22参照
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● 長方形について 「対角線の長さは等しい」という性質を、記号を用いた表現から読み取るこ、
とができるかどうかをみる問題は、全国と比べ課題がある。

Ａ問題
正答率 無答率６

宮崎 58.3% 0.3%(1)
全国 61.7% 0.6%

●誤答例
「エ」と解答（31.5%）

■正答

● 三角形の合同条件を理解しているかどうかをみる問題は、全国と比べ課題がある。

Ａ問題
正答率 無答率７

宮崎 69.9% 0.5%
全国 73.1% 0.9%

●誤答例
「イ」と解答（14.9%）
「エ・オ」の直角三角

形の合同条件を選択して
いる（8.7%）

■正答

＊指導のポイント＊

○ 辺や角などについて、記号で

表された関係を正しく読み取る

ことできるようにする

図形の構成要素やそれらの関

係を記号で表したり、記号で表

された図形の構成要素やそれら

の関係を読み取ったりすること

ができるように指導することが

大切である。

＊指導のポイント＊

○ 証明を読み、根拠として用いら

れている三角形の合同条件を指摘

できるようにする

証明を読み、根拠を見いだすと

ともに、その根拠がどのように用

いられているかを確認する活動を

通して、三角形の合同条件など、

証明の根拠として用いられている

図形の性質を指摘できるように指

導することが大切である。
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● 図形の性質を､構想を立てて証明することができるかどうかをみる問題は､全国と比べ課題がある｡

Ｂ問題
正答率 無答率４

宮崎 33.9% 21.3%
(1) 全国 39.4% 22.5%
●誤答例
根拠に誤り（8.0%）
その他、着目すべき２

つの三角形のみを記述し
ているものなど（27.6%）
※正答のうち、証明の筋道が正し

いとわかるが、表現が十分でなか

ったり、記号を書き忘れたりして

いるものが２３.６％ある。

■正答

また，証明の方針に基づいて証明を書くことができるようにするために，下の図のように，
「証明の方針」と「証明」の対応や順番について考える活動を取り入れることが大切である。
その際，証明は仮定から結論へ向けて書かれているが，証明の方針では，次の３つの事項に

ついて考えていることを確認する場面を設定することも考えられる。

Ⅰ 結論を示すために何がわかればよいか。
Ⅱ 仮定からいえることは何か。
Ⅲ ⅠとⅡを結び付けるには，あと何がいえればよいか。

＊指導のポイント＊

○ にする証明の構想において方針を立て、証明を書くことができるよう

証明を書くことができるようにするために、証明を構想する活動を取

り入れることが大切である。その際、結論を導くために何がわかればよ

いかを明らかにしたり、与えられた条件を整理したり、着目すべき性質

や関係を見いだしたりすることで証明の方針を立てることができるよう

に指導することが大切である。
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平成２６年度 全国学力・学習状況調査

宮崎県の調査結果
【８ 児童の学習状況の概要 】 学校政策課

【 小学校 】◆ 宮崎県が全国平均を上回る主な質問について

児童質問紙について本県と全国の状況を比較し、肯定的な回答（ 当てはまる 「どちらかとい「 」、
えば当てはまる ）をした児童の割合が、全国平均を上回る主な質問を示してあります。」

質問 内 容 宮崎 全国 差
番号

６ 自分には，よいところがあると思う 80.2 76.1 4.1

１０ 将来の夢や目標を持っている 90.2 86.7 3.5

１２ 普段(月～金)、１日当たりのテレビゲームの時間が１時間以下 53.2 45.2 8.0

１４ 学校の授業以外に、普段(月～金)、１日当たり１時間以上勉強する 75.9 62.0 13.9

１５ 学校が休みの日に、１日当たり２時間以上勉強する 39.1 24.0 15.1

１６ 学習塾（家庭教師を含む）に通っていない 64.6 52.1 12.5

１８ 学校の図書室や地域の図書館へ週１回以上行く 27.6 18.7 8.9

２１ 家で、自分で計画を立てて勉強をしている 68.1 61.0 7.1

２３ 家で、学校の授業の予習をしている 52.4 43.2 9.2

２４ 家で、学校の授業の復習をしている 77.6 54.0 23.6

２８ 先生は、あなたのよいところを認めてくれていると思う 83.8 79.7 4.1

２９ 今住んでいる地域の行事に参加している 73.0 68.0 5.0

３１ 地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがある 46.2 42.5 3.7

４１ これまでの授業ではグループで調べる活動をよく行っていたと思う 81.4 77.3 4.1

４４ 授業のはじめに、目標（めあて・ねらい）が示されていたと思う 88.5 82.0 6.5

４５ 授業の最後に、学習内容を振り返る活動をよく行っていたと思う 78.5 71.9 6.6

５５ 65.0 61.4 3.6国語の授業で目的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、書いたりしている

６２ 算数の勉強は好き 75.5 66.1 9.4

６４ 算数の授業の内容はよく分かる 84.3 79.6 4.7

６５ 算数の授業で新しい問題に出合ったとき、解いてみたいと思う 81.1 77.3 3.8

６６ 82.8 78.1 4.7算数の問題の解き方が分からないとき、諦めずにいろいろな方法を考える

６７ 71.7 66.3 5.4算数の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考える

◆ 児童質問紙の結果概要（全国平均との比較）

○ 全体的にどの質問に対しても肯定的に答えている児童の割合が高い。
○ ２教科ともに、その教科の勉強は「好き」と回答している児童の割合が高い。
「 」「 、 、 、 」 、 。○ 家での学習時間 家で 計画を立てて勉強 予習 復習 など 全国平均を上回っている

○ 「自分にはよいところがあると思う 「将来の夢や目標を持っている」など、全国平均を上回」
っている。

● 新聞を週１回以上読んでいると解答している児童の割合は、全国平均を下回っている。
● ２教科ともに、Ｂ問題の解答時間は十分であったと回答している児童の割合は、全国平均を
下回っている。

● 原稿用紙２～３枚の感想文や説明文を書くことは難しいと回答している児童の割合は、全国
平均を上回っている。
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平成２６年度 全国学力・学習状況調査

宮崎県の調査結果
【９ 生徒の学習状況の概要 】 学校政策課

【 中学校 】◆ 宮崎県が全国平均を上回る主な質問について

生徒質問紙について本県と全国の状況を比較し、肯定的な回答（ 当てはまる 「どちらかとい「 」、
えば当てはまる ）をした生徒の割合が、全国平均を上回る主な質問を示してあります。」

質問 内 容 宮崎 全国 差
番号

６ 自分には，よいところがあると思う 71.6 67.1 4.5

１０ 将来の夢や目標を持っている 76.0 71.4 4.6

１２ 普段(月～金)、１日当たりのテレビゲームの時間が１時間以下 50.3 43.5 6.8

普段(月～金)、１日あたりの携帯・スマフォでの通話・メール・イ
１３ 60.3 52.0 8.3

ンターネットの時間が１時間以下

１４ 学校の授業以外に、普段(月～金)、１日当たり１時間以上勉強する 78.6 67.9 10.7

１５ 学校が休みの日に、１日当たり２時間以上勉強する 56.6 40.3 16.3

１６ 学習塾(家庭教師を含む)に通っていない 60.0 39.5 20.5

１９ 家の人(兄弟姉妹を除く)と学校での出来事について話をする 76.1 72.6 3.5

２０ 93.7 83.1 10.6家の人(兄弟姉妹を除く)は、授業参観や運動会などの学校の行事に来る

２１ 家で、自分で計画を立てて勉強をしている 50.7 46.6 4.1

２２ 家で、学校の宿題をしている 94.3 88.2 6.1

２４ 家で、学校の授業の復習をしている 73.8 50.4 23.4

２８ 先生は、あなたのよいところを認めてくれていると思う 78.4 74.1 4.3

３０ 地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある 62.4 55.6 6.8

３１ 地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがある 36.0 31.2 4.8

３９ 78.2 71.2 7.0総合の授業で学習したことは、普段の生活や社会に出たときに役に立つと思う

総合では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを
４０ 59.7 54.8 4.9

発表するなどの学習活動に取り組んでいる

４３ 79.2 75.3 3.9これまでの授業では学級の友達との間で話し合う活動をよく行っていたと思う

４４ 授業のはじめに、目標（めあて・ねらい）が示されていたと思う 80.9 71.5 9.4

４５ 授業の最後に、学習内容を振り返る活動をよく行っていたと思う 59.6 53.3 6.3

５９ 国語の解答を文章で書く問題で、最後まで解答を書こうと努力した 74.3 70.4 3.9

６２ 数学の勉強は好き 60.6 56.6 4.0

６３ 数学の勉強は大切だと思う 85.7 82.1 3.6

６７ 44.8 40.9 3.9数学の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考える

６８ 77.4 71.4 6.0数学の授業で学習したことは、将来社会に出たときに役に立つと思う

◆ 生徒質問紙の結果概要（全国平均との比較）

○ 全体的にどの質問に対しても肯定的に答えている生徒の割合が高い。
○ ２教科ともに、その教科の勉強が「好き 「大切」と回答している生徒の割合が高い。」
「 」「 、 、 、 」 、 。○ 家での学習時間 家で 計画を立てて勉強 復習 宿題 など 全国平均を上回っている

○ 「自分にはよいところがある 「将来の夢や目標を持つ」など、全国平均を上回っている。」
● 新聞を週１回以上読んでいると回答している生徒の割合は、全国平均を下回っている。
● ２教科ともに、Ａ・Ｂ問題の解答時間は十分であったと回答している生徒の割合は、全国平
均を下回っている。

● 普段の授業で、本やインターネットを使って、グループで調べる活動をよく行っていると感
じている生徒の割合が低い。また、新聞を読んでいる生徒の割合も低い。

● 「家で学校の予習をしていると回答をしている生徒の割合は、全国平均を下回っている。
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平成２６年度 全国学力・学習状況調査

宮崎県の調査結果
【１０ 授業改善のポイント・小学校 】 学校政策課

※ 平成２６年度全国学力・学習状況調査 調査結果のポイント（文部科学省・国立教育研究政策研究所）より作成

〔小学校・国語科〕

話すこと・聞くこと

○ 司会の役割を理解し，立場や意図を捉えながら話合いの観点を整理する指導の充実
， 。 ，目的や意図に応じて計画的に話し合うために 司会は重要な役割をもつ 特に

話し手の発言を受け止め，適切な観点を明確にしていくことが重要である。その
ために司会者には，まず発言内容をよく聞き，考えの中心となることを捉えるこ
とができるように指導することが大切である。さらに，複数の発言内容を聞き分
け，考えの立場や見解を分類・整理するなどして，適切な観点を設定できるよう
に指導することも大切である。各教科等との関連も図りながら，全員が司会の役
割を経験する機会を設けるなどして，具体的に指導することが重要である。

書くこと

○ 読むこととの関連を図り，物語を創作する指導の充実
物語を創作する上で，物語の表現の特徴とその効果について捉えることは，重

要である。そのためには，物語などの文学的な文章を読むことの授業において，
描写の工夫（行動や表情，会話（内言 ，風景など）の効果を理解することができ）
るように指導することが大切である。その際，登場人物の心情などについて，直
接的に描写されているものだけでなく，暗示的に表現されているものも捉えるこ
とができるように指導することが重要である。

読むこと

○ 登場人物の人物像や相互関係を捉える指導の充実
物語などの文学的な文章では，登場人物の人物像を捉え，相互関係を明確にし

ながら読むことが重要である。そのためには，中心人物を押さえ，その人物と周
囲の主な登場人物について，行動や会話文，情景描写などに着目しながら，それ
ぞれの人物像が分かる言葉をカードに書き出し，整理するなどの指導が考えられ
る。その際，その中心人物を取り巻く登場人物がその中心人物をどのように見て
いるのか，物語の進行に伴ってどのように変化していくのかに着目できるように
することが大切である。

○ 詩の解釈における着眼点の違いを捉える指導の充実
詩を様々な着眼点から解釈し，考えたことを交流することは重要である。その

ためには，自分の考えと相手の考えとを比較しながら，どのような点が共通して
いたり，相違していたりしているかを考えながら交流することができるように指
導することが大切である。その際，互いの考えを分類して，どのような着眼点に
基づくものかを明確にできるように指導することが重要である。

伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

○ 故事成語の意味や使い方を正しく理解し，実生活の中で用いる指導の充実
故事成語の意味や使い方を正しく理解し，実生活の中で起こる出来事や，その

様子を故事成語を用いて表すことは重要である。そのためには，長い間使われて
きた故事成語に興味をもち，その意味を調べてカードに記録するなど，先人の知
恵や教訓，機知に触れることができるように指導することが大切である。その上
で，実生活の中で意図的に活用する機会を設けるなどして，計画的に指導するこ
とが重要である。
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〔小学校・算数科〕
数と計算

○ 数の相対的な大きさについて考えたり表現したりする活動の充実
10，100などを単位として，数の相対的な大きさを捉えることで，実感をもっ

て理解することが困難な大きな数量を簡潔に捉えたり，具体的なイメージをもっ
て処理したりできるようにすることが大切である。

○ 小数倍の意味を図と関連付けて理解する指導の充実
， ， （ ， ， ）日常の場面から 基準量と比較量を捉え 数量の関係 基準量 比較量 割合

を図に表したり，図から読み取ったりすることが大切である。また，倍に関する
， ，学習は第２学年から系統的に展開されており 整数の乗法についての理解を基に

小数の乗法の場合も同じように考え，小数倍についての理解を深めることが大切
である。

量と測定

○ 条件に合う時間や時刻を筋道立てて考える活動の充実
条件に合わせて行動の計画を立てる際には，算数で学習した時刻や時間の読み

方及び求め方とともに，複数の条件を基に筋道立てて考える能力を活用すること
が大切である。その際，情報を図の中に表し整理し，筋道を立てて考えたり，図
と式をあわせて考えたりすることで，時間の増減を実感をもって捉えることが大
切である。

○ 示された資料から，問題の解決に必要な量を選択したり読み取ったりして根拠
となる事実を捉え，言葉や数，式，図，表，グラフなどの表現を関連付けて表現
する指導の充実
問題を解決した過程を他者に説明する際には，問題から必要になる情報を選択

するとともに，情報を関連付けて，根拠となる事実や判断の理由を的確に表現す
ることが大切である。その際，表現したことを振り返り，比較する対象が明確に
なっているか，説明の根拠となる情報が示されているか等を確認することで表現
を洗練することが大切である。

図形

○ 問題を解決した結果が正しいことを，条件を基に振り返って考える活動の充実
解決した結果を振り返ることは，誤りに気付くことができるよさがあり，日常

の授業の中で繰り返し指導していくことが大切である。また，問題を解決する際
に立てた見通しに基づいて振り返ることで，見通しを立てたことのよさを実感で
きるようにすることも大切である。

○ 図形の約束や性質と，操作とを関連付けて理解する指導の充実
図形の学習で展開される作図の指導において，用いる道具の操作と，その意味

とを関連付けて理解することが，図形の約束や性質についての理解を深める上で
大切である。また，図形の作図においては，かき方の指導に重点が置かれること
が多いため，作図を通して図形の理解を深めることを意識して指導することが大
切である。

数量関係

○ 目的に応じて表やグラフを選択し，活用する活動の充実
目的に応じて，適切な表やグラフを選択し，表したり，読み取ったり，判断を

したりする活動を通して，表やグラフを算数の学習のみならず，他教科等の学習
や生活に活用できるようにすることが大切である。その際，表やグラフの表し方
について工夫したり，また，それらを関連付けて読み取ったり，判断したりする
などの活動を十分に行うことが大切である。

○ 事象を観察して数量の変化や対応の様子を捉え，そこから規則性を見いだす指導の充実
事象から規則性を見いだすことは，求める場面が変化した場合でも，具体的な

場面を想起して逐一処理することに比べて，変化や対応の関係を基に処理するこ
， ， 。 ，とができるので 合理的 能率的に問題を解決していく上で大切である その際

日常の事象を算数の内容と関連付け，学習した用語を用いて的確に表現できるよ
うにすることが大切である。
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平成２６年度 全国学力・学習状況調査

宮崎県の調査結果
【１１ 授業改善のポイント・中学校 】 学校政策課

※ 平成２６年度全国学力・学習状況調査 調査結果のポイント（文部科学省・国立教育研究政策研究所）より作成

〔中学校・国語科〕

話すこと・聞くこと

○ 話合いの目的を踏まえた上で，観点に沿って発言を整理する指導の工夫
目的の達成を目指して話し合う力を身に付けるために，何について，いつまで

に結論を出すのかを確認し，出された意見をどのような観点で整理すれば目的に
合った結論を導くことができるのかなどを考えながら話合いを行うように指導す
ることが大切である。

書くこと

○ 伝えたい事柄を明確にして，分かりやすく書く指導の工夫
伝えたい事柄を整理して分かりやすく書く力を身に付けるために，目的や相手

に応じて，取り上げる内容，それらを示す順番などを考え，よりよい文章にする
ように指導することが大切である。その際，取り上げる内容は適切か，それらの
内容を用いて書いた文章が，伝えたい事柄を正確に伝えるものになっているかな
どの観点で，文章を読み直すことが重要である。

○ 根拠を明確にして，自分の考えを具体的に書く指導の工夫
本や文章を読んで考えたことを具体的に書く力を身に付けるために，本や文章

のどの部分に特に興味や関心をもったのかを明確に示した上で，なぜそこに着目
したのか，その内容について自分はどのように考えるのかなどを丁寧に書くよう
に指導することが大切である。例えば，引用した箇所と自分の考えとの関連，根
拠として取り上げた内容の妥当性など，書いた文章を複数の観点から見直すこと
が重要である。その際，自分の考えに照らして，根拠として取り上げた引用や要
約の量は適切か否かも考えることが大切である。

読むこと

○ 資料を読んで要旨を捉えたり，必要な情報を正確に読み取ったりする指導の工夫
資料を読んで要旨を捉えたり，必要な情報を正確に読み取ったりする力を身に

付けるために，目的に沿って資料の内容を整理したり，自分の言葉で言い換えた
りした際に，それらの内容が，使用した資料の内容を適切に取り上げているかど
うかを確認するように指導する必要がある。

○ 文章の構成や表現の仕方を捉えて自分の考えをもつ指導の工夫
文章の構成や表現の仕方を捉えて自分の考えをもつ力を身に付けるために，書

き手が文章を書こうとした目的や意図，それに応じた表現の工夫について丁寧に
分析するように指導する必要がある。例えば，書き手はどういう効果を狙ってそ
のような表現の技法を使用したのか，それにより十分な効果は得られているのか
などの観点から文章を読むことが重要である。

伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項

○ 言葉への関心を高め，言語感覚を豊かにする指導の工夫
言葉への関心を高め，言語感覚を豊かにするために，辞書等を使って，なじみ

の薄い語句や使用頻度の低いと思われる漢字などを積極的に調べる機会を意図的
に設ける必要がある。その上で，具体的な言語活動の中で調べた語句等の定着を
図るように指導することが大切である。
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〔中学校・数学科〕

数と式

○ 数量の大小関係を，文脈に沿って的確に捉えて表現する活動の重視
事象における数量の大小関係を不等式に表せるようにするために，事象におい

て比べようとする数量に着目し，文脈に沿って「以上 「以下 「より大きい ，」， 」， 」
「未満」のいずれかを的確に捉え，不等号を用いて表現する活動を重視すること
が大切である。

○ 事柄が成り立つかどうかの判断に応じて，判断した理由を説明する活動の充実
事柄が成り立つかどうかの判断に応じて理由を説明できるようにするために，

成り立つと判断した場合には文字式を用い，成り立たないと判断した場合には反
例をあげ，それぞれ説明する活動を充実することが大切である。特に，事柄が成
り立たない場合には，反例を１つあげて，それを根拠とすることで説明が成り立
つことを理解できるようにすることが大切である。

図形

○ 図形の移動の様子を観察し，移動前後の関係を視覚的に捉える活動の重視
ある図形がきまりにしたがって移動していることを，コンピュータを使うなど

して視覚的に捉えたり，平行移動，対称移動，回転移動の定義や性質を確認した
りする活動を重視することが大切である。

○ 証明の方針を立て，その方針に基づいて証明する活動の充実
， ，証明の方針を立てるために 結論を導くには何がわかればよいかを明らかにし

着目すべき図形を指摘したり，性質や関係を見いだしたりする活動を充実するこ
とが大切である。
方針に基づいて証明を書くことができるようにするために 証明の方針 と 証，「 」 「
明」の対応や順番について考え，仮定から結論を導く推論の過程を的確に表現す
る活動を充実することが大切である。

関数

○ 関数の意味を理解し，関数関係を見いだしたり，関数を判断したりする活動の重視
様々な事象の中の２つの数量 ， について， が の関数であるかどうかを見x y y x

いだすために，具体的な数を に当てはめて， が一意に決まるかどうかを確かめx y
る活動を重視することが大切である。
表，式，グラフを相互に関連付け，式やグラフの形から関数を判断する活動を

重視することが大切である。
○ 事象を数学的に解釈し，問題解決の方法を数学的に説明する活動の充実

様々な問題を解決する際に，グラフの傾きや交点の意味などを事象に即して解
釈しながら問題解決の方法について考え 「用いるもの」と「用い方」を的確に捉，
えて説明する活動を充実することが大切である。

資料の活用

○ 相対度数の必要性と意味を理解し，資料の傾向を読み取る活動の重視
相対度数の必要性と意味についての理解を深められるようにするために，度数

分布表やヒストグラムに基づき，ある階級の度数が総度数に占める割合を求め，
その割合を用いて資料の傾向を読み取る活動を重視することが大切である。

○ 不確定な事象の起こりやすさを判断し，その理由を説明する活動の充実
不確定な事象の起こりやすさを判断するために，試行を多数回繰り返して統計

的確率を求めたり，樹形図などに整理して数学的確率を求めたりする活動を充実
することが大切である。
判断の理由を数学的な表現を用いて説明できるようにするために，説明すべき

事柄とその根拠の両方を示し，確率を用いて的確に説明する活動を充実すること
が大切である。



「宮崎県の調査結果」の分析資料は以上です。

本年度は、県全体の分析資料とあわせて 「県立中学校・中等教育学校の結果の概要」、

を公表することとしておりますので、次のページへ資料を掲載しております。



平成２６年度 全国学力・学習状況調査

宮崎県の調査結果
【 県立中・中等教育学校の結果の概要 】 学校政策課

■ 県立中学校及び中等教育学校の状況
○ 領域別の平均正答率の状況

○ 考察

全ての教科区分において全国平均を上回っており、国語Ａの全領域、数学Ａの全領域、数

「 」 、 。 、 、学Ｂの 関数 の領域については 平均正答率が９割を超えている 特に 国語Ｂの全領域

数学Ａの「関数 「資料の活用」の領域、数学Ｂの「図形」の領域については、全国平均を大」

きく上回る結果である。この成果を踏まえて、さらに学力の向上を図るために、基礎的・基

本的な知識・技能の完全習得を目指すとともに、思考力・判断力・表現力等をこれまで以上

に育成していく必要がある。

■ 今後の指導のポイント
○ 宮崎西高等学校附属中学校

質問紙調査から見ると、生徒の学習に対する関心が高く、言語活動への取組も熱心である

ことや学力向上に向けた取組、指導方法の工夫、個に応じた指導の充実などが図られている

ことが分かり、これらが高い成果につながったと考えられる。一層の学力向上を図るために

は、これまでの指導を継続・発展させながら、自分で課題を立てて、調べたことを発表した

り、自分の考えを他の人に説明したりするなどの指導をさらに充実させることが重要である

と考えられる。

○ 都城泉ヶ丘高等学校附属中学校

質問紙調査から見ると、生徒の学習に対する関心が高く、学習習慣が定着していることや

学力向上に向けた取組、指導方法の工夫改善が図られていることが分かり、これらが高い成

果につながったと考えられる。一層の学力向上を図るためには、これまでの学習へ関心を高

める指導を継続・発展させながら、各教科ごとに取り組んでいる指導方法の工夫や授業改善

を全教科で共有し、教科を超えて共通実践できる取組をさらに充実させていくことが重要で

あると考えられる。

○ 五ヶ瀬中等教育学校

質問紙調査から見ると、生徒の総合的な学習への関心が特に高く、全寮制ということもあ

り生活習慣が確実に定着していることや地域の人材等を活用した指導の充実が図られている

ことが分かり、これらが高い成果につながったと考えられる。一層の学力向上を図るために

は、これまでの地域の教育的な素材を生かした学習活動を継続・発展させながら、コミュニ

ケーション能力や問題解決能力を身に付けさせる指導をさらに充実させることが重要である

と考えられる。

※ 調査結果は学力の特定の一部分であり、学校における教育活動の一側面であります。
「平成２６年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」より

国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ国語Ａ


