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主な特徴
主な特徴

◇…相当数の児童ができている点　　◆…課題のある点
(   ) 内の記号は，A…国語Ａ， Ｂ…国語Ｂ　　〔　〕 内の記号は，問題番号

◇…相当数の児童ができている点　　◆…課題のある点
(   ) 内の記号は，A…算数Ａ， Ｂ…算数Ｂ　　 〔　〕 内の記号は，問題番号

国 語
小学校

算 数
小学校

話すこと・
聞くこと

書くこと

読むこと

数と計算

量と測定

図　形

数量関係

●　  整数，小数，分数の四則計算をすること , 特に計算の順序についての
   きまりなどを理解することに，改善の状況が見られる。

●　 図を観察して数量の関係を理解したり，数量の関係を表現している図
   を解釈したりすることに課題がある。

●　  数量の大小を比較する際に，根拠となる事柄を過不足なく示し，判断
   の理由を説明することについて，改善の状況が見られる設問もあるもの
   の，依然として課題がある。

◇（A）　　整数，小数，分数の四則計算をすることは, 相当数の児童がで
　　　 きている。

◆（A）　　割合が１より小さい場合でも，比較量が（基準量）×（割合）で
　　　 求められることの理解に課題がある。

◆（B）　　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に課題がある。

◇（A）　　示された直方体の体積を求めることは，相当数の児童ができて
　　　 いる。

◆（B）　　示された情報を基に，条件に合う時間を求めることに課題がある。

◆（B）　　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に課題がある。

◇（A）　　計算の順序についてのきまりを理解して計算したり，計算のきま
　　　 りを具体的な場面に置き換えて捉えたりすることについては，相当
　　　 数の児童ができており指導の改善の状況が見られる。

◆（B）　　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に課
　　　 題がある。

◆（B）　　繰り返し出現する事象から規則性を読み取ることに課題がある。

●　 複数の内容を含む文を分析的・統合的に理解することについて，複数
　の事柄を「～たり ,  …たり」という表現を用いて適切な文に書き直すこ
   とは良好である。また, 仮定の表現を用いて適切な文に書き直すことも，
   相当数の児童ができている。 

●　 立場や根拠を明確にして話し合うことについて，発言をする際に一定
　の立場に立ってはいるが，根拠を明確にした上で発言する点に，依然と
　して課題がある。

◆（B）　　司会の役割として話合いの観点を整理したり，質問の意図を捉え
　　    たりすることに課題がある。

◆（A）  　物語を創作する際，情景描写の効果を捉えることに課題があり，
　　　 指導の充実が求められる。

◆（A）  　物語の登場人物の相互関係を捉えることに，依然として課題が
　　　 ある。

◆（B）  　詩の解釈における着眼点の違いを捉えることに課題があり，指導
          の充実が求められる。

◇（A）  　今回出題した漢字の読み書きは，相当数の児童ができているもの
　　　 がある。

◆（A）  　今回出題した故事成語の意味や使い方を理解することに課題があ
          り，指導の充実が求められる。

伝統的な言語
文化と国語の
特質に関する
事項

平成26年度  全国学力・学習状況調査  の結果から明らかになったこと平成26年度  全国学力・学習状況調査  の結果から明らかになったこと

〔Ａ１（5），Ａ８ 〕

〔Ｂ２（3）〕

〔Ｂ４（1）〕

◇（A）　　円周の長さを，直径の長さを用いて求めることについては，相当
　　　 数の児童ができている。

◆（A）　　作図に用いられる図形の約束や性質を理解することに課題がある。

◆（B）　　示された条件を基に，平面に４つの長方形を敷き詰めることに課
　　　 題がある。

〔Ａ５ （1）〕

〔Ｂ５（1）〕

〔Ａ６ 〕

〔Ａ５ （2）〕

〔B３ （1）〕

〔Ｂ３ （3）〕

〔Ａ１ 〕

〔Ａ２ （2）〕

〔Ｂ３ （2）〕

〔Ａ 1 , A 8 〕

〔Ａ 2 （2）, B 5 （2）〕

〔Ｂ２ （2）, B 3 （3）〕

〔A ６ 一・二 〕

〔Ｂ１ 三 〕

〔 B１ 一・二 〕

〔Ａ３ 〕

 〔Ａ５ 〕

〔Ｂ３ 二 〕

〔Ａ１ 一・二 〕

〔Ａ２ 〕
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