
小５・国- 1

平成２６年度山梨県学力把握調査結果の分析〔小学校５年・国語〕

「正答数分布」からみえること

区分 調査人数 平均正答数／設問数 平均正答率（％） 中央値 標準偏差

山梨県 ９６５人 １６．４／２３ ７１．２ １７ ４．１１

【小学校５年国語の正答数分布グラフ】（横軸：正答数，縦軸：割合）

・国語の正答数の分布は，「右よりの単峰型の分布」の形状となっている。

・国語の正答数分布グラフの最頻値（最も多い正答数）は２１，中央値は１７である。

※分布の傾向を読む

・正答数が１８問以上（全体の設問数の８０％）の児童は４４．８％である。

・正答数が１３問以下（全体の設問数の６０％）の児童は２３．７％である。

平成２６年度山梨県学力把握調査〔小学校５年・国語〕
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平成２６年度山梨県学力把握調査〔小学校５年・国語〕

設問ごとの成果と課題

【解答類型表】
無解答

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

23 １０三
「ウミガメの保護監視員になるには」ということを発表するためには，

どんな本や資料が必要か考える

22 １０二
【ウミガメの保護監視員のことが書かれた文章】から「夜パトロール

する必要がある理由」を読み取る

21 １０一
【ウミガメの保護監視員のことが書かれた文章】から「保護監視員の
朝の仕事」を読み取る

20 ９三
「読んだ本の種類」についてまとめた表と，説明の内容から，リーフ

レットに書く主張を考える

19 ９二
リーフレット作成の目的や前後の文に合わせて，「できない」という言

葉を敬体に書き換える

18 ９一
クラスの読書生活についてまとめたリーフレットの説明に合うグラフ
を選択する

17 ８三イ
林間学校についての話を聞き，活動についてどのようなことを質問

するかを考える

16 ８三ア
林間学校についての話を聞き，どの活動について質問するかを考え

る

15 ８二 よりよいメモの取り方を考える

14 ８一
短い言葉や記号を使って，事柄を一つ一つ分けて書く書き方の名称

を答える

13 ７二 ローマ字「sippo」をひらがなで書く

12 ７一 ひらがな「きんぎょ」をローマ字で書く

11 ６二
「強い体をつくるには、十分なすいみんが欠かせないし、栄養のある

食事も必要だ。」を，つなぐ言葉を使って二つの文に分けて書く

9 5
「化」「女」「相」と「たけかんむり」「くさかんむり」「うかんむり」をそれ
ぞれ組み合わせて別の漢字をつくる

10 ６一
「問題は難しかったけれど、答えを出すことができた。」を，つなぐ言

葉を使って二つの文に分けて書く

7 3 「式」の太字の部分を何画目に書くか答える

8 4
「わたしは、 手紙を  九州の　祖父に　書いた。」の「手紙を」という言

葉が係っている言葉を抜き出して書く

3 １三 漢字を読む（健康な体をつくる）

4 ２一 漢字を書く（あさがおの成長をかんさつする）

２三 漢字を書く（音楽の授業で，ふえの練習をする）

5 ２二 漢字を書く（消ぼうしょではたらく人に質問する）

6

1 １一 漢字を読む（文字を写す）

2 １二 漢字を読む（願いがかなう）

解答類型　（割合％）　※下線が正答
設問番号 出題の要素

89.2 0.99.80.00.00.00.00.00.00.0

0.41.80.00.00.00.0

0.00.90.00.00.00.0

0.09.2

0.00.00.097.8

0.00.1

0.00.0

0.198.9

9.911.30.00.00.00.0

0.00.0

11.857.7

3.117.50.00.00.00.0

0.00.0

0.079.4

5.554.20.00.00.00.0

0.00.0

0.040.3

0.55.40.00.00.00.0

0.00.0

46.747.4

5.18.40.00.00.00.0

0.00.0

0.086.5

0.11.00.00.00.00.0

0.00.0

4.094.8

1.04.00.00.00.00.0

0.00.8

0.394.6

1.638.20.00.00.00.0

0.00.0

0.260.0

9.266.20.00.00.00.0

0.00.0

1.622.2

17.723.00.00.00.00.0

1.22.0

0.059.3

19.744.60.00.00.00.0

0.04.7

0.035.8

1.30.80.00.00.00.0

0.00.0

94.20.4

21.817.20.00.00.00.0

0.06.5

8.348.1

16.09.80.00.00.00.0

0.00.0

4.569.7

1.90.50.00.00.00.0

77.36.9

77.313.8

13.614.10.00.00.00.0

6.567.6

0.072.3

3.10.70.00.00.00.0

0.025.1

5.56.4

3.21.30.00.00.00.0

58.53.7

13.67.8

11.02.60.00.00.00.0

6.423.5

1.859.6

7.00.70.00.00.00.0
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平成２６年度山梨県学力把握調査〔小学校５年・国語〕

【問題別正答率及び無解答率】 （横軸：設問番号，縦軸：割合）

【領域ごとの定着状況】［ ］：設問番号

○：学習内容が十分定着していると考えられる （正答率８０％以上の設問）

▼：学習内容の定着が不十分であると考えられる（正答率７０％未満の設問）

＜伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項＞

○：漢字を読むこと（写す）[１一]（８９．２％）

○：漢字を読むこと（願い）[１二]（９７．８％）

○：漢字を読むこと（健康）[１三]（９８．９％）

○：漢字を書くこと（笛）[２三]（８６．５％）

○：「かんむり」と「つくり」を組み合わせて漢字をつくること［５］（９４．８％）

○：接続詞を使って一文を二文で書くこと（逆接）［６一］（９４．６％）

▼：漢字を書くこと（観察）［２一］（５７．７％）

▼：正しい筆順で漢字を書くこと（式）［３］（４７．４％）

▼：修飾と被修飾の関係を捉えること［４］（４０．３％）

▼：接続詞を使って一文を二文で書くこと（並列）[６二]（６０．０％）

▼：「きんぎょ」をローマ字で書くこと[７一]（２２．２％）

▼：ローマ字「sippo」を読むこと［７二］（５９．３％）

＜話すこと・聞くこと＞

○：話を聞くときのよりよいメモの取り方を考えること[８二]（９４．２％）

▼：「箇条書き」という情報のまとめ方理解していること［８一］（３５．８％）

▼：話を聞き，どの内容について質問するか考えること［８三ア］（６９．７％）

▼：話を聞き，どのようなことを質問するか考えること［８三イ］（４８．１％）
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＜読むこと＞

▼：文章から保護観察員の朝の仕事を読み取ること［１０一]（６７．６％）

▼：文章から「夜パトロールする必要がある理由」を読み取ること［１０二］（５９．６％）

▼：「ウミガメの保護監視員になるには」ということを発表するために，どんな本や資料が必要か

考えること[１０三]（５８．５％）

【誤答の分析】（正答率の低いもの，誤答類型の反応率が１０％以上のもの）

４

■正答：書いた。

正答率：４０．３％

・修飾と被修飾の関係が正しく捉えられて

いるかを問う問題である。問題では「手

紙を」という言葉はどの言葉にかかって

いますか」と問われている。したがって，

ここでは「かかる」という文節と文節の

照応を表す学習用語の意味が十分に理解

できていないものと考えられる。

・小学校３年生の，重文における主語と述

語の照応を問う問題も正答率が低い。低

学年からの丁寧な系統的な指導が必要で

ある。

７一

■正答：kingyo
正答率：２２．２％

無解答率：９．２％

７二

■正答：しっぽ

正答率：５９．３％

無解答率：１７．７％

・ローマ字を書くこと，読むことを求めた

問題である。小３時に教科書で学んだ語

句であったにもかかわらず，定着状況に大きな課題が見られる。日常的に学習活動の中で，ローマ

字を繰り返し学ぶ機会が少ないためと推測されるが，近年では，電子機器でのローマ字入力や，公

共機関での標示など，生活の中でも必要となる重要な事項である。

・昨年度の，「でんしゃ」をローマ字で書く問題と比較すると，正答率は１５．９％→２２．２％と

上昇していて，改善が見られる。

・ローマ字は，学習の場だけでなく生活の場でも触れる機会が多い。取り立てて学習すること以外に，

ＡＢＣ領域等の学習の中で折に触れて復習する機会を設けることも必要である。
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８一

■正答：かじょう（書き）

正答率：３５．８％

無解答率：１９．７％

・正答率の低さと無解答率の高さから，「箇条書き」という情報のまとめ方が理解できていないと考

えられる。「箇条書き」は，４年生下巻の教科書単元「聞き取りメモの工夫」において学習してい

る用語である。

８三イ

■正答：（例）どんなゲームをしたのですか

正答率：４８．１％

無解答率：２１．８％

類型９：１７．２％

・類型９は，「 ア で自分が答えた活動に関わる質問であること」「六年生が話した活動に対する

適切な質問であること」という正答の二つの条件をどちらも満たしていない解答である。あわせて，

無解答率も高いことから，六年生の話の中心やその目的，内容について，理解できていないことが

原因と考えられる。また，話の中心や目的，内容にかかわって，興味・関心を持って聞くことがで

きていないことも考えられる。

・質問したいことを，「活動」と「内容」とに分けて書くという，設問の意図を正確に理解できてい

ない児童がいると考えられる。

平成２６年度山梨県学力把握調査〔小学校５年・国語〕
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９一

■正答：２（「４月に読んだ本の数」を表したグラフ）

類型１：１３．８％

・類型１は，自分の意見の理由となる資料として，「読みたい本の種類」を表したグラフを選んだ誤

答である。リーフレットの説明には，グラフは「四月に読んだ本の数をまとめたものです」とあり，

グラフのタイトルと一致しているが，説明にある「昨年度とくらべると…」「一冊も読まなかった

人がいない…」などという一部の記述の断片的な情報から判断してしまっていると考えられる。

平成２６年度山梨県学力把握調査〔小学校５年・国語〕
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１０二

■正答：ウミガメは上陸しないで引き

返してしまう（から）

正答率：５９．６％

無解答率：１１．０％

類型３：２５．１％

・目的に応じて文章の内容を的確に捉

え，文章中の「そのようなことが起

きないよう，夜遅くまでさわいでい

る人がいたら注意するのです」の「そ

のようなこと」が理由を表している

ことが理解できていないと考えられ

る。

１０三

■正答：４（ほごかんし員になる方法

や資格などが書かれた本）

正答率：５８．５％

類型１：２３．５％

・類型１は，「ウミガメの生活や体の

特ちょうがくわしく分かる図鑑」を

選んでいる誤答である。ウミガメの

保護監視員の仕事について発表する

という目的で〔発表メモ〕をつくる

とき，この文章だけでは足りない情

報は何かを考えずに，保護監視員に

なるために必要な資料という条件の

みで選んでしまっていると考えられる。

平成２６年度山梨県学力把握調査〔小学校５年・国語〕
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平成２６年度山梨県学力把握調査〔小学校５年・国語〕

【課題等】

［全体的な状況］

○：昨年度の５年生国語の調査結果と比較すると平均正答率５７．３％→７１．２％，無解答率２

０％以上の問題数６問→１問と改善がみられる。

▼：下の学年で習得しておくべき，基礎的・基本的な知識・技能の定着状況に課題がある。

＜伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項＞

○：漢字を読むことについては相当数の児童ができている。

○：部首とつくりを組み合わせて漢字をつくることは相当数の児童ができている。

▼：文の中における修飾と被修飾の関係を捉えることに課題がある

▼：ローマ字を適切に使うことに課題がある

＜話すこと・聞くこと＞

○：話を聞くときのよりよいメモの取り方を考えることは相当数の児童ができている。

▼：興味・関心を持って，話の中心をとらえて聞き，自分の目的や興味・関心に応じて質問をする

ことに課題がある。

＜書くこと＞

▼：自分の考えや意見の理由となるものや事例など，必要なことを調べて取材することに課題があ

る。

＜読むこと＞

▼：目的に応じて，文章の内容を的確に捉えることに課題がある。

▼：目的に応じて，必要な情報を得られる本や文章を選んで読むことに課題がある。
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平成２６年度山梨県学力把握調査〔小学校５年・国語〕

授業改善のポイント〔小学校５年・国語〕

＜伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項＞

□既習の国語の特質に関する事項について，知識を活用して課題を解決する場面を設定した繰り返

し学習の重視

・文の成分の照応について学習する際には，主語と述語，修飾語と被修飾語の照応を文脈の中で確

かめる学習活動を取り入れる。その際，述語に対する動作主に着目させたり，語順を入れ替えて

照応を確かめさせたりする活動を取り入れる。

・書くことの学習で文の成分の照応を意識して推敲する学習活動を取り入れる。

・ローマ字の読み書きが正確にできるようにするためには，促音や拗音，撥音など，誤りやすい文

字について取り立てて指導する場面を設定したうえで，日常生活で使われている例を時宜に応じ

て取り上げるなどして，意図的に繰り返し指導する機会を設ける。

＜話すこと・聞くこと＞

□出来事の説明や調査の報告などをしたり，それを聞いて質問や意見を述べたりすることの重視

・話を聞くときに，話し手がどのような話題について，どのような目的を持って考えたことをまと

めているかに気を付けたり，自分の目的を達成するために必要な情報は何かを意識したりして，

質問や意見をまとめる学習活動を取り入れる。

・見出しをつけたり箇条書きで書いたりするなど，メモを取りながら聞く学習活動を取り入れる。

・朝の会や帰りの会の「先生の話」や「日直の話」の後など，「質問する」機会を日常生活の様々

な場面で設定する。

＜書くこと＞

□生活の中の身近な課題や疑問に思ったことについて調べて，収集した資料を効果的に使い，報告

する文章や説明する文章などを書くことの重視

・身の回りの事柄や学習した事柄について疑問に思っていること，学校生活での係活動や委員会活

動を通して課題と考えていることなどについて調べ，その結果を友達に説明するなど，書く相手

や目的を明確に持つことができる場面を設定する。

・説明する相手や目的に応じて，調べる際に収集した資料を活用する学習活動を取り入れ，文章と

図表などの資料とが相互に密接な関連をもつものであることを意識できるような場面を設定す

る。

＜読むこと＞

□目的に応じて，記録や報告の文章，図鑑や事典などを読んで利用したり，必要な情報を得るため

に関連した他の本や文章を読んだりするとの重視

・何のために読むのかという目的意識を明確にもたせるために，探した文章や資料から，必要な事

柄を読み取り自分の考えを表現する学習活動を取り入れる。

・外部に向けて表現することを前提にした読む学習として，適切な単元を貫く言語活動を設定し，

常に目的にかえりながら読み進め，書かれていることをまとめたり，読み取ったことをもとに自

分の考えを持ったりする学習活動を取り入れる。


