
「概要」
【小学校国語】

Ａ問題３ 文の構成を捉える

問題の概要（正答率）

二（１） 接続語を使って１文を２文に分けて書く（２３.６％）

正答

二（１） そうにしていた（。だから、）ぼくは、これま
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【小学校国語】

Ｂ問題２ 目的や意図に応じてリーフレットを編集する＜打ち上げ花火の伝統＞
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問題の概要（正答率）

三 複数の内容を関係付けた上で，自分の考えを具体的に書く（１７.９％）

正答

三 （例） （打ち上げ花火は，およそ４００年もの歴史をもった，日本のすばらしい伝統といえます。）現在では，型物の開発が進んでいます。

また，中間色も使ったカラフルな花火を作ったり，音楽に合わせて打ち上げたりしています。長い伝統を受けつぎ，新たなことに

ちょう戦する花火師さんたちの思いに感動しました。（１００字）
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【小学校国語】

Ａ問題２ ことわざの意味を理解する

問題の概要（正答率）

一 ことわざの意味として適切なものを選択する（石の上にも三年）（７１.３％）

正答

一 ４

（参考） 

平成 15 年度教育課程実施状況調査 

における正答率は６４．１％ 
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「調査結果のポイント」３ページ
【小学校国語】

Ａ問題１ 漢字を読んだり書いたりする

問題の概要（正答率）

二（１） 漢字を書く（魚をやく） （７２.６％）

（２） 漢字を書く（バスがていしゃした） （４７.１％）

（３） 漢字を書く（委員会をもうける） （５３.７％）

正答

二（１） 焼（く）

（２） 停車

（３） 設（ける）

（参考） 

過去の調査における正答率 

（１）７０．９％ （平成 19年度 全国学力・学習状況調査） 

（２）３４．９％ （昭和 39年度 全国学力調査） 

（３）３４．３％ （平成 16年度 特定の課題に関する調査） 
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【小学校国語】

Ｂ問題３ 本や文章を読んで推薦文を書く＜新美南吉「ごんぎつね」＞
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問題の概要（正答率）

一 ア 【本間さんが書いたすいせん文】

において推薦している対象を書く（５０.０％）

イ 【花田さんが書いたすいせん文】

において推薦している理由を書く（４５.４％）

ウ 【本間さんが書いたすいせん文】

において推薦している理由を書く（４４.８％）

正答

一 ア （例） 物語の作者に注目して本や文章を読んだ経験がない人

イ （例） この物語がどのように続くのか想像しながら、最後の部分を何度も読み返したことで、青いけむりにこめられた

意味を少し理解できたような気がするから。

ウ （例） 同じ作者の作品を読むことで、お気に入りの作品に出会うことができたから。
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問題の概要（正答率）

二 ２人の推薦文を比べて読み，それぞれの読み方として適切なものを選択する（５２.１％）

正答

二 花田さんが書いたすいせん文 ５

本間さんが書いたすいせん文 ３
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「概要」
【小学校算数】

Ａ問題４ 単位量当たりの大きさ

問題の概要（正答率）

ＡとＢの２つのシートの混み具合を比べる式の意味について，正しいものを選ぶ（５０.２％）

正答

１
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【小学校算数】

Ａ問題５ 計器の選択，面積の単位，台形の面積

問題の概要（正答率）

（３） 上底３cm，下底８cm，高さ４cm，斜辺５cmの台形の面積を求める式と答えを書く（７３.５％）

正答

（３） 【 式 】（例）(３＋８)×４÷２ 【答え】２２（cm
2
）

（参考） 

平成 22 年度全国学力・学習状況調査（上底３cm，下底７cm，

高さ４cmの台形の面積を求める式と答えを書く設問）に 

おける正答率は７０．４％ 
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「調査結果のポイント」８ページ
【小学校算数】

Ｂ問題１ 複数条件を基にした判断と根拠の説明（遊園地）

問題の概要（正答率）

（２） 三つの乗り物券の買い方を比較して，どの買い方が一番安いかを選択し，そのわけを書く（５１.０％）

正答

（２） 【番号】 ２

【わけ】（例） １枚券を１５枚買うと，１００×１５＝１５００で，料金は１５００円です。

１１枚つづりの乗り物券を１つと，１枚券を４枚買うと，１０００＋１００×４＝１４００で，料金は１４００円です。

乗り放題券を買うと，料金は１５００円です。

１５００円と１４００円を比べると，１４００円のほうが安いので，１１枚つづりの乗り物券を１つと，１枚券を４枚買う

買い方がいちばん安くなります。
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「報告書」５０ページ
【小学校算数】

Ａ問題８ 百分率の意味

問題の概要（正答率）

（１） ２００cmの５０％に当たる長さを選ぶ（７６.９％）

（２） ５００ｇの１２０％に当たる重さについて，適切なものを選ぶ（７７.１％）

正答

（１） １

（２） ２

（参考） 

平成 21 年度全国学力・学習状況調査（200 人のうち 80人が 

女子のとき、女子の人数の割合は全体の何％か選ぶ設問） 

における正答率は５７．１％ 
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「概要」
【中学校国語】

Ｂ問題３ 資料を参考に，漢字について考える
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問題の概要（正答率）

一 新聞記事の書き方の特徴を説明したものとして適切なものを選択する（６１.６％）

正答

一 １
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【中学校国語】

Ａ問題４ 図表を読む

問題の概要（正答率）

二 前日までに申込みをしなくても中学生が参加できる講座番号

を選択する（７０.６％）

正答

二 ②，④

（参考） 

平成 22 年度全国学力・学習状況調査（【小学校】国語Ｂ４：目的や 

意図に応じて、必要な情報を関連付けて読み、理由を明確にして説 

明できるかどうかをみる設問）における正答率は６５．７％ 
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「調査結果のポイント」１３ページ
【中学校国語】

Ａ問題１ 話合いをする

問題の概要（正答率）

一 話合いでの司会の発言の役割について説明したものとして適切なものを選択する（９０.７％）

二 話合いの方向を捉えた司会の発言として適切なものを選択する（５５.２％）

正答

一 ２

二 １，４，５

-17-



「概要」
【中学校数学】

Ｂ問題１ 事象の数学的な解釈と判断（ウオーキング）

問題の概要（正答率）

（３） 安静時心拍数が年齢によらず一定であるとするときの目標心拍数の変わり方を選び，その理由を説明する（２４.７％）

正答

（３） イ

説明（例） 安静時心拍数が年齢によらず一定なので，年齢をｘ，目標心拍数をｙとしたとき，ｙはｘの一次関数であり，

ｘの係数が負であるから，年齢が高くなると目標心拍数はいつも小さくなる。
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【中学校数学】

Ｂ問題２ 発展的に考え，予想すること（位を入れかえた数）

問題の概要（正答率）

（２） ２けたの自然数と，その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数との和について予想した事柄を表現する（３９.３％）

正答

（２） （例） ２けたの自然数と，その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数の和は，１１の倍数になる。
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【中学校数学】

Ａ問題３ 方程式の解き方とその利用

問題の概要（正答率）

（３） 数量の関係を連立二元一次方程式で表す（８３.１％）

正答

（３） ３ｘ＋２ｙ＝４６０

４ｘ＋３ｙ＝６３０

（参考） 

平成 19 年度全国学力・学習状況調査（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 

設問）における正答率は７１．２％ 
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「調査結果のポイント」１８ページ
【中学校数学】

Ｂ問題３ 日常的な事象の数学化と他事象との関係（水温の変化と気温の変化）

問題の概要（正答率）

（３） 水を熱した時間と水温と同じように考えて求められる事象を選ぶ（２７.５％）

正答

（３） ア
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【中学校数学】

Ａ問題１ （４）正の数と負の数とその計算

問題の概要（正答率）

東京の時刻を基準にして，東京とカイロの時差を表す（６５．６％）

正答

－７（時間）
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「調査結果のポイント」２３ページ
【中学校数学】

Ａ問題６ 平面図形の基本的な性質

問題の概要（正答率）

（１） 平行線の間の三角形について，その内角ｘ，ｙの和の値を選ぶ（７９．３％）

正答

（１） ウ

（参考） 

TIMSS2007 における正答率は７７．９％
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