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小学校国語

（別紙）

正答

問題の概要

ア ３と解答しているもの
（一本目と二本目のシュートは外れたけど，次

は決まるよ。三度目の正直だよ。）
イ ２と解答しているもの
（もちはもち屋と言うように，卓球の審判なら

卓球クラブの友達にたのむ方がよい。）

ことわざの使い方の例として適切なもの
を選択する。
ア 三度目の正直
イ もちはもち屋

ことわざの意味を理解して，自分の表現に用いることができるかどうかをみる。

５Ａ ア 正答率：90.1% イ 正答率：83.8%

〔誤答例〕イ
解答類型１：10.8%
（もちはもち屋と言うように，人の好みはいろいろで，しゅみはいろいろあったほう
がよい。）
● 「ことわざカード」の「(意味)」に書かれている，「何事も，それぞれせん門家
や得意な人にまかせるのが一番だ」の「それぞれ」と，選択肢１の「人の好みはいろ
いろ」や「しゅみはいろいろ」の「いろいろ」とを結びつけて捉えている。

ことわざの意味を理解し
て，自分の表現に用いる
ことについては，相当数
の児童ができている。

Ａ ことわざカードを作る５

資料１－２
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正答

問題の概要

（３）きげん
（４）じむしつ
（６）しじ

漢字を読む
（３）申しこみ期限
（４）事務室前
（６）指示

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。

７Ａ （３）正答率：94.5% （４）正答率：88.9% （６）正答率：94.6% 今回出題した漢字の
読みについては，相
当数の児童ができて
いる。

Ａ 漢字を読んだり書いたりする７
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Ｂ スピーチの練習をする（「折り紙」の紹介）１



正答問題の概要

4

三 （例）
（折り紙のみりょくは，）色やもようがきれいな紙

を折って，いろいろな形を作ることができることや，
紙一まいから立体的な形ができること，組み合わせて
形をつなげられることだと，わたしは思います。

三 折り紙のみりょくについて，スピーチメモと
グループの話合いで出された意見を基に書く
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目的や意図に応じて，スピーチメモと友達の助言を基に，場に応じた適切な言葉遣いで話すことに課題がある。

三 正答率 ：48.6 %

目的や意図に応じて，話の構成や内容を工夫し，場に応じた適切な言葉遣いで自分の考えを話すことができるかどうかをみる。

〔設問三の誤答例〕
・解答類型４：11.6%
●【スピーチメモ】の内容を取り上げているが，【グループの話し合いの様子】で出された意見については取り上げて書くことが

できていない。
・ （折り紙のみりょくは，）色やもようがきれいな紙を折っていろいろな形を作ることができることだと私は思います。折り
紙は，紙を折っていろいろな形を作る遊びで，子どもから大人まで楽しむことができます。

・解答類型５：22.4%
●【グループの話し合いの様子】で出された意見を取り上げているが，【スピーチメモ】の内容については取り上げて書くことが

できていない。
・ （折り紙のみりょくは，）どこでも手軽にできることや，風船のように紙一枚から立体的な形ができること，手裏剣のよう
に形を組み合わせてつなげられることもみりょくの一つだと思います。

・解答類型３：1.7% 解答類型６：2.2% 解答類型７：4.5%
●【スピーチメモ】の内容と【グループの話し合いの様子】で出された意見の両方，もしくはそのどちらかを取り上げて書いてい

るが，スピーチとしてふさわしい言葉遣いで書けていない。
・ 色やもようがきれいな紙を折っていろいろな形を作れて，紙一枚から立体的な形ができたり，手裏剣のように組み合わせて
形をつなげられることが折り紙のみりょくだよね。（解答類型３）

・ 色やもようがきれいな紙でいろいろな形を作る遊び。子どもから大人まで楽しむことができるのがみりょく。（解答類型６）

・ どこでも手軽にできることだと思うよ。紙一枚から立体的な形ができるということも一つのみりょくだと思う。「手裏剣」
のように組み合わせて形がつなげられることも折り紙のみりょくだよ。（解答類型７）

１Ｂ



Ｂ 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）２
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三
「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

問題の概要 正答

三（例）
（なぜなら，）毎朝水をやらないといけないし，

大きな緑のカーテンを作るために，たくさんの植木
ばちに水をやる必要があるからです。
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目的や意図に応じ，中学生からの助言から必要な内容を
整理して，協力を依頼する文章を書くことに課題がある。

三 正答率 ： 33.2%２Ｂ

目的や意図に応じ，必要な内容を整理して書くことができるかどうかをみる。

〔誤答例〕
・解答類型４：25.7% 解答類型６：8.7％
●水やりが大変な理由について，毎朝水をやることをかくことはできている
が，たくさんの植木鉢に水をやることを書くことができていない。

・ （なぜなら，）毎朝水をあげないとすぐに枯れてしまうからです。
朝水やりをわすれるとしおれかけることもあるからです。

（解答類型４）

・ 毎朝水やりをしないとすぐにかれてしまうし，昼に見に行ったらし
おれてしまっていたから。（解答類型６）

・解答類型８：9.8％
●水やりの大変さについて書くことはできているが，それを【アドバイス】
の中から適切に取り上げて書くことができていない。

・ 大きなはちにたくさんの水をあげ，植物を大切に育つようにするた
めです。



Ｂ 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」）３
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物語を読み，具体的な叙述を基に理由を明確にして，自分の考えをまとめることができるかどうかをみる。

10

３Ｂ 三 正答率：43.9%

物語を読み，感想を伝え合う中
で，具体的な叙述を基に理由を
明確にして，自分の考えをまと
めることに課題がある。

〔誤答例〕
・解答類型５：21.0%
●松ぞうじいさんやとび吉がきつねであることが分かる叙述を，【話し合いの様
子の一部】で示されている叙述以外から取り上げることはできているが，その叙
述を基にして，松ぞうじいさんやとび吉がきつねであると考えたわけについて書
くことができていない。
・山野さんがきつねの写真をとりたいと言ったあとに，「そこまできくと，松ぞ
うじいさんの目に，なみだがきらりとひかりました」と書いてあるから，松ぞう
じいさんはきつねだと考えることができるよ。

三 「きつねの写真」から取り上げた言葉や文
を基に，松ぞうじいさんととび吉がきつねだと
考えたわけをまとめて書く

正答

三 （例）
「松ぞうじいさんの目に，涙がきらりとひか

りました」というところは，人間にうちとられ
てしまった仲間のきつねを思う気持ちが表れて
いると思うから，松ぞうじいさんはきつねだと
考えたよ

問題の概要



Ａ 計算の能力（計算の意味と計算の仕方の理解）１

正答

問題の概要
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具体的な問題場面において，乗法で表す
ことができる二つの数量の関係を理解し
ているかどうかをみる

「４年間のまとめ」で指摘した課題（少
数の乗法の意味について理解し，問題の
場面から式を考えること）に基づいたも
の

(1) リボンを2m買ったときの代金
と3m買ったときの代金を書く

(1) 2m買ったとき 120円
3m買ったとき 180円

小学校算数

１Ａ (1) 正答率 ： 97.0%
具体的な問題場面にお
いて，乗法で表すこと
ができる二つの数量の
関係を理解したり，小
数の乗法の計算におい
て，乗数を整数に置き
換えて考えるときの，
乗法の性質を理解した
りすることは相当数の
児童ができている。

(3) 60×0.4を，60×４を基にし
て考えるときの，正しい積の求
め方を選ぶ

(3) ２

（整数）×（小数）の計算において，乗
数を整数に置き換えて考えるときに用い
る，乗法の性質を理解しているかどうか
をみる。

１Ａ (3) 正答率 ： 91.1%



Ａ 資料の分類整理９

正答問題の概要
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(2) 二次元表の合計欄に入る数を
書く

(2)１３



Ｂ 目的に応じた資料の整理と表現（ハンカチ・ティッシュペーパー調べ）４
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正答問題の概要

(1) 示された式の中の数が表す意味を書き，
その数が表のどこに入るかを選ぶ

(1) （例）
【「８」が表す人数】
８は，ハンカチをもってきて，ティッシュペーパーを
持ってこなかった人数です。
【記号】 イ
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資料から，二次元表の合計欄に入る数を
求めることができるかどうかをみる。

９Ａ (2) 正答率 ： 63.1%

資料から，二次元表の合計欄に入る数を求めたり，示された式
の中の数の意味を，二次元表と関連付けながら正しく解釈し，
それを記述したりすることに課題がある。

〔誤答例〕
・解答類型２（26と解答しているもの）：12.3%
● 「家でイヌやネコを飼っているかどうか」

を調査した人数の13を2回たしている。

・解答類型９：14.0%
12という解答がある。

４Ｂ (1) 正答率：40.2%

示された式の中の数の意味を，表と関連付けなが
ら正しく解釈し，それを言葉を用いて記述できる
かどうかをみる

〔誤答例〕
・解答類型４：9.4%
● 選択した記号の場所について，二次元表の項目に着目
して正しく記述することができていない。
・【「８」が表す人数】 ティッシュペーパーを持って

こなかった人数です。
【記号】 エ

・解答類型９：17.1%
・【「８」が表す人数】 ハンカチを持ってこなかった

人数です。
【記号】 ウ
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Ｂ 数量の関係の考察と一般化（数字カード）１
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正答

問題の概要

(3) ２けたのひき算の答えを求めることがで
きるきまりを書く

(3) （例）
カードの差に９をかけると，２けたのひき算の答

えになります。

問題に示された二つの数量の関係を一般化して捉え，そのきまりを
言葉と数を用いて記述できるかどうかをみる

１Ｂ (3) 正答率：38.8%

〔誤答例〕
・解答類型７：16.0%
● ２けたのひき算の答えを簡単に求めることができるきまりを記述すること

ができていない。
・ カードの差が４のとき，２けたのひき算の答えは36になります。

・解答類型９：22.3%
・ カードの差が２倍，３倍となると，２けたのひき算の答えも２倍，３倍
となります。

問題に示された二つの数量の関
係を一般化して捉え，そのきま
りを記述することに課題がある。
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Ｂ 情報の選択と数学的な表現及び方法の解釈とその適用 （手紙）２
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正答問題の概要

(2) 13本の直線を使う場合，手紙の用紙の長い辺を3等分
するのは，何本目の直線と交わった点かを書く

(2) 上から５本目と９本目
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Ｂ 実験結果の数理的な処理と解釈・表現（ゴムの力で動く車）３
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正答問題の概要

(2) 仮の平均の考えを活用して，測定値の平均を求める (2) （例）
7m20cmをこえた部分の平均を求めます。
(32＋11＋34＋0＋23)÷5＝20

もとにした7m20cmに，求めた平均の20cmをたします。
車が進んだきょりの平均は，7m40cmです。
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２Ｂ (2) 正答率：27.7%

直線の数とその間の数の関係に着目して，
示された方法を問題場面に適法することが
できるかどうかをみる

示された方法や考えを解釈し，問題場面に適用したり，ほかの場合に適用
して解決方法を考え，それを記述したりすることに課題がある。

〔誤答例〕
・解答類型２（上から4本目と8本目）：18.0%
● 手紙の長い辺を3等分する点の，点どうしの間が

４行ずつになることは理解しているが，その間の数
を直線の数に直して表現することはできていない。

・解答類型９：38.5%
・上から5本目と10本目

３Ｂ (2) 正答率：26.3%

仮の平均を用いた考えを解釈し，示された数値を基準と
した場合の平均の求め方を，言葉や式を用いて記述でき
るかどうかをみる

〔誤答例〕
・解答類型３：10.0%
● ７m20cmをこえた部分の平均のみを記述している
・（32＋11＋34＋0＋23）÷５＝20

・解答類型７：17.7%
● 仮の平均を用いた考えを解釈し，基準とする数値が７mから７

m20cmに変わったことを捉えることができずに，問題に示されて
いる【かずやさんの平均の求め方】をそのまま記述している。
・（52＋31＋54＋20＋43）÷５＝40
７mに求めた40cmをたします。
平均は７m40cmです。

・解答類型９：20.0%
・（32＋11＋34＋20＋23）÷５＝24
７m20cmに求めた24cmをたします。
平均は７m44cmです。
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正答問題の概要

(2)
与えられた情報から，基準量，比較量，

割合の関係を捉え，「最大の満月の直径」
に近い硬貨を選び，選んだわけを書く

(2) （例）
【番号】 １
【わけ】 最大の満月の直径は20×1.14＝22.8で，22.8mmです。

100円玉の直径との差は22.8－22.6＝0.2で，0.2mmです。
500円玉の直径との差は26.5－22.8＝3.7で，3.7mmです。
100円玉の直径との差のほうが小さいので，100円玉のほう
が近いです。

Ｂ 日常生活の事象の数学的な解釈と判断の根拠の説明（みかけの月の大きさ）５
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５Ｂ (2) 正答率：13.5%

身近なものに置き換えた基準量と割合を基に，比較量に近いものを判断し，その判断の理由を言葉や式を用いて
記述できるかどうかをみる

身近なものに置き換えた基準量と割合を基に，比較量を判断し，その判
断理由を記述することに課題がある。

〔誤答例〕
・解答類型６：28.3%
● それぞれの硬貨の直径の長さと，14％が0.14であることを捉えることはできているが，「最小の満月の直径」

を1円玉の直径としたときに，「最小の満月の直径」を基にして14％長くなっているものが「最大の満月の直
径」であることを捉えることができずに，硬貨の直径のみに着目して差を求め，その差と割合を比較している。
・【番号】１
【わけ】 22.6－20＝2.6

26.5－20＝6.5
14％は小数に直すと0.14だから，2.6のほうが0.14に近いです。

・解答類型８：36.7%
● 「最小の満月の直径」を1円玉の直径としたときの「最大の満月の直径」に当たる値を求めるためには，1円玉

の直径の長さに割合をかければよいことを捉えることはできているが，「14％長い」という表現から，比較量
が基準量の114％と捉えることはできずに，基準量の14％を求めて比べている。
・【番号】２
【わけ】 20×0.14＝2.8

100円玉の直径をcmに直すと，2.26cm
500円玉の直径をcmに直すと，2.65cm
だから，500円玉のほうが近いです。


