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（１）　調査の目的
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（６）調査を実施した学校

　　〇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。
　　〇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。
　　〇以上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。

（２）　調査の対象
　　   小学校６年生、中学校３年生

（３）　調査の内容
　　①教科に関する調査（国語、算数、理科、数学）
　　　・小学校調査：国語、算数、理科
　　　・中学校調査：国語、数学、理科
　　②質問紙調査
　　　・児童生徒に対する調査
　　　・学校に対する調査

（４）　調査の方式
　　　悉皆調査

（５）調査の期日
　　　令和４年４月１９日

令和４年度及び過去の全国学力・学習状況調査の調査問題・正答例・解説資料につ

いては、下記の国立教育政策研究所のウェブサイトにてご覧いただけます。

（国立教育研究政策研究所リンク）

１．調査の概要

国立教育研究政策研究所 教育課程研究センター「全国学力・学習状況調査」



≪　概要について　≫

（１）埼玉県との比較について

（２）全国との比較について

　　　

　　　

（３）小学校６年生平均正答率（％）

（４）中学校3年生平均正答率（％）

　

２．教科に関する調査結果
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松伏町 埼玉県 全国

小・中とも埼玉平均を下回っています。（％）
小学校 【国語】ー４ 【算数】ー１ 【理科】ー２
中学校 【国語】ー２ 【数学】ー４ 【理科】ー３

小・中ともに全国平均を下回っています。（％）
小学校 【国語】ー２．６ 【算数】ー０．２ 【理科】ー０．３
中学校 【国語】ー１．０ 【数学】ー３．４ 【理科】ー３．３



≪　小学校国語について　≫（％）

（１）領域別平均正答率の結果について

（２）設問別平均正答率の結果と課題等について

　　全１４問中、３問が埼玉県を上回り、４問が全国を上回っています。

３．教科に関する調査結果（小 国語）
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令和４年 小学校国語

松伏町 埼玉県 全国

「書く」、「言語文化」に関しては県や全国を上回りました。「読む」に関

しては、埼玉県の平均正答率と比べ１１．５％下回る結果になりました。

必要なことを質問し、話し手が

伝えたいことや、自分が聞きたい

ことの中心を捉える問題.。

【設問１（３）話す・聞く】

で全国及び埼玉県の平均を上回り

ました。

更なる向上を目指して

①登場人物の行動や気持ちなど

について、叙述を基に捉える問

題。

【設問２一（１）読むこと】

②登場人物の相互関係について、

描写を基に捉える問題。

①指導にあたり、物語の一部だけを取

り上げて登場人物の相互関係について

考えるのではなく、物語全体を通して、

相互関係について描かれている複数の

描写について読むことが効果的です。

②着目した叙述を複数取り上げ、そこ

から考えられることをノートやワーク

シートにまとめたり、考えたことを交

流したりすることで物語の全体像を明

確にすることが効果的です。

【参考】令和４年度全国学力・学習状況調

査の結果を踏まえた授業アイディア例

国立教育政策研究所教育課程研究センター

指導のポイント



≪　小学校算数について　≫（％）

（１）領域別平均正答率の結果について

（２）設問別平均正答率の結果と課題等について

　　全１６問中、６問が埼玉県を上回り、７問が全国を上回っています。

３．教科に関する調査結果（小 算数）
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令和４年 小学校算数

松伏町 埼玉県 全国

「変化と関係」は県と全国を上回りました。「データの活用」に関しては、

埼玉県の平均正答率と比べ、１．５％下回る結果となりました。

①百分率で表された割合を分数で表
すことができるかを問う問題。
②伴って変わる２つの数量が比例の
関係にあることを用いて、未知の数
量の求め方を求めることができるか
を問う問題。
【設問２（１）（４）変化と関係】
で全国及び埼玉県の平均を大きく上
回りました。

更なる向上を目指して

目的に応じて円グラフを選択

し、必要な情報を読み取る問題。

【設問３（３）データの活用】

１つの円グラフからでなく、複数の

円グラフの中から、1年生も6年生楽し

める遊びを決めたいという目的に応じ

て、円グラフが何を示しているのかを

読み取ったり、円グラフを選択したり

することが大切です。

【参考】令和４年度全国学力・学習状況

調査の結果を踏まえた授業アイディア例

国立教育政策研究所教育課程研究セン

ター

指導のポイント



≪　小学校理科について　≫（％）

（１）領域別平均正答率の結果について

（２）設問別平均正答率の結果と課題等について

　　全１４問中、5問が埼玉県を上回り、7問が全国を上回っています。

３．教科に関する調査結果（小 理科）
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令和４年 小学校理科

松伏町 埼玉県 全国

「粒子」、「生命」、「地球」は全国の平均を上回りました。4項目とも埼玉県

よりは下回る結果であった。特に「エネルギー」は県、全国ともに下回る結果と

なりました。

①問題を解決するために必要な観
察の視点を基に、問題を解決する
までの道筋を構想し、自分の考え
を持つことができるかを問う問題。
【設問１（１）生命】
②昆虫の体のつくりを理解してい
るかを問う問題。
【設問２（３）生命】
で全国及び埼玉県の平均を大きく
上回りました。

更なる向上を目指して

自分で発想した予想と、
実験の結果を基に、問題に
対するまとめを検討して、
改善し、自分の考えをまと
める問題。
【設問３（３）エネル
ギー・地球】

自然の事物・現象に働きかけて得た事実に
ついて、自分や他者の気付きを基に分析して、
解釈し、問題を見いだすことができるように
するためには、事実を比較し、差異点や共通
点を捉えることができるようにすることが重
要です。

自然の事物・現象に働きかけて得た事実に
ついて話し合う中で、自分や他者の気付きを
捉え、主に差異点や共通点を基に、問題を見
いだす場面を設定することが大切です。例え
ば、空気の温度による体積の変化について学
習した後、「空気は圧し縮められるけど、水
は圧し縮められられなかったように、空気と
水の性質は違うのかな」、「空気の温度と体
積の関係が分かったけれど、水はどうかな」、
などと調べたいことについて話し合う中で、
「水は空気と同じように温度を変えると体積
は変わるのだろうか」といった問題を見いだ
す学習活動が考えられます。【参考】令和４年度

全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた授業アイディ

ア例 国立教育政策研究所教育課程研究センター

指導のポイント



≪　中学校国語について　≫（％）

（１）領域別平均正答率の結果について

（２）設問別平均正答率の結果と課題等について

　　全１４問中、５問が埼玉県、全国を上回っています。

３．教科に関する調査結果（中 国語）
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令和４年 中学校国語

松伏町 埼玉県 全国

「書く」、「情報の使い方」、「言語文化」は県や全国を上回りました。「読む
こと」は県と比べ４．２％、「話す・聞く」に関しては、県と比べ７．３％下回
る結果となりました。

①助動詞の働きについて理解し、目
的に応じて使うことができるかを問
う問題。
【設問２（１）言葉の特徴と使い
方】
②行書の特徴を理解しているかを問
う問題。
【設問４（１）言語文化】
で全国及び埼玉県の平均を大きく上
回りました。

更なる向上を目指して

①論理の展開などに注意して聞
き、質問に答える問題。
【設問１二 話す・聞く 】
②自分の考えが分かりやすく伝
わるように、表現を工夫して話
すにはどのようにすればよいか
を答える問題。
【設問１三 言葉の特徴や使い
方 】

①話し手の考えを聞いて自分の考えをまと
める際には、情報同士の結び付きに注意し
ながら、話の要点を捉えたり、意見に対す
る根拠の適切さを判断したりして聞くこと
が大切です。指導としては、互いのスピー
チを聞き合って質問や助言をする場面を設
定するなど、自分が聞き取って理解したこ
とや考えたことを確かめたり共有したりす
るなどの学習活動が考えられます。
②自分の考えが分かりやすく伝わるように
話すためには、聞き手に応じた語句を選択
したり、話す速度や音量、言葉の調子や間
の取り方、言葉遣いなどに注意したりする
などして、表現を工夫することが大切です。
指導方法としては、ICT機器を活用してス
ピーチの様子を動画で記録し、話し方を振
り返ったり、工夫したことの効果を確かめ
たりするなどの学習活動が考えられます。
【参考】令和４年度全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ

た授業アイディア例 国立教育政策研究所教育課程研究セ

ンター

指導のポイント



≪　中学校数学について　≫（％）

（１）領域別平均正答率の結果について

（２）設問別平均正答率の結果と課題等について

　　全１４問中、２問が埼玉県、全国を上回っています。

３．教科に関する調査結果（中 数学）
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令和４年 中学校数学

松伏町 埼玉県 全国

全項目で県、全国を下回る結果となりました。特に図形は県よりも５％下回る結

果となりました。

①自然数を素数の積であらわす
問題。
【設問１ 数と式】
②与えられた表やグラフから、
必要な情報を適切に読み取るこ
とができるかを問う問題。
【設問８（２） 関数８】
で全国及び埼玉県の平均を大き
く上回りました。

更なる向上を目指して

一次関数の変化の割合の

意味を理解しているかを問

う問題。

【設問４ 関数】

指導に当たっては、伴って変わる二つの

数量𝓧、𝓨 の変化の様子を表から読み取り、

一次関数𝓨＝a𝓧+ 𝐛の変化の割合を求める

ことができるように指導することが大切で

す。その際、𝓧、𝓨の増加量やその割合を

調べる活動を通して、変化の割合の意味を

理解することができるようにすることが大

切です。

【参考】令和４年度全国学力・学習状況調

査の結果を踏まえた授業アイディア例

国立教育政策研究所教育課程研究センター

指導のポイント



≪　中学校理科について　≫（％）

（１）領域別平均正答率の結果について

（２）設問別平均正答率の結果と課題等について

　　全１４問中、３問が埼玉県を上回り、４問が全国を上回っています。

３．教科に関する調査結果（中 理科）
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令和4年 中学校理科

松伏町 埼玉県 全国

「粒子」、「生命」、「地球」は全国より上回りました。「エネルギー」は、

県と比べて１．７％下回る結果となりました。

観測した気圧と天気図の気圧が異
なる理由を考える学習場面において、
観測地の標高を空間的に捉え、気圧
の概念を空気の柱で観測できるか問
うことで、気圧に関する知識及び技
能を身に付いているかを問う問題。
【設問１（２） エネルギー】
で全国及び埼玉県の平均を大きく上
回りました。

更なる向上を目指して

化学変化に関する知識及び

技能を活用して、水素の燃焼
を分子のモデルで表した図を
基に化学反応で表すことがで
きるかを問う問題。
【設問３（１） 粒子】

身近な現象を科学的に探究する上で、

原子や分子のモデルを基に、身近に見ら

れる化学変化を化学反応で表すことが大

切です。

指導にあたっては、身近に見られる化

学変化を原子や分子のモデルで微視的に

現象を捉えることで、化学変化に関する

原子や分子の種類や数に関することを可

視化して理解することが考えられます。

その再、原子や分子のモデルを基に、

化学変化を化学反応式で表す活動を通し

て、粒子のモデルで表す有用性を実感で

きるようにすることが大切です。

【参考】令和４年度全国学力・学習状況調査の結果を踏

まえた授業アイディア例

国立教育政策研究所教育課程研究センター

指導のポイント


