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本報告書の活用に当たって

平成20年の学習指導要領改訂では，国際的な通用性，内容の系統性の観点から理数教育の授業

時数及び教育内容の充実が図られ，理科については，観察・実験を通じた「科学的に調べる能力

や態度を育てるとともに，科学的な認識の定着を図り，科学的な見方や考え方を養うことができ

るようにする」ことが基本方針として掲げられています。

これに加え，児童生徒の科学的な思考力・表現力や関心・意欲・態度など学習状況を把握・分

析し，実態の把握や課題の改善に向けた取組につなげていくことが必要となっています。

以上のことなどを背景として，平成24年度全国学力・学習状況調査において，理科を追加して

実施しました。

調査の結果としては，小学校理科及び中学校理科ともに，「観察・実験の結果などを整理・分

析した上で，解釈・考察し，説明すること」などに課題が見られ，「観察・実験」を通じた理科

の学習指導の改善・充実が求められています。

このような状況を踏まえ，本報告書では，以下の２種類の分析を行いました。

Ⅰ 平成24年度全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた詳細分析

平成24年度の全国学力・学習状況調査の結果を用い，教師・児童生徒の意識と平均正答率に

関する分析など詳細な分析を行うことによって，教師や児童生徒の理科に関する意識の相違点

や，理科に関する意識と学力の関係等についての分析を行いました。

この結果，例えば，教師は，自己研鑽によって授業改善に向けた努力はしているものの，児

童生徒の視点を意識した学習指導が重要であると判明するなど，理科の学習指導の改善・充実

に向けた示唆が得られました。

Ⅱ 観察・実験の技能の習得状況に関する調査分析

ペーパー調査で測定が困難な観察・実験の技能の習得状況に関して，平成24年度の全国学

力・学習状況調査で課題が見られたものなどについて，教育課程研究指定校等の協力を得て，

調査分析を行いました。

この結果，事例研究としての結果ではあるものの，観察・実験の基礎的・基本的な技能の一

部に課題が見られました。

本報告書は，最初に概要をまとめるとともに，本体部分においては，分析結果を踏まえた指導

改善のポイント等について記述しています。

各地域・学校等におかれては，本報告書の指導改善のポイント等を御活用いただき，児童生徒

一人一人の学習状況等に着目した，理科の学習指導の改善・充実を図っていただけますよう，

お願いいたします。





理科の学習指導の改善・充実に向けた調査分析について
【小学校】

目 次

本報告書の活用に当たって

概 要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

Ⅰ 平成24年度全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた詳細分析・・・・・・・ 9

１ 詳細分析の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

２ 詳細分析の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

３ 詳細分析の結果
（１）理科についての教師と児童の意識と平均正答率に関する分析・・・・・・・・・・ 11

① 「活用（適用）」の枠組みに関する分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

② 「活用（分析）」の枠組みに関する分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

③ 「活用（構想）」の枠組みに関する分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

④ 「活用（改善）」の枠組みに関する分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

（２）知識・技能の習得や活用に関する分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

① 「教科に関する調査（理科）」における関連・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

② 他教科（国語，算数）の調査との関連・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

③ 中学校の「教科に関する調査（理科）」との関連・・・・・・・・・・・・・・ 37

（３）学力調査の調査問題における無解答の理由に関する分析・・・・・・・・・・・・ 42

Ⅱ 観察・実験の技能の習得状況に関する調査分析・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

１ 調査分析の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

２ 調査分析の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

３ 調査分析の結果
（１）観察・実験の技能の習得状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

虫眼鏡の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

方位磁針の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

アルコールランプの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

直列つなぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

並列つなぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

検流計の接続と計測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

顕微鏡の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

＜参考＞電子てんびんを使用した計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

＜参考＞上皿てんびんを使用した計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

（２）観察・実験の技能に係る学力調査の結果と技能の習得状況の対比・・・・・・・・ 68

虫眼鏡の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

方位磁針の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

資 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

１ 平成24年度全国学力・学習状況調査【小学校】調査問題（理科）・・・・・・・・・・ 74

２ 平成24年度全国学力・学習状況調査【小学校】設問別集計結果（理科）・・・・・・・ 95

３ 平成24年度全国学力・学習状況調査【小学校】質問紙調査内容（理科）・・・・・・・ 96

４ 無解答の理由に関する調査 教師用説明資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97





- 1 -

概 要

概

要



- 2 -

74.4 25.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

肯定的な回答

62.4 
肯定的な回答

60.6 

否定的な回答

37.2 
否定的な回答

39.0 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

よく行った／

どちらかといえば，行った

あまり行っていない

／全く行っていない

Ⅰ 平成24年度全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた詳細分析（概要）

○ 詳細分析の結果から見られる特徴的な傾向

１ 理科についての教師と児童の意識と平均正答率に関する分析 〔pp.11-27〕

○ 理科の取組に対する教師と児童の意識に差が見られる

・ 理科に関する指導について，肯定的（「よく行った」「どちらかといえば，行った」）

な回答をしている学校の割合と，肯定的（「よく当てはまる」「どちらかといえば，

当てはまる」）な回答をしている児童の割合に差が見られる。

・ 理科に関する指導を意図的・計画的に「よく行った」または「どちらかといえば，

行った」と肯定的な回答をしている学校において，児童は必ずしもその指導をしっ

かりと受け止めているわけではなく，否定的な回答が見られる。
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例）学校質問紙59と児童質問紙72のクロス集計の結果

学校質問紙59：第６学年の児童に対する理科の指導として，前年度までに，実生活における

事象との関連を図った授業を行いましたか

児童質問紙72：理科の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考えますか

学校質問紙59で肯定的な回答をしている割合は74.4％である。肯定的な回答をしている学校

について児童質問紙72の回答を見てみると，そのうちの62.4％の児童は肯定的（「当てはまる」

「どちらかといえば，当てはまる」）な回答をしている一方で，37.2％の児童は否定的（「どち

らかといえば，当てはまらない」「当てはまらない」）な回答をしている。

学校質問紙59の回答における

児童質問紙72の回答結果

肯定的な回答をしている学校

における児童の回答の割合

否定的な回答をしている学校

における児童の回答の割合

児童質問紙72の回答結果
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学校質問紙59の回答結果

平成24年度全国学力・学習状況調査（以下，「学力調査」という。）

調査日 ：平成24年４月17日（火）

調査対象学校数：小学校，特別支援学校小学部 5,224校（抽出調査実施率24.8％）

調査対象児童数：第６学年 261,726人（小学校理科）

詳細分析の趣旨：学力調査で実施した教科に関する調査及び質問紙調査を基に，児童の学習

状況や学校における指導方法に関する取組について分析し，今後の理科に

おける指導方法の工夫・改善に役立てることを目的とする。

詳細分析の項目：理科についての教師と児童の意識と平均正答率，知識・技能の習得や活用，

学力調査の調査問題における無解答の理由

※ 無解答となった理由については，調査協力校９校の第６学年の児童(629人)を対象に別途調査し，分析

を行った。

その他，無回答
0.1

その他，無回答
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肯定的な回答の学校
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0.4

否定的な回答の学校
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学校，児童質問紙のクロス集計から見た児童の平均正答率（％）
児童質問紙72 「当てはまる」または 「どちらかといえば，当てはまらない」

学校質問紙59 「どちらかといえば，当てはまる」 または「当てはまらない」

「よく行った」または
① 66.2 ② 62.9「どちらかといえば，行った」

「あまり行っていない」
③ 65.4 ④ 61.8または「全く行っていない」

※ ここでの平均正答率は，「活用（適用）」に関する設問の児童の平均正答率である。
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設問３(5)オと３(5)カのクロス集計表（％）

３(5)カ

正答 誤答 無解答 合計
正答 36.8 25.1 0.3 62.3

３(5) 誤答 5.8 29.4 0.2 35.4
オ 無解答 0.0 0.1 2.3 2.4

合計 42.7 54.6 2.8 100.0

設問２(4)における無解答の理由に関する調査結果

無解答の理由 人数

１ 問題の意味がわからなかった 26人

２ 問題の意味はわかったけれど，学習したことを忘れてしまった 77人

３ 学習したことは覚えているけれど，どのように書いてよいかわからなかった 20人

合計 123人

※ 学校質問紙から見ると，学校が「よく行った」または「どちらかといえば，行った」と回答し

ている①と「あまり行っていない」または「全く行っていない」と回答している③の児童の平均

正答率を比較すると，その差は0.8ポイントである。同様に，②と④における差は1.1ポイントで

ある。

一方，児童質問紙から見ると，児童が「当てはまる」または「どちらかといえば，当てはまる」

と回答している①と「どちらかといえば，当てはまらない」または「当てはまらない」と回答し

ている②では，その差は3.3ポイントである。同様に，③と④における差は3.6ポイントである。

これらのことから，学校の積極的な取組も重要であるが，児童の平均正答率の差については，

学校の取組よりも児童の意識の方が効果が大きいと考えられる。

※ 設問３(5)オと３(5)カのクロス集計から，３(5)オで正答の「水蒸気」を選択している児童の割

合は62.3％である。これらの児童のうち３(5)カで正答の「湯気」を選択した割合は36.8％である。

温度による水の状態変化における「水蒸気」「湯気」の言葉の習得について課題が見られる。

○ 理科の授業に対する児童の意識が高いと平均正答率が高い傾向が見られる

・ 理科の授業で，児童が指導の狙いに対して肯定的（「当てはまる」「どちらかとい

えば，当てはまる」）な回答をしている方が平均正答率が高い傾向が見られる。

２ 知識・技能の習得や活用に関する分析 〔pp.28-41〕

○ 同一単元での学習内容であっても，知識・技能の習得や活用に課題が見られる

・ 同一の単元で指導した知識・技能であっても，その習得や活用の状況については，

課題といえるような差が生じている場合がある（他単元，他学年の内容，他教科（国

語，算数）の内容，中学校と関連する内容等においても同様の傾向が見られる）。

例）第４学年「Ａ(2)金属，水，空気と温度」の同一単元で指導した内容についてのクロス集計

設問３(5)水の状態変化の説明として，当てはまる言葉を選択する問題（オ｢水蒸気」，カ｢湯気」）

３ 学力調査の調査問題における無解答の理由に関する分析 〔pp.42-45〕

○ 学習した内容を忘れてしまったために無解答になっている場合が多く見られる

・ 学力調査の問題を用いて調査協力校９校の児童（629人）に対して解答させ，無解

答となった児童に対してアンケート調査を行ったところ，「問題の意味はわかったけ

れど，学習したことを忘れてしまった」と回答した児童が最も多く見られる。

例）設問２(4)｢おしべの花粉がめしべの先につく｣ことを表す言葉を記述する設問における無解答の理由

※ 無解答の理由に関する分析については一部の小学校の児童を対象としているため，全国的な傾

向を示すものではないことに留意することが必要である。
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○ 詳細分析の結果を踏まえた指導改善のポイント

○ 児童の実態を把握しながら指導する問題解決の充実

教師は授業の狙いに沿って意図的・計画的に実施しているものの，児童は必ずしもその

狙いをしっかりと受け止めているとはいえない状況が見られる。また，児童が狙いを受け

止めているか否かが，平均正答率に影響している結果も見られる。

このことは，学習の狙いや問題解決の過程において，児童一人一人が自分自身の問題と

して理科の学習を進めることができるように指導することの重要性が示唆されたものと考

えられる。

このような分析結果を踏まえた指導改善としては，例えば，第５学年「Ｂ(1)植物の発

芽，成長，結実」の受粉に関する実験において，雌花に袋をかぶせる実験を計画する際，

その実験計画を一方的に指導するのではなく，いつ，何のために雌花に袋をかぶせるのか，

その実験計画の意味を児童が理解しているかについて確認することが考えられる。児童一

人一人の考えを顕在化しながら，児童が問題解決を自分のこととして展開できるように指

導することが大切である。

○ 科学的な言葉の意味を自然の事物・現象と関係付けて考察する学習指導の充実

理科の学習における同一単元で関連する内容や他学年，他教科等で関連する内容におい

て，知識・技能の習得や活用に課題が見られる。

このことは，習得した知識を活用して考察する学習の機会が少なかったものと考えられ

る。

このような分析結果を踏まえた指導改善としては，例えば，第４学年「Ａ(2)金属，水，

空気と温度」において学習した「水蒸気」「湯気」「温度」などの言葉を使用して，水が

沸騰したやかんの口から勢いよく水蒸気や湯気が出るなどの自然の事物・現象と関係付け

て説明するなど，日常生活との関連を図る学習活動が考えられる。このように習得した知

識を使用して，適用，分析，構想，改善するなど，実際の自然や日常生活で考察できるよ

うに指導することが大切である。

○ 学習した科学的な言葉や概念を使用する機会の充実

科学的な言葉や概念を使用する機会が少ないために，それらの習得に課題が見られる。

このような分析結果を踏まえた指導改善としては，学年の系統性や単元間の関連性を意

識した指導計画を立案し，科学的な言葉や概念を使用する機会を意図的に設定することが

大切である。例えば，第３学年「Ａ(5)電気の通り道」で学習する「回路」という科学的

な言葉を，第４学年「Ａ(3)電気の働き」の学習，第５学年「Ａ(3)電流の働き」の学習，

第６学年「Ａ(4)電気の利用」の学習においても使用する機会を意図的に設定するような

指導の工夫・改善が考えられる。
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Ⅱ 観察・実験の技能の習得状況に関する調査分析（概要）

○ 調査分析の結果から見られる特徴的な傾向

全体的な状況

(1) 観察・実験器具において，多くの児童が一連の操作についてできているものがある一

方，課題が見られるものがある。

[並列つなぎ]〔pp.59-61〕 及び [顕微鏡の操作]〔pp.63-64〕

また，学習した学年よりも後の学年の方が操作に課題が見られるものもある。

[方位磁針の操作]〔pp.54-55〕及び[顕微鏡の操作]〔pp.63-64〕

(2) 操作等の技能に係る知識を問う学力調査の結果と，実際に行った技能の習得状況の結

果との間に相違点の見られるものがある。 〔pp.68-71〕

１ 観察・実験の技能の習得状況から見られる傾向

○ 多くの児童が習得している技能

・［虫眼鏡の操作］（第４学年91.6％，第６学年97.8％） 〔pp.52-53〕

虫眼鏡と観察対象との距離を調節し，拡大し焦点を合わせて観察することができる

（ただし，操作過程においては試行錯誤しつつ操作を行う例が見られる）。

・[アルコールランプの操作]（第５学年94.2％） 〔pp.56-57〕

アルコールランプを安全に点火し，消火することができる。

・[直列つなぎ]（第４学年87.2％，第５学年92.6％） 〔p.58〕

乾電池２個を使い，直列つなぎにしてモーターを回すことができる。

・［検流計の接続と計測]（第５学年72.5％） 〔p.62〕

検流計を使い，電流の強さを調べることができる。

・[電子てんびんを使用した計量]（第６学年72.7％） 〔p.65〕

電子てんびんを使い，はかりたい物を正確にはかり取ることができる。

○ 習得に課題が見られる技能

・［方位磁針の操作]（第４学年58.6％，第６学年55.3％） 〔pp.54-55〕

方位磁針を使い，太陽の方位を調べることに課題が見られる。

・[並列つなぎ]（第４学年55.9％，第５学年69.7％） 〔pp.59-61〕

「直列つなぎにする」，「乾電池の異極同士をつなぎ，ショート回路にする」などの

適切ではない操作が見られる。なお，学習した学年と後の学年においても，[直列つな

ぎ]より通過率が低い傾向が見られる。

趣旨 ：ペーパー調査で測定しきれない観察，実験の技能に関して，平成24年度全国

学力・学習状況調査（小学校理科）（以下，「学力調査」という。）で課題が

見られる技能に関する知識等の習得状況について分析することを目的とす

る。

協力校 ：教育課程研究指定校６校及び研究協力校３校

対象児童数 ：小学校第４学年～第６学年 児童662人

実施期間 ：平成24年６月～12月

実施方法 ：評価者が対象児童に一対一形式で下記の調査分析項目の操作を行わせ，評価

規準に沿って評価し，分析を行った。

調査分析項目：虫眼鏡，方位磁針，アルコールランプ，直列つなぎ，並列つなぎ，検流計，

顕微鏡，電子てんびん，上皿てんびん

※ 本調査分析は，一部の小学校を対象にした事例研究であることに留意することが必要である。



- 6 -

・［顕微鏡の操作]（第５学年59.8％，第６学年27.9％） 〔pp.63-64〕

顕微鏡の一連の操作の中で, 特にピントを合わせることに課題が見られる。

・［方位磁針の操作］（第４学年と第６学年の差3.3ポイント） 〔pp.54-55〕

［顕微鏡の操作］（第５学年と第６学年の差31.9ポイント） 〔pp.63-64〕

これらの操作は，学習した学年よりも後の学年の方が通過率が下がる傾向が見られ

る。

２ 観察・実験の技能に係る学力調査の結果と技能の習得状況の対比から見られる傾向

○［虫眼鏡の操作］について，学力調査においては課題が見られるが，実際の技能の習

得状況においては多くの児童ができている 〔pp.68-69〕

学力調査の設問２(1)の正答率は65.1％であり，課題が見られるが，技能の習得状況

の通過率は第４学年で91.6％，第６学年で97.8％であり，多くの児童が虫眼鏡と観察

対象との距離を調節し，拡大し焦点を合わせて観察することができている。

ただし，技能の習得状況では最終的な通過率は高いものの，操作過程においては，

試行錯誤しつつの操作や，学力調査の誤答と同様に「虫眼鏡を観察するものに付ける」

などの適切ではない操作が見られる。

○［方位磁針の操作］について，学力調査も実際の技能の習得状況においても課題が見られる

〔pp.70-71〕

学力調査の設問４(1)の正答率は27.6％であり，課題が見られる。また，技能の習得

状況の通過率は第４学年で58.6％，第６学年で55.3％であり，課題が見られる。

なお，技能の習得状況では，学力調査の誤答と同様に「方位磁針の文字盤の『北』

を前方に向ける」という操作が見られる。また，方位磁針の針を観察対象に合わせよ

うと方位磁針を振ったり，方位磁針を持って自分自身が回ったりするなど，学力調査

の誤答とは異なる操作も見られる。

※ 観察，実験の技能において，設定した評価規準に対する通過率が７割以上の場合に「多く

の児童が習得している技能」とし，７割未満の場合に「習得に課題が見られる技能」とした。
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○ 調査分析の結果を踏まえた指導改善等のポイント

○ 各地域・学校における観察・実験の技能の習得状況の把握

国立教育政策研究所が事例研究として，観察，実験の中から，学力調査で課題が見られ

る技能に関する知識等の習得状況について分析したところ，その一部に課題が見られた。

この取組と結果を参考に，各都道府県，各市区町村，各学校等においても児童の観察，実

験の技能の習得状況を把握し，指導の改善に役立てることが大切である。

○ 観察・実験器具に触れる機会を増やす学習指導の充実

観察，実験器具の一連の手続きとしての操作方法やその器具の機能を理解していない

ことなどの特徴的な傾向が見られる。また，学習した学年よりも後の学年の方が技能の

通過率が下がる傾向も見られる。

このことは，児童自らが目的意識をもって，観察，実験器具を繰り返し操作する機会

が少なかったものと考えられる。

このような分析結果を踏まえた指導改善としては，虫眼鏡を第３学年で扱うだけでなく，

第４学年「Ｂ(2)季節と生物」の学習，第５学年「Ｂ(1)植物の発芽，成長，結実」の学習，

第６学年「Ｂ(4)土地のつくりと変化」の学習など様々な場面で使用する機会を増やす学

習活動の充実を図ることが大切である。

○ 観察・実験器具の機能を理解して操作する学習指導の充実

学力調査と技能の習得状況における虫眼鏡の操作と方位磁針の操作についての結果を

比較すると，虫眼鏡も方位磁針も共に学力調査で示された誤答と同様の操作が見られる。

また，方位磁針の技能の習得状況では，学力調査で示された誤答とは異なる特徴的な操

作が見られる。

このことは，観察，実験器具の機能について理解していなかったものと考えられる。

このような分析結果を踏まえた指導改善としては，虫眼鏡の指導については，虫眼鏡と

観察対象との距離を調節することで焦点が合い，小さなものが大きく見えるという虫眼鏡

の機能について理解させることが大切である。 また，方位磁針の指導については，方位

磁針の針は磁石であり，常に北と南を指して止まるという方位磁針の機能について理解さ

せることが大切である。
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Ⅰ 平成24年度全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた
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１ 詳細分析の趣旨
平成24年度全国学力・学習状況調査（以下，「学力調査」という。実施日等については，p.２

参照。）で実施した教科に関する調査及び質問紙調査を基に，児童の学習状況や学校における

指導方法に関する取組について分析し，今後の理科における指導方法の工夫・改善に役立てる

ことを目的とする。

２ 詳細分析の方法
以下の３つの分析を行った。

（１）理科についての教師と児童の意識と平均正答率に関する分析
本分析は，学力調査において活用の枠組みとして設定した「活用（適用，分析，構想，改

善）」（p.11参照）に課題が見られた結果から，活用に関する学校質問紙調査と児童質問紙調

査とのクロス集計を行い，理科の授業の取組に対する教師と児童の意識の差をみるものであ

る。また，理科授業に対する教師と児童の意識の差が，児童の平均正答率にどの程度影響す

るかを分析する。

（２）知識・技能の習得や活用に関する分析
本分析は，「教科に関する調査（理科）」，他教科（国語，算数）の調査，中学校の「教科

に関する調査（理科）」において，学習内容等が関連する設問の分析から，知識・技能の習

得や活用などの状況についてみるものである。

（３）学力調査の調査問題における無解答の理由に関する分析
本分析は，学力調査の問題を用いて調査協力校９校の児童（629人）に対して解答させ，

無解答となった児童に対してアンケート調査を行うことで無解答の理由を分析し，理科にお

ける思考・表現のつまずきの原因についてみるものである。

なお，本分析は実施人数が少ないため，結果はある特定の一部分を示すものであり，全国

的な傾向を示すものではないことに留意することが必要である。

＜参考＞

表記について
本分析では，下記のような，表記，数値の処理を行っている。

○ 学校質問紙と児童質問紙の内容は略して記載している場合がある。

○ 本分析で扱っている平均正答率には，学校の平均正答率と児童の平均正答率がある。学

校の平均正答率とは，学校に在籍する正答児童数を学校全体の児童数で割った値の百分率

である。児童の平均正答率とは，それぞれの集団（「肯定的な回答」をした群など）の正

答児童数をその集団全体の児童数で割った値の百分率である。

○ 学校質問紙調査と児童質問紙調査のクロス集計では，質問紙回答の４段階の選択肢を，

肯定的な選択肢（学校質問紙「よく行った」「どちらかといえば，行った」，児童質問紙「当

てはまる」「どちらかといえば，当てはまる」）と否定的な選択肢（学校質問紙「あまり行っ

ていない」「全く行っていない」，児童質問紙「どちらかといえば，当てはまらない」「当

てはまらない」）の２段階にまとめ，結果を示している。

○ 学校質問紙と設問の平均正答率との関係を示すグラフにおいて，最も否定的な選択肢

（「全く行っていない」）を選択している学校数が著しく少ないものについては，否定的な

選択肢（「あまり行っていない」「全く行っていない」）をまとめて集計している。また，「そ

の他」「無回答」については選択している学校数や児童数が著しく少ないため，結果を掲

載していない。

○ グラフとクロス集計の数値は，四捨五入をして掲載している。そのため，合計値が100％

にならない場合がある。
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３ 詳細分析の結果

（１）理科についての教師と児童の意識と平均正答率に関する分析

分析の目的
理科の授業の取組に対する教師と児童の意識の差や，その意識の差が児童の平均正答率にど

の程度影響するかを分析する。

分析の方法
本分析の対象である活用の枠組みに関する質問及び設問は以下のとおりである。

枠組み 学校質問紙 児童質問紙 該当する設問

① 適用 59 72 １(2)，１(4)，２(2)ア，２(2)イ，３(5)オ，３(5)カ，３(5)キ

② 分析 62 78 ２(3)太郎，２(3)花子，３(2)，３(3)，４(3)，４(4)，４(5)

③ 構想 61 77 ３(4)

④ 改善 22 79 １(3)，２(5)

上記の枠組みの項目について，それぞれの関連を分析する。

ア 理科の枠組みに即した学校質問紙調査と児童質問紙調査のクロス集計

イ 理科の枠組みに即した学校質問紙調査と児童質問紙調査における設問の平均正答率

ウ 指導改善のポイント

アにおいては，質問紙のクロス集計を行っている。イにおいては，アのクロス集計の結果に

おける児童の平均正答率を比較している。ウにおいては，ア及びイの分析から指導改善のポイ

ントを示している。

なお，活用で示した４つの枠組みの説明については以下のとおりである。

枠組み 説明

適用
理科で学んだ自然の事物・現象の性質や働き，規則性などに関する知識・技能を，実際の自

然や日常生活などに当てはめて用いることができるかどうかを問うものである。

分析
自然の事物・現象に関する様々な情報及び観察，実験の結果などについて，その要因や根拠

を考察し，説明することができるかどうかを問うものである。

構想
身に付けた知識・技能を用いて，他の場面や他の文脈において，問題点を把握し，解決の方

法を構想したり，問題の解決を想定したりすることができるかどうかを問うものである。

身に付けた知識・技能を用いて，自分の考えを証拠や理由に立脚しながら主張したり，他者

改善 の考えを認識し，多様な観点からその妥当性や信頼性を吟味したりすることなどにより，批

判的に捉え，自分の考えを改善できるかどうかを問うものである。

Ⅰ
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肯定的な回答

62.4 
肯定的な回答

60.6 

否定的な回答

37.2 
否定的な回答

39.0 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

よく行った／

どちらかといえば，行った

あまり行っていない

／全く行っていない

その他，無回答
0.4

ア 理科の授業における「実生活との関連」について，教師と児童の意識に差が見られる

イ 理科の授業において「実生活との関連」に対する児童の意識が高いと平均正答率が高

い傾向が見られる

① 「活用（適用）」の枠組みに関する分析

ア 学校質問紙59と児童質問紙72のクロス集計
学校質問紙59：第６学年の児童に対する理科の指導として，前年度までに，実生活における事象との関連

を図った授業を行いましたか

児童質問紙72：理科の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考えますか

※ 上段で示したグラフは，図１（p.14参照）に示した学校質問紙59の結果を肯定的な回答と否

定的な回答にまとめて集計したものである。また，中段で示したグラフは，各質問紙の結果（図１，

図２，p.14参照）を肯定的な回答と否定的な回答にまとめ，クロス集計をしたものである。さ

らに，下段で示したグラフは，図２に示した児童質問紙72の結果を肯定的な回答と否定的な回

答にまとめて集計したものである。

肯定的な回答をしている学校

における児童の回答の割合

学校質問紙59の回答結果

否定的な回答をしている学校

における児童の回答の割合

児童質問紙72の回答結果

肯定的な回答
74.4

否定的な回答
25.5

肯定的な回答
60.6

肯定的な回答
62.4

否定的な回答
37.2

否定的な回答
39.0

肯定的な回答
62.0

否定的な回答
37.6

その他，無回答
0.1

学校質問紙59で，肯定的（または

否定的）な回答をした学校における

児童の意識（児童質問紙72）

肯定的な回答の学校

その他，無回答
0.4

否定的な回答の学校

その他，無回答
0.4
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分析・考察
○ 理科に関する指導について，日常生活における事物・現象との関連を図った授業を

行ったと肯定的な回答をしている学校の割合は74.4％であるのに対して，学習したこと

を普段の生活の中で活用できないか考えると肯定的な回答をしている児童の割合は62.0

％であり，両者の意識に差が見られる。

○ 肯定的な回答をしている学校の割合は74.4％であるが，肯定的な回答をしている学校

について児童質問紙72の回答を見てみると，そのうちの62.4％の児童は肯定的な回答を

している一方で，37.2％の児童は否定的な回答をしている。このことから，日常生活に

関する指導が必ずしも児童に意識されているとはいえないと考えられる。

○ 児童が日常生活との関連を見いだせない原因として，日常生活に見られる事物・現象

と学習した自然の事物・現象の性質や働き，規則性などを結び付けて考察する機会が少

なかったことが考えられる。

イ 「活用（適用）」に関する設問の児童の平均正答率

※ 上記で示した数値は，アの中段で示したクロス集計によって分けられた４つの群それぞ

れの「活用（適用）」に関する設問の児童の平均正答率である。

分析・考察
○ 学校質問紙から，学校が「よく行った」または「どちらかといえば，行った」と回答

している①と「あまり行っていない」または「全く行っていない」と回答している③の

児童の平均正答率を比較すると，その差は0.8ポイントである。同様に，②と④におけ

る差は1.1ポイントである。

一方，児童質問紙から，児童が「当てはまる」または「どちらかといえば，当てはま

る」と回答している①と「どちらかといえば，当てはまらない」または「当てはまらな

い」と回答している②を比較すると，その差は3.3ポイントである。同様に，③と④に

おける差は3.6ポイントである。

これらのことから，学校の積極的な取組も重要であるが，児童の平均正答率の差につ

いては，学校の取組よりも児童の意識の方が効果が大きいと考えられる。また，その他

の活用の枠組み（分析，構想，改善）においても同様の傾向が見られる。

ウ 指導改善のポイント

（％）

児童質問紙72 「当てはまる」または 「どちらかといえば，当てはまらない」

学校質問紙59 「どちらかといえば，当てはまる」 または「当てはまらない」

「よく行った」または
① 66.2 ② 62.9

「どちらかといえば，行った」

「あまり行っていない」または
③ 65.4 ④ 61.8

「全く行っていない」

○ 理科の指導において知識・技能を「適用」する学習活動を充実するためには，学習し

た内容や規則性を生かしたものづくりを行ったり，日常生活に見られる事物・現象を，

学習した科学的な言葉や概念を使用して考えたり説明したりする機会を設定することが

大切である。

指導改善としては，例えば，第４学年「Ａ(3)電気の働き」の学習において，電流の強

さや向きを考えたものづくりを行う際，学習した内容をどのように生かすかを記入した

設計図などを作成したり，電気の働きを利用したおもちゃなどの仕組みを説明したりす

るなどの学習活動が考えられる。
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＜背景となるデータ＞

図１：学校質問紙59の回答結果と「活用（適用）」に関する設問の平均正答率との関係

学校質問紙59：第６学年の児童に対する理科の指導として，前年度までに，実生活における事象との関連

を図った授業を行いましたか

よく行った どちらかといえば，行った あまり行っていない

全く行っていない その他，無回答

学校質問紙59の回答結果

「活用（適用）」に関する設問の平均正答率（学校）

図２：児童質問紙72の回答結果と「活用（適用）」に関する設問の平均正答率との関係

児童質問紙72：理科の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考えますか

当てはまる どちらかといえば，当てはまる どちらかといえば，当てはまらない

当てはまらない その他 無回答

児童質問紙72の回答結果

「活用（適用）」に関する設問の平均正答率（児童）

「実生活における事物・現象との関連を図った授業を行った」と回答している学校

の方が，「活用（適用）」に関する設問の平均正答率が高い傾向が見られる。

「理科の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考えている」と回

答している児童の方が，「活用（適用）」に関する設問の平均正答率が高い傾向が見ら

れる。
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「活用（適用）」に関する設問

設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

１(2) 氷砂糖を水に溶かしたとき 物は，水に溶けても重さは 活用 選択式 正答 ：76.3％
の全体の重さについて，当 変わらないことを氷砂糖に （適用） 誤答 ：23.3％
てはまるものを選ぶ 適用できる 無解答： 0.4％

１(4) 梅ジュースに溶けている砂 物は，水に溶けると液全体 活用 選択式 正答 ：65.8％
糖の濃さについて，適切に に広がることを，梅ジュー （適用） 誤答 ：33.6％
説明しているものを選ぶ スに適用できる 無解答： 0.6％

２(2) ４月25日のサクラの様子に 学習した植物の成長の規則 活用 選択式 正答 ：73.1％
ア ついて，データを基に，そ 性を，他の対象であるサク （適用） 誤答 ：26.1％

れぞれ当てはまるものを選 ラに適用できる 無解答： 0.8％
ぶ

２(2) 正答 ：88.4％
イ 誤答 ：10.8％

無解答： 0.8％

３(5) 水の状態変化の説明とし 水は，温度によって状態が 活用 選択式 正答 ：62.3％
オ て，当てはまる言葉を選ぶ 変化する性質を，物を動か （適用） 誤答 ：35.4％

す「エネルギーの見方」と 無解答： 2.4％
して適用できる

３(5) 正答 ：42.7％
カ 誤答 ：54.6％

無解答： 2.8％

３(5) 正答 ：43.9％
キ 誤答 ：52.8％

無解答： 3.4％
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77.2% 22.3%
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ア 理科の授業における「観察・実験の結果の考察」について，教師と児童の意識に差が

見られる

イ 理科の授業において「観察・実験の結果の考察」に対する児童の意識が高いと平均正

答率が高い傾向が見られる

② 「活用（分析）」の枠組みに関する分析

ア 学校質問紙62と児童質問紙78のクロス集計
学校質問紙62：第６学年の児童に対する理科の指導として，前年度までに，観察や実験の結果を整理し考

察する指導を行いましたか

児童質問紙78：理科の授業で，観察や実験の結果から，どのようなことが分かったのか考えていますか

※ 上段で示したグラフは，図３（p.18参照）に示した学校質問紙62の結果を肯定的な回答と否

定的な回答にまとめて集計したものである。また，中段で示したグラフは，各質問紙の結果（図３，

図４，p.18参照）を肯定的な回答と否定的な回答にまとめ，クロス集計をしたものである。さ

らに，下段で示したグラフは，図４に示した児童質問紙78の結果を肯定的な回答と否定的な回

答にまとめて集計したものである。

肯定的な回答をしている学校

における児童の回答の割合

学校質問紙62の回答結果

否定的な回答をしている学校

における児童の回答の割合

児童質問紙78の回答結果

肯定的な回答
91.3

否定的
な回答
8.6

肯定的な回答
75.2

肯定的な回答
77.3

否定的な回答
22.1

肯定的な回答
77.2

否定的な回答
22.3

その他，無回答
0.1

その他，無回答
0.5

否定的な回答
24.2

学校質問紙62で，肯定的（または

否定的）な回答をした学校における

児童の意識（児童質問紙78）

肯定的な回答の学校

その他，無回答
0.5

否定的な回答の学校

その他，無回答
0.6
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分析・考察
○ 理科に関する指導について，観察，実験の結果を整理し考察する指導を行ったと肯定

的な回答をしている学校の割合は91.3％であるのに対して，観察，実験の結果から，ど

のようなことが分かったのか考えると肯定的な回答をしている児童の割合は77.2％であ

り，両者の意識に差が見られる。

○ 肯定的な回答をしている学校の割合は91.3％であるが，肯定的な回答をしている学校

について児童質問紙78の回答を見てみると，そのうちの77.3％の児童は肯定的な回答を

している一方で，22.1％の児童は否定的な回答をしている。このことから，考察に関す

る指導が必ずしも児童に意識されているとはいえないと考えられる。

○ 児童が観察，実験の結果から，どのようなことが分かったのかということを考えられ

ない原因として，観察，実験の結果を予想や仮説と照らして，結果の一致，不一致から

考察する機会が少なかったことが考えられる。

イ 「活用（分析）」に関する設問の児童の平均正答率

※ 上記で示した数値は，アの中段で示したクロス集計によって分けられた４つの群それぞ

れの「活用（分析）」に関する設問の児童の平均正答率である。

分析・考察
○ 学校質問紙から，学校が「よく行った」または「どちらかといえば，行った」と回答

している①と「あまり行っていない」または「全く行っていない」と回答している③の

児童の平均正答率を比較すると，その差は1.0ポイントである。同様に，②と④におけ

る差は0.7ポイントである。

一方，児童質問紙から，児童が「当てはまる」または「どちらかといえば，当てはま

る」と回答している①と「どちらかといえば，当てはまらない」または「当てはまらな

い」と回答している②を比較すると，その差は10.1ポイントである。同様に，③と④に

おける差は9.8ポイントである。

ウ 指導改善のポイント

（％）

児童質問紙78 「当てはまる」または 「どちらかといえば，当てはまらない」

学校質問紙62 「どちらかといえば，当てはまる」 または「当てはまらない」

「よく行った」または
① 58.4 ② 48.3

「どちらかといえば，行った」

「あまり行っていない」または
③ 57.4 ④ 47.6

「全く行っていない」

○ 理科の指導において知識・技能を用いて，「分析」する学習活動を充実するためには，

自然の事物・現象に関する様々な情報や観察，実験の結果などについて，その要因や根

拠を考察し説明する機会を設定することが大切である。

指導改善としては，例えば，第３学年「Ａ(2)風やゴムの働き」の学習において，風や

ゴムの働きによって物の動く様子についての実験結果を表やグラフに整理して，一覧で

きるように提示することなどが考えられる。このことにより，観察，実験の結果から傾

向や共通性を捉えやすくなり，科学的な要件としての実証性，再現性，客観性，とりわ

け，客観性を重視した学習活動になると考えられる。また，観察，実験の結果を考察す

る際には，自らの予想や仮説と結果とを照らし合わせながら，要因や根拠について説明

するなどの学習活動が考えられる。
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＜背景となるデータ＞

図３：学校質問紙62の回答結果と「活用（分析）」に関する設問の平均正答率との関係

学校質問紙62：第６学年の児童に対する理科の指導として，前年度までに，観察や実験の結果を整理し

考察する指導を行いましたか

よく行った どちらかといえば，行った あまり行っていない

全く行っていない その他，無回答

学校質問紙62の回答結果

「活用（分析）」に関する設問の平均正答率（学校）

図４：児童質問紙78の回答結果と「活用（分析）」に関する設問の平均正答率との関係

児童質問紙78：理科の授業で，観察や実験の結果から，どのようなことが分かったのか考えていますか

当てはまる どちらかといえば，当てはまる どちらかといえば，当てはまらない

当てはまらない その他 無回答

児童質問紙78の回答結果

「活用（分析）」に関する設問の平均正答率（児童）

「観察や実験の結果を整理し考察する指導を行った」と回答している学校の方が，「活

用（分析）」に関する設問の平均正答率が高い傾向が見られる。

「理科の授業で,観察や実験の結果から，どのようなことが分かったのか考えている」

と回答している児童の方が，「活用（分析）」に関する設問の平均正答率が高い傾向が

見られる。
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「活用（分析）」に関する設問

設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

２(3) サクラが開花する地域につ 気温が異なる地域のサクラ 活用 選択式 正答 ：75.6％

太郎 いて，データを基に，それ の開花時期を，データを基 （分析） 誤答 ：22.7％
ぞれ当てはまるものを選ぶ に分析できる 無解答： 1.6％

２(3) 正答 ：69.1％

花子 誤答 ：29.3％
無解答： 1.6％

３(2) ゴムのねじる回数と車の進 ゴムのねじる回数について 活用 選択式 正答 ：57.5％
む距離の関係を示すグラフ グラフから分析して，予測 （分析） 誤答 ：41.5％
から，ゴムをねじる回数を することができる 無解答： 1.0％
選ぶ

３(3) 車の進行方向と電流の向き 並列つなぎについて，乾電 活用 選択式 正答 ：52.9％
とを関係付けて考え，並列 池の向きと車の進行方向と （分析） 誤答 ：45.8％
つなぎの適切なつなぎ方を を関係付けて，分析できる 無解答： 1.3％
選ぶ

４(3) 「かげの観察記録」を基に，「かげの観察記録」を基に， 活用 選択式 正答 ：54.7％
木の影の長さの変化を表し 木の影の長さの変化を表す （分析） 誤答 ：41.4％
たグラフを選ぶ グラフを分析できる 無解答： 3.9％

４(4) 木の影がなかった時間の空 日陰の様子と雲の様子とを 活用 選択式 正答 ：64.7％
の様子を選ぶ 関係付けて，木の影がなかっ （分析） 誤答 ：31.2％

た時間の空の様子を分析で 無解答： 4.1％
きる

４(5) 天気の様子と気温の変化と 天気の様子と気温の変化の 活用 記述式 正答 ：17.1％
を関係付けて，気温の変化 関係についてデータを基に （分析） 誤答 ：76.2％
を表したグラフを選び，選 分析して，その理由を記述 無解答： 6.7％
んだわけを書く できる
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ア 理科の授業における「観察・実験の計画」について，教師と児童の意識に差が見られ

る

イ 理科の授業において「観察・実験の計画」に対する児童の意識が高いと平均正答率が

高い傾向が見られる

③ 「活用（構想）」の枠組みに関する分析

ア 学校質問紙61と児童質問紙77のクロス集計
学校質問紙61：第６学年の児童に対する理科の指導として，前年度までに，自ら考えた仮説をもとに観察，

実験の計画を立てさせる指導を行いましたか

児童質問紙77：理科の授業で，自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てていますか

※ 上段で示したグラフは，図５（p.22参照）に示した学校質問紙61の結果を肯定的な回答と否

定的な回答にまとめて集計したものである。また，中段で示したグラフは，各質問紙の結果（図５，

図６，pp.22-23参照）を肯定的な回答と否定的な回答にまとめ，クロス集計をしたものである。

さらに，下段で示したグラフは，図６に示した児童質問紙77の結果を肯定的な回答と否定的な

回答にまとめて集計したものである。

肯定的な回答をしている学校

における児童の回答の割合

学校質問紙61の回答結果

否定的な回答をしている学校

における児童の回答の割合

児童質問紙77の回答結果

肯定的な回答
78.2

否定的な回答
21.7

肯定的な回答
68.3

肯定的な回答
70.7

否定的な回答
28.8

否定的な回答
31.1

肯定的な回答
70.2

否定的な回答
29.3

その他，無回答
0.1

その他，無回答
0.5

学校質問紙61で，肯定的（または

否定的）な回答をした学校における

児童の意識（児童質問紙77）

肯定的な回答の学校

その他，無回答
0.5

否定的な回答の学校

その他，無回答
0.5
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分析・考察
○ 理科に関する指導について，自ら考えた仮説を基に観察，実験の計画を立てる指導を

行ったと肯定的な回答をしている学校の割合は78.2％であるのに対して，自分の予想を

基に観察，実験の計画を立てていると肯定的な回答をしている児童の割合は70.2％であ

り，両者の意識に差が見られる。

○ 肯定的な回答をしている学校の割合は78.2％であるが，肯定的な回答をしている学校

について児童質問紙77の回答を見てみると，そのうちの70.7％の児童は肯定的な回答を

している一方で，28.8％の児童は否定的な回答をしている。このことから，観察，実験

の計画に関する指導が必ずしも児童に意識されているとはいえないと考えられる。

○ 児童が自分の予想を基に観察，実験の計画を立てられない原因として，解決すべき問

題点は何か，予想や仮説どおりならばどのような結果が得られるかについて考察する機

会が少なかったことが考えられる。

イ 「活用（構想）」に関する設問の児童の平均正答率

※ 上記で示した数値は，アの中段で示したクロス集計によって分けられた４つの群それぞ

れの「活用（構想）」に関する設問の児童の平均正答率である。

分析・考察
○ 学校質問紙から，学校が「よく行った」または「どちらかといえば，行った」と回答

している①と「あまり行っていない」または「全く行っていない」と回答している③の

児童の平均正答率を比較すると，その差は2.3ポイントである。同様に，②と④におけ

る差は2.8ポイントである。

一方，児童質問紙から，児童が「当てはまる」または「どちらかといえば，当てはま

る」と回答している①と「どちらかといえば，当てはまらない」または「当てはまらな

い」と回答している②を比較すると，その差は11.2ポイントである。同様に，③と④に

おける差は11.7ポイントである。

（％）

児童質問紙77 「当てはまる」または 「どちらかといえば，当てはまらない」

学校質問紙61 「どちらかといえば，当てはまる」 または「当てはまらない」

「よく行った」または
① 54.8 ② 43.6

「どちらかといえば，行った」

「あまり行っていない」または
③ 52.5 ④ 40.8

「全く行っていない」
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52.1 50.6 48.2 46.1

0%

20%

40%

60%

80%
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３(4)の平均正答率

19.1 59.1 20.9 0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
学校質問紙61回答結果

ウ 指導改善のポイント

電流の強さに着目した場合

問題 電磁石の働きを強くするにはどうしたらよいだろうか

予想 電流を強くすれば，電磁石の働きが強くなるだろう

電流の強さ
【変える条件】

乾電池２個（直列つなぎ） 乾電池１個

【変えない条件】 コイル(巻数，長さ，太さ）鉄心（種類，長さ，太さ）など

想定される 乾電池１個のときより 乾電池２個のときより

結果 クリップの数が多く付く クリップの数が少なく付く

＜背景となるデータ＞

図５：学校質問紙61の回答結果と「活用（構想）」に関する設問の平均正答率との関係

学校質問紙61：第６学年の児童に対する理科の指導として，前年度までに，自ら考えた仮説をもとに観察，

実験の計画を立てさせる指導を行いましたか

よく行った どちらかといえば，行った あまり行っていない

全く行っていない その他，無回答

学校質問紙61の回答結果

「活用（構想）」に関する設問の平均正答率（学校）

「自ら考えた仮説をもとに観察，実験の計画を立てさせる指導を行った」と回答し

ている学校の方が，「活用（構想）」に関する設問の平均正答率が高い傾向が見られる。

○ 理科の指導において知識・技能を用いて，「構想」する学習活動を充実するためには，

問題に正対した予想や仮説から自ら解決の方法を条件に着目して構想したり，得られる

結果を想定したりする機会を設定することが大切である。

指導改善としては，例えば，第５学年「Ａ(3)電流の働き」の学習において，自ら考え

た予想や仮説を基に観察，実験の計画を立てる際に，そのプロセスを下の表のように整

理し説明するなどの学習活動が考えられる。
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55.9 52.9
45.1

35.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

３(4)の正答率

33.1 37.1 22.5 6.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
児童質問紙77回答結果

図６：児童質問紙77の回答結果と「活用（構想）」に関する設問の平均正答率との関係

児童質問紙77：理科の授業で，自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てていますか

当てはまる どちらかといえば，当てはまる どちらかといえば，当てはまらない

当てはまらない その他 無回答

児童質問紙77の回答結果

「活用（構想）」に関する設問の平均正答率（児童）

「活用（構想）」に関する設問

設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

３(4) 電磁石の強さを変えるため 電磁石の強さを変える要因 活用 短答式 正答 ：50.8％
の実験条件を書く について確かめる実験を， （構想） 誤答 ：42.1％

条件を制御しながら構想で 無解答： 7.1％
きる

「理科の授業で,自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てている」と回答してい

る児童の方が，「活用（構想）」に関する設問の平均正答率が高い傾向が見られる。
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95.0 5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

肯定的な回答

65.4
肯定的な回答

62.3 

否定的な回答

34.0
否定的な回答

37.2

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

よく行った／

どちらかといえば，行った

あまり行っていない

／全く行っていない

65.3% 34.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ア 理科の授業における「多様な観点からの思考」について，教師と児童の意識に差が見

られる

イ 理科の授業において「多様な観点からの思考」に対する児童の意識が高いと平均正答

率が高い傾向が見られる

④ 「活用（改善）」の枠組みに関する分析

ア 学校質問紙22と児童質問紙79のクロス集計
学校質問紙22：第６学年の児童に対して，前年度までに，児童の様々な考えを引き出したり，思考を深め

たりするような発問や指導を行いましたか

児童質問紙79：理科の授業で，観察や実験の進め方や考え方がまちがっていないかをふり返って考えてい

ますか

※ 上段で示したグラフは，図７（p.26参照）に示した学校質問紙22の結果を肯定的な回答と否

定的な回答にまとめて集計したものである。また，中段で示したグラフは，各質問紙の結果（図７，

図８，p.26参照）を肯定的な回答と否定的な回答にまとめ，クロス集計をしたものである。さ

らに，下段で示したグラフは，図８に示した児童質問紙79の結果を肯定的な回答と否定的な回

答にまとめて集計したものである。

なお，学校質問紙22の内容は「活用（改善）」について直接的に質問しているものではない

が，質問の内容が「活用（改善）」の趣旨と同様であると捉え，分析対象の質問項目とした。

肯定的な回答をしている学校

における児童の回答の割合

学校質問紙22の回答結果

否定的な回答をしている学校

における児童の回答の割合

児童質問紙79の回答結果

肯定的な回答
95.0

否定的
な回答

肯定的な回答
62.3

肯定的な回答
65.4

否定的な回答
34.0

否定的な回答
37.2

肯定的な回答
65.3

否定的な回答
34.2

その他，無回答
0.6

学校質問紙22で，肯定的（または

否定的）な回答をした学校における

児童の意識（児童質問紙79）

その他，無回答
0.0

肯定的な回答の学校

その他，無回答
0.6

否定的な回答の学校

その他，無回答
0.5
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分析・考察
○ 児童の様々な考えを引き出したり，思考を深めたりするような発問や指導を行ったと

肯定的な回答をしている学校の割合は95.0％であるのに対して，観察，実験の進め方や

考え方が間違っていないかを振り返って考えると肯定的な回答をしている児童の割合は

65.3％であり，両者の意識に差が見られる。ただし，学校質問紙22は直接的な質問内容

ではないことに留意することが必要である。

○ 肯定的な回答をしている学校の割合は95.0％であるが，肯定的な回答をしている学校

について児童質問紙79の回答を見てみると，そのうちの65.4％の児童は肯定的な回答を

している一方で，34.0％の児童は否定的な回答をしている。このことから，思考を深め

ることに関する指導が必ずしも児童に意識されているとはいえないと考えられる。

○ 児童が観察，実験を振り返って考えることができない原因として，他者の考えと自分

の考えを比較し，多面的に考察する機会が少なかったことが考えられる。

イ 「活用（改善）」に関する設問の児童の平均正答率

※ 上記で示した数値は，アの中段で示したクロス集計によって分けられた４つの群それぞ

れの「活用（改善）」に関する設問の児童の平均正答率である。

分析・考察
○ 学校質問紙から，学校が「よく行った」または「どちらかといえば，行った」と回答

している①と「あまり行っていない」または「全く行っていない」と回答している③の

児童の平均正答率を比較すると，その差は3.6ポイントである。同様に，②と④におけ

る差は2.6ポイントである。

一方，児童質問紙から，児童が「当てはまる」または「どちらかといえば，当てはま

る」と回答している①と「どちらかといえば，当てはまらない」または「当てはまらな

い」と回答している②を比較すると，その差は7.9ポイントである。同様に，③と④に

おける差は6.9ポイントである。

ウ 指導改善のポイント

（％）

児童質問紙79 「当てはまる」または 「どちらかといえば，当てはまらない」

学校質問紙22 「どちらかといえば，当てはまる」 または「当てはまらない」

「よく行った」または
① 46.5 ② 38.6

「どちらかといえば，行った」

「あまり行っていない」または
③ 42.9 ④ 36.0

「全く行っていない」

○ 理科の指導において知識・技能を用いて，「改善」する学習活動を充実するためには，

得られた観察，実験の結果について，多様な観点からその妥当性や信頼性に対して批判

的に捉え，自分の考えや実験方法を見直す機会を設定することが大切である。

指導改善としては，例えば，第５学年「Ｂ(1)植物の発芽，成長，結実」の学習におい

て，植物の発芽条件について，実験結果から分かったことを考察するだけでなく，予想

や仮説と異なった結果が出たときには，その原因を振り返り修正案を考え再実験するこ

とを，児童自らが心掛けて取り組むなどの学習活動が考えられる。
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＜背景となるデータ＞
図７：学校質問紙22の回答結果と「活用（改善）」に関する設問の平均正答率との関係

学校質問紙22：第６学年の児童に対して，前年度までに，児童の様々な考えを引き出したり，思考を深め

たりするような発問や指導を行いましたか

よく行った どちらかといえば，行った あまり行っていない

全く行っていない その他，無回答

学校質問紙22の回答結果

「活用（改善）」に関する設問の平均正答率（学校）

図８：児童質問紙79の回答結果と「活用（改善）」に関する設問の平均正答率との関係

児童質問紙79：理科の授業で，観察や実験の進め方や考え方がまちがっていないかをふり返って考えていますか

当てはまる どちらかといえば，当てはまる どちらかといえば，当てはまらない

当てはまらない その他 無回答

児童質問紙79の回答結果

「活用（改善）」に関する設問の平均正答率（児童）

「児童の様々な考えを引き出したり，思考を深めたりするような発問や指導を行っ

た」と回答している学校の方が，「活用（改善）」に関する設問の平均正答率が高い傾

向が見られる。

「理科の授業で,観察や実験の進め方や考え方がまちがっていないかをふり返って考

えている」と回答している児童の方が，「活用（改善）」に関する設問の平均正答率が

高い傾向が見られる。
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「活用（改善）」に関する設問

設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

１(3) 砂糖水に溶けている氷砂糖 水に溶けている物の様子に 活用 記述式 正答 ：54.7％
の様子について，実験結果 ついて，実験結果を基に自 （改善） 誤答 ：44.3％
から適切な図を選び，選ん 分の考えを改善して，その 無解答： 0.9％
だわけを書く 理由を記述できる

２(5) スイカの受粉と結実の関係 植物の受粉と結実の関係を 活用 記述式 正答 ：32.3％
を調べる実験について，適 調べる実験について，結果 （改善） 誤答 ：63.1％
切な実験方法を選び，選ん を基に方法を改善して，そ 無解答： 4.6％
だわけを書く の理由を記述できる
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（２）知識・技能の習得や活用に関する分析

本分析は，「教科に関する調査（理科）」における関連，他教科（国語，算数）の調査と

の関連，中学校の「教科に関する調査（理科）」との関連の３つの観点から分析を行った。

① 「教科に関する調査（理科）」における関連

分析の目的
同一の単元，または他学年の単元において，学習内容が関連する設問を分析することに

より，理科における知識・技能の活用の視点についてみる。

分析の方法
学習内容が関連する設問においてクロス集計を行い，学習内容に関する知識・技能の活

用の視点について分析する。

関連する学習内容と該当する設問は以下のとおりである。

ア 同一の単元における関連

関連する学習内容 該当する設問及び学習指導要領の内容

植物の受粉
２(4)

第５学年 Ｂ (1)植物の発芽，成長，結実 エ
２(5)

水の状態変化
３(5)オ

第４学年 Ａ (2)金属，水，空気と温度 ウ
３(5)カ

イ 他学年の単元における関連

関連する学習内容 該当する設問及び学習指導要領の内容

質量保存
１(1) 第３学年 Ａ (1)物と重さ ア

１(2) 第５学年 Ａ (1)物の溶け方 ウ

４(3) 第３学年 Ｂ (3)太陽と地面の様子 ア

気象 ４(4) 第５学年 Ｂ (4)天気の変化 ア

４(5) 第４学年 Ｂ (3)天気の様子 ア
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「受粉」の知識を活用して，植物の「結実」に関する実験を考察することに課題が見

られる。

ア 同一の単元における関連

「植物の受粉」

本分析の対象となる設問については以下のとおりである。
設問

設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

２(4) 「おしべの花粉がめしべの 植物の受粉と結実の関係に 知識 短答式 正答 ：77.4％
先につく」ことを表す言葉 ついて，科学的な言葉や概 （知識） 誤答 ：12.5％
を書く 念を理解している 無解答：10.0％

２(5) スイカの受粉と結実の関係 植物の受粉と結実の関係を 活用 記述式 正答 ：32.3％
を調べる実験について，適 調べる実験について，結果 （改善） 誤答 ：63.1％
切な実験方法を選び，選ん を基に方法を改善して，そ 無解答： 4.6％
だわけを書く の理由を記述できる

設問２(4)と２(5)のクロス集計表（％）

２(5)

正答 誤答 無解答 合計

正答 29.4 46.0 2.1 77.4

２(4)
誤答 2.0 10.1 0.4 12.5

無解答 0.9 7.1 2.1 10.0

合計 32.3 63.1 4.6 100.0

分析・考察
○ 設問２(4)において「受粉」について正答した児童の割合は77.4％である。これらの

児童のうち２(5)において，受粉と結実の関係を調べる実験について正答した割合は，

29.4％である。

第５学年「Ｂ(1)植物の発芽，成長，結実」の学習で身に付けた「受粉」に関する知

識を活用して，同一の単元の「結実」に関する実験を考察することに課題が見られる。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，例えば，児童自ら受粉させた植物が結実するかどうかについて継

続的に観察するなどの学習活動が考えられる。その際，おしべの花粉を顕微鏡で観察し

たり，めしべの先を触って花粉が付きやすくなっている様子を確認したりしながら，「受

粉」の仕組みについて理解することが大切である。

Ⅰ
（
２
）
知
識
・
技
能
の
習
得
や
活
用
に
関
す
る
分
析
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「水蒸気」や「湯気」の知識を活用して，水の状態変化に関する自然の事物・現象を

捉えることに課題が見られる。

「水の状態変化」

本分析の対象となる設問については以下のとおりである。
設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

３(5) 水の状態変化の説明とし 水は，温度によって状態が 活用 選択式 正答 ：62.3％
オ て，当てはまる言葉を選ぶ 変化する性質を，物を動か （適用） 誤答 ：35.4％

す「エネルギーの見方」と 無解答： 2.4％
して適用できる

３(5) 正答 ：42.7％
カ 誤答 ：54.6％

無解答： 2.8％

設問３(5)オと３(5)カのクロス集計表（％）

３(5)カ

正答 誤答 無解答 合計

正答 36.8 25.1 0.3 62.3

３(5) 誤答 5.8 29.4 0.2 35.4

オ 無解答 0.0 0.1 2.3 2.4

合計 42.7 54.6 2.8 100.0

分析・考察
○ 設問３(5)オにおいて「水蒸気」について正答した児童の割合は62.3％である。これ

らの児童のうち３(5)カにおいて，「湯気」について正答した割合は，36.8％である。

第４学年「Ａ(2)金属，水，空気と温度」の学習において，水は，温度によって状態

が変化する性質について，「水蒸気」「湯気」などの科学的な言葉や概念と自然の事物・

現象とを関係付けて捉えることに課題が見られる。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，例えば，「水蒸気」「湯気」「温度」などの言葉を使用して，水が

沸騰したやかんの口から勢いよく水蒸気や湯気が出るなどの自然の事物・現象と関係付

けて説明するなど，日常生活との関連を図る学習活動が考えられる。
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第３学年「Ａ(1)物と重さ」の学習で身に付けた「質量保存」の考え方に関する知識

を活用して，第５学年「Ａ(1)物の溶け方」の学習と関係付けて更に考察できるように

する。

イ 他学年の単元における関連

「質量保存」

本分析の対象となる設問については以下のとおりである。
設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

１(1) 氷砂糖を細かく割ったとき 物は，形が変わっても重さ 知識 選択式 正答 ：85.9％
の全体の重さについて，当 は変わらないことを理解し （知識） 誤答 ：13.8％
てはまるものを選ぶ ている 無解答： 0.3％

１(2) 氷砂糖を水に溶かしたとき 物は，水に溶けても重さは 活用 選択式 正答 ：76.3％
の全体の重さについて，当 変わらないことを氷砂糖に （適用） 誤答 ：23.3％
てはまるものを選ぶ 適用できる 無解答： 0.4％

設問１(1)と１(2)のクロス集計表（％）

１(2)

正答 誤答 無解答 合計

正答 70.2 15.7 0.1 85.9

１(1)
誤答 6.2 7.6 0.1 13.8

無解答 0.0 0.0 0.3 0.3

合計 76.3 23.3 0.4 100.0

分析・考察
○ 設問１(1)において氷砂糖を細かく割ったときの全体の重さについて正答した児童の

割合は85.9％である。これらの児童のうち１(2)において，氷砂糖を水に溶かしたとき

の全体の重さについて正答した割合は，70.2％である。

第３学年「Ａ(1)物と重さ」の学習で身に付けた「物は，形が変わっても重さは変わ

らないこと」という「質量保存」の考え方に関する知識を活用して，他の学年の単元，

第５学年「Ａ(1)物の溶け方」の学習の「物は，水に溶けても重さは変わらないこと」

と関係付けて更に考察できるようにする必要がある。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，例えば，第５学年「Ａ(1)物の溶け方」の学習において，食塩を

水に溶かしたときの液全体の体積の変化に着目し，目に見える事物・現象を基に「質量

保存」の考え方について考察する学習活動が考えられる。
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「気象」

本分析の対象となる設問については以下のとおりである。
設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

４(3) 「かげの観察記録」を基に，「かげの観察記録」を基に， 活用 選択式 正答 ：54.7％
木の影の長さの変化を表し 木の影の長さの変化を表す （分析） 誤答 ：41.4％
たグラフを選ぶ グラフを分析できる 無解答： 3.9％

４(4) 木の影がなかった時間の空 日陰の様子と雲の様子とを 活用 選択式 正答 ：64.7％
の様子を選ぶ 関係付けて，木の影がなかっ （分析） 誤答 ：31.2％

た時間の空の様子を分析で 無解答： 4.1％
きる

設問４(3)と４(4)のクロス集計表（％）

４(4)

正答 誤答 無解答 合計

正答 40.6 13.8 0.3 54.7

４(3)
誤答 23.8 17.2 0.4 41.4

無解答 0.3 0.3 3.3 3.9

合計 64.7 31.2 4.1 100.0

分析・考察
○ 設問４(3)において木の影の長さの変化について正答した児童の割合は54.7％である。

これらの児童のうち４(4)において，木の影がなかった時間の空の様子について正答し

た割合は，40.6％である。

天気の変化の要因に関して，第３学年「Ｂ(3)太陽と地面の様子」の学習で身に付け

た「木の影の様子」に関する知識を，他の学年の単元，第５学年「Ｂ(4)天気の変化」

で学習する「雲の様子」に活用して，それらを関係付けて考察することに課題が見られ

る。

指導改善のポイント

第３学年「Ｂ(3)太陽と地面の様子」の学習で身に付けた「木の影の様子」に関する

知識を活用して，第５学年「Ｂ(4)天気の変化」で学習する「雲の様子」と関係付けて

考察することに課題が見られる。

○ 指導改善としては，例えば，第５学年「Ｂ(4)天気の変化」の学習において，雲の形

や量，動きなどを調べる際に，太陽にかかる雲の量や厚さによって影ができたりできな

かったりすることを観察を通して捉えるようにし，雲の特徴と影のでき方とを関係付け

て考察する学習活動が考えられる。



*1 類型について
類型１～３：正しい選択肢を選び，理由の記述が正答条件を満たしているもの（正答）
類型４，５：正しい選択肢を選んでいるが，理由の記述が不十分であるもの
類型６～９：正しい選択肢を選ばなかったもの
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本分析の対象となる設問については以下のとおりである。
設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

４(3) 「かげの観察記録」を基に，「かげの観察記録」を基に， 活用 選択式 正答 ：54.7％
木の影の長さの変化を表し 木の影の長さの変化を表す （分析） 誤答 ：41.4％
たグラフを選ぶ グラフを分析できる 無解答： 3.9％

４(5) 天気の様子と気温の変化と 天気の様子と気温の変化の 活用 記述式 正答 ：17.1％
を関係付けて，気温の変化 関係についてデータを基に （分析） 誤答 ：76.2％
を表したグラフを選び，選 分析して，その理由を記述 無解答： 6.7％
んだわけを書く できる

設問４(3)と４(5)のクロス集計表（％）

４(5)

正答の図 正答の図以外

正答 誤答 無解答 合計*1
類型１,２,３ 類型４,５ 類型６～９ 類型０

正答
13.8 10.1

29.2 1.6
（23.9）

54.7

４(3) 誤答 3.3 7.5 28.9 1.7 41.4

無解答 0.0 0.1 0.4 3.4 3.9

合計 17.1 17.7 58.5 6.7 100.0

分析・考察
○ 設問４(3)において木の影の長さの変化について正答した児童の割合は54.7％である。

これらの児童のうち４(5)において，木の影の長さの変化から天気の様子を推測し，正

しい気温の変化のグラフを選択した割合は，23.9％である。

天気の変化の要因に関して，第３学年「Ｂ(3)太陽と地面の様子」の学習で身に付け

た「木の影の様子」に関する知識を，他の学年の単元，第４学年「Ｂ(3)天気の様子」

で学習する「気温の変化」に活用して，それらを関係付けて考察することに課題が見ら

れる。

指導改善のポイント

第３学年「Ｂ(3)太陽と地面の様子」の学習で身に付けた「木の影の様子」に関する

知識を活用して，第４学年「Ｂ(3)天気の様子」で学習する「気温の変化」と関係付け

て考察することに課題が見られる。

○ 指導改善としては，例えば，晴れて影ができるときには暖かく感じ，曇りや雨で影が

できないときには寒く感じるなどの体感を基にした活動を十分に行った上で，温度計で

気温の変化を調べ，天気の様子と気温の変化とを関係付けて考察する学習活動が考えら

れる。
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② 他教科（国語，算数）の調査との関連

分析の目的
理科と他教科（国語，算数）において関連する設問を分析することにより，他教科から見

た理科の課題についてみる。

分析の方法
学習内容が関連する設問においてクロス集計を行い，理科の課題について分析する。

教科間において関連する学習内容と該当する設問は以下のとおりである。

ア 「国語」との関連

該当する設問及び学習指導要領の内容関連する学習内容

理科４(5) 第３学年 Ｂ (3)太陽と地面の様子 ア

複数の情報を関係付けて 第４学年 Ｂ (3)天気の様子 ア

自分の考えを記述する 国語Ｂ３四 第５学年及び第６学年 Ｃ読むこと イ，ウ

第３学年及び第４学年 Ｂ書くこと ウ

イ 「算数」との関連

該当する設問及び学習指導要領の内容関連する学習内容

測定値を平均する考え
理科３(2) 第３学年 Ａ (2)風やゴムの働き イ

算数Ａ４ 第５学年 Ｂ (3)ア測定値の平均
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ア 「国語」との関連

複数の情報を関係付けて自分の考えを記述する設問
設問

設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

理科 天気の様子と気温の変化と 天気の様子と気温の変化の 活用 記述式 正答 ：17.1％

４(5) を関係付けて，気温の変化 関係についてデータを基に （分析） 誤答 ：76.2％
を表したグラフを選び，選 分析して，その理由を記述 無解答： 6.7％
んだわけを書く できる

設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

国語Ｂ 二つの記事に書かれている 複数の記事を結び付けなが 活用 記述式 正答 ：38.1％

３四 内容を結び付けながら読 ら読み，事実を基にして自 誤答 ：45.0％
み，理由となる事実を基に 分の考えをもつ 無解答：16.9％
して，自分の考えを記述す
る

理科４(5)と国語Ｂ３四のクロス集計表（％）

国語Ｂ３四

正答 誤答 無解答 合計

正答 10.6 5.7 0.9 17.1

理科 誤答 26.9 37.8 11.5 76.2

４(5) 無解答 0.6 1.6 4.4 6.6

合計 38.1 45.1 16.8 100.0

※ 本クロス集計の結果は，理科及び国語Ｂを実施した児童を対象としているため，各設問

の反応率と異なる箇所がある。

分析・考察
○ 理科４(5)の正答率は17.1％，国語Ｂ３四の正答率は38.1％である。これらの児童の

うち，両方を正答した割合は10.6％である。理科４(5)と国語Ｂ３四は，それぞれの教

科で出題した記述式問題で最も正答率が低い設問であり，どちらの設問も複数の情報か

ら必要な事実を取り出して，自分の考えを記述させるものである。

指導改善のポイント

天気の様子や気温の変化などの複数の情報を関係付けて分析し，必要な事実を取り出

して，自分の考えを記述することに課題が見られる。

○ 複数の情報を関係付けて考察するには，個々の情報を分析し，必要な事実を取り出し

て，自分の考えを表現することが大切である。

指導改善としては，例えば，木の影の有無と天気の様子とを関係付け，木の影の様子

から天気の様子を推測し，適切に気温の変化を捉えるなど，自然の事物・現象と結び付

けながら自分の考えをまとめる学習活動が考えられる。
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ゴムのねじる回数と車の進む距離の関係などを示すグラフについて，測定値を平均

する考えを基に，実験結果の全体の傾向や共通性を考察することに課題が見られる。

イ 「算数」との関連

測定値を平均する考えに関する設問
設問

設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

理科 ゴムのねじる回数と車の進 ゴムのねじる回数について 活用 選択式 正答 ：57.5％

３(2) む距離の関係を示すグラフ グラフから分析して，予測 （分析） 誤答 ：41.5％
から，ゴムをねじる回数を することができる 無解答： 1.0％
選ぶ

設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

算数Ａ ５日間で１日に平均何個の 平均の意味を理解し，測定 知識 短答式 正答 ：87.1％

４ トマトがとれたことになる 値の平均を求めることがで 誤答 ：11.8％
のかを書く きる 無解答： 1.1％

理科３(2)と算数Ａ４のクロス集計表（％）

算数Ａ４

正答 誤答 無解答 合計

正答 52.3 4.9 0.4 57.5

理科 誤答 34.4 6.6 0.5 41.5

３(2) 無解答 0.4 0.3 0.2 1.0

合計 87.1 11.8 1.1 100.0

分析・考察
○ 理科３(2)の正答率は57.5％，算数Ａ４の正答率は87.1％である。これらの児童のう

ち，両方を正答した割合は52.3％である。理科３(2)と算数Ａ４はどちらの設問も測定

値を平均する考えに関するものである。

指導改善のポイント

○ 算数科で学習した測定値を平均する考えを理科に取り入れることは，実験結果のばら

つきを傾向として捉える上で大切である。

指導改善としては，例えば，ゴムのねじる回数と車の進む距離の関係を調べる実験に

おいて，複数回のばらつきのある実験データから，おおまかな傾向を捉えるなどの学習

活動が考えられる。
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③ 中学校の「教科に関する調査（理科）」との関連

分析の目的
小学校調査及び中学校調査において出題した設問のうち，学習内容や問題解決の能力が関

連する設問を分析し，小学校段階における特徴的な課題についてみる。

分析の方法
小学校調査及び中学校調査において，関連する学習内容等の結果について分析する。

関連する学習内容等は以下のとおりである。

ア 学習内容における関連

関連する 該当する設問及び学習指導要領の内容
学習内容

「方位」
小学校理科４(1) 第３学年 Ｂ (3)太陽と地面の様子 ア

中学校理科３(2) 第１学年 第２分野 (2) イ(ｱ)地層の重なりと過去の様子

小学校理科１(3) 第５学年 Ａ (1)物の溶け方 イ

「水溶液」 中学校理科４(5) 第１学年 第１分野 (2) イ(ｱ)物質の溶解

和宏さん

イ 問題解決の能力との関連

関連する 該当する設問及び学習指導要領の内容
問題解決の能力

｢条件制御」に着目
小学校理科２(5) 第５学年 Ｂ (1)植物の発芽，成長，結実 エ

し，構想する力
３(4) 第５学年 Ａ (3)電流の働き イ

中学校理科１(5) 第１学年 第２分野 (1) イ(ｱ)花のつくりと働き

２(4) 第２学年 第１分野 (3) ア(ｳ)電気とそのエネルギー

なお，本分析は，小学校調査及び中学校調査において該当する設問の結果をそれぞれ帯

グラフで表しているが，各設問は枠組み，問題形式などが異なっているため，単純に比較

できないことに留意することが必要である。
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ア 学習内容における関連

「方位」

＜小学校＞
設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

小学校 方位磁針の適切な操作方法 方位磁針の適切な操作方法 知識 短答式 正答 ：27.6％
４(1) を選び，その時の太陽の方 を身に付けている （技能） 誤答 ：69.2％

位を書く 無解答： 3.2％

正答 誤答 無解答

＜中学校＞
設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

中学校 地層観察の結果から，観察 観察地における地層の広が 活用 選択式 正答 ：31.5％
３(2) 地における地層のつながり り方について，観察地の図 （分析・ 誤答 ：67.3％

方を考察し，地層の傾いて と観察結果から分析して解 解釈） 無解答： 1.3％
いる方向を選ぶ 釈し，地層の傾きを認識し

て，その傾きの方向を指摘
することができる

正答 誤答 無解答

分析・考察
○ 小学校理科４(1)の正答率は，27.6％である。方位磁針の適切な操作の技能に関する

知識の定着に課題がある。

○ 中学校理科３(2)の正答率は，31.5％である。観察地における地層の広がり方につい

て，観察地の図と観察結果から分析して解釈し，空間を認識し，地層の傾きの方向を指

摘することに課題がある。

指導改善のポイント

小 学 校

４(1)

中 学 校

３(2)

○ 「方位」に関する学習について，小学校段階では，第３学年「Ｂ(3)太陽と地面の様

子」，第４学年「Ｂ(3)天気の様子」，「Ｂ(4)月と星」，第５学年「Ｂ(4)天気の変化」，第

６学年「Ｂ(5)月と太陽」の学習や，社会科第３学年及び第４学年の学習において，方

位磁針を繰り返し使用し，観察対象の方位を空間的に捉える学習活動が考えられる。こ

れらの学習活動を踏まえ，中学校第１学年第２分野「(2)イ(ｱ)地層の重なりと過去の様

子」における地層を空間的に捉える学習と関連させるなど，系統性を意識した指導の充

実を図ることが大切である。
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「水溶液」

＜小学校＞
設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

小学校 砂糖水に溶けている氷砂糖 水に溶けている物の様子に 活用 記述式 正答 ：54.7％

１(3) の様子について，実験結果 ついて，実験結果を基に自 （改善） 誤答 ：44.3％
から適切な図を選び，選ん 分の考えを改善して，その 無解答： 0.9％
だわけを書く 理由を記述できる

正答 誤答 無解答

＜中学校＞
設問

設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

中学校 食塩水のようすを，食塩の 水溶液においては，溶質が 知識 選択式 正答 ：72.8％
４(5) 粒子のモデルで表したもの 均一に分散していることを （知識） 誤答 ：24.8％
和宏 を選ぶ 粒子のモデルと関連付けて 無解答： 2.4％
さん 理解している

正答 誤答 無解答

分析・考察
○ 小学校理科１(3)の正答率は，54.7％である。水に溶けている物の様子について，実

験結果を基に自分の考えを改善して，その理由を記述することに課題がある。

○ 中学校理科４(5)和宏さんの正答率は，72.8％である。多くの生徒が，水溶液におい

ては，溶質が均一に分散していることを粒子のモデルと関連付けて理解している。

指導改善のポイント

中 学 校

４(5)

和宏さん

小 学 校

１(3)

○ 「水溶液」に関する学習について，問題形式が小学校と中学校では違うため，単純に

は比較できないものの，小学校に比べ中学校の方が正答率が高い。小学校段階では，第

５学年「Ａ(1)物の溶け方」の学習において，食塩などが水に溶けた様子を図や絵など

に表現する学習活動が考えられる。これらの学習活動を踏まえ，中学校第１学年第１分

野「（2)イ(ｱ)物質の溶解」における粒子の学習と関連させるなど，系統性を意識した指

導の充実を図ることが大切である。
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32.3 63.1 4.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学校

２(5)

イ 問題解決の能力との関連

「条件制御」に着目し，構想する力

＜小学校＞
設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

小学校 スイカの受粉と結実の関係 植物の受粉と結実の関係を 活用 記述式 正答 ：32.3％
２(5) を調べる実験について，適 調べる実験について，結果 （改善） 誤答 ：63.1％

切な実験方法を選び，選ん を基に方法を改善して，そ 無解答： 4.6％
だわけを書く の理由を記述できる

小学校 電磁石の強さを変えるため 電磁石の強さを変える要因 活用 短答式 正答 ：50.8％
３(4) の実験条件を書く について確かめる実験を， （構想） 誤答 ：42.1％

条件を制御しながら構想で 無解答： 7.1％
きる

正答 誤答 無解答

50.8 42.1 7.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小学校
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小 学 校

２(5)

小 学 校

３(4)
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＜中学校＞
設問

設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

中学校 「チューリップの花が開く 「チューリップの花が開く 活用 選択式 正答 ：43.3％
１(5) には，温度が関係している」には，温度が関係している」 （分析・ 誤答 ：56.1％

という考察の根拠となる実 という考察を導くために， 解釈） 無解答： 0.5％
験結果の組合せを選ぶ 実験結果を分析し解釈して，

比較する実験結果の組合せ
を指摘することができる

中学校 白熱電球とLED電球で，省 「省エネの効果を比較する」 活用 選択式 正答 ：72.9％
２(4) エネの効果を比較する実験 という実験の目的のもと， （構想） 誤答 ：26.2％

を考えるときに，必要な条 「明るさ」の条件を制御し 無解答： 0.9％
件を選ぶ た実験を計画することがで

きる

正答 誤答 無解答

分析・考察
○ 小学校理科２(5)の正答率は，32.3％である。植物の受粉と結実の関係を調べる実験

について，結果を基に方法を改善して，その理由を記述することに課題がある。

小学校理科３(4)の正答率は，50.8％である。電磁石の強さを変える要因について確

かめる実験を，条件を制御しながら構想することに課題がある。

○ 中学校理科１(5)の正答率は，43.3％である。実験を行ったときの要因に着目して，

実験結果を分析し解釈することに課題がある。

中学校理科２(4)の正答率は，72.9％である。「省エネの効果を比較する」という実験

の目的のもと，「明るさ」の条件を制御した実験を計画することについては，多くの生

徒ができている。

指導改善のポイント

72.9 26.2 0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学校

２(4)

43.3 56.1 0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学校

１(5)
中 学 校

１(5)

中 学 校

２(4)

○ 「条件制御」に関する能力について，小学校では第５学年で重点的に育成する問題

解決の能力として学習指導要領に示されている。「条件制御」を扱う主な単元として，

第５学年「Ａ(3)電流の働き」，「Ｂ(1)植物の発芽，成長，結実」などがある。ここでは，

実験で制御する条件を表に整理して，変える条件と変えない条件を児童が明確に意識

して実験の計画を行うなどの構想する力を育成する学習活動が考えられる。中学校に

おける科学的に探究する学習活動につなげていくことができるよう，内容の系統性だ

けでなく，問題解決の能力の育成についても意図的に指導していくことが大切である。



- 42 -

（３）学力調査の調査問題における無解答の理由に関する分析

分析の目的
学力調査（小学校理科）で実施した短答式及び記述式の形式で出題された設問において，無

解答の理由を分析することで，今後の理科における指導方法の工夫・改善に役立てる。

なお，本分析は実施人数が少ないため，結果はある特定の一部分を示すものであり，全国的

な傾向を示すものではないことに留意することが必要である。

分析の方法
調査結果より，無解答率が高い傾向にあった設問の上位３つを抽出し，それらの設問の後に

無解答の理由を問う質問を設け，無解答の理由について調査し，分析する。

○実施期間 ：平成24年11月～12月

○調査協力校：９校（第６学年629人）

○実施方法 ：調査協力が得られた小学校の第６学年を調査対象とした。抽出した調査問題

と無解答の理由について問う質問で構成された調査冊子を送付し，各学校に

て実施した。なお，設問４(5)については，問題の構成上，調査問題と同様

に設問４(3)，４(4)をあわせて解答するようにした。

実施に伴う教師用説明資料を資料４（p.97参照）として添付する。

分析を行った設問は以下のとおりである。
設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号

２(4) 「おしべの花粉がめしべの 植物の受粉と結実の関係につ 知識 短答式 正答 ：77.4％
先につく」ことを表す言葉 いて，科学的な言葉や概念を （知識） 誤答 ：12.5％
を書く 理解している 無解答：10.0％

３(4) 電磁石の強さを変えるため 電磁石の強さを変える要因に 活用 短答式 正答 ：50.8％
の実験条件を書く ついて確かめる実験を，条件 （構想） 誤答 ：42.1％

を制御しながら構想できる 無解答： 7.1％

４(5) 天気の様子と気温の変化と 天気の様子と気温の変化の関 活用 記述式 正答 ：17.1％
を関係付けて，気温の変化 係についてデータを基に分析 （分析） 誤答 ：76.2％
を表したグラフを選び，選 して，その理由を記述できる 無解答： 6.7％
んだわけを書く

無解答の理由に関する選択肢について

無解答の理由

１ 問題の意味がわからなかった

２ 問題の意味はわかったけれど，学習したことを忘れてしまった

３ 学習したことは覚えているけれど，どのように書いてよいかわからなかった

※ なお，「３」を選択した児童には，学習した内容について覚えていることを記述させた。
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２(4)

設問 設問の概要 枠組み 問題形式 学力調査の結果 無解答調査の結果
番号

２(4) 「おしべの花粉がめしべの先に 知識 短答式 正答 ：77.4％ 理由１：26人
つく」ことを表す言葉を書く （知識） 誤答 ：12.5％ 理由２：77人

無解答：10.0％ 理由３：20人

分析・考察
○ 無解答の理由としては理由２を選択した児童が最も多く見られ，対象のサクラと既習の

ヘチマなどとを関係付けて考察することができなかったものと考えられる。また，理由３

を選択した児童の学習した内容に関する記述には，「『受精』だったか何か分かりませんで

した」などが見られた。これらの児童は，学習した「受精」や「受粉」という言葉が混在

し，言葉の意味を自然の事物・現象と関連させて理解していないと考えられる。このこと

から，これらの言葉を使用して考えたり説明したりする機会が少なかったことが考えられ

る。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，例えば，植物の受粉と結実の関係について，科学的な言葉や概念を

理解するには，実際にめしべの先に花粉が付いている様子と「受粉」という言葉を結び付

けて考察したり，習得した「受粉」という言葉を使用して植物の結実について説明したり

するなどの学習活動が考えられる。

Ⅰ
（
３
）
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３(4)

設問 設問の概要 枠組み 問題形式 学力調査の結果 無解答調査の結果
番号

３(4) 電磁石の強さを変えるための実 活用 短答式 正答 ：50.8％ 理由１：17人
験条件を書く （構想） 誤答 ：42.1％ 理由２：43人

無解答： 7.1％ 理由３：３人

分析・考察
○ 無解答の理由としては理由２を選択した児童が最も多く見られ，本設問で示した電磁石

で動く車と既習の電磁石の内容とを関係付けて考察することができなかったものと考えら

れる。また，電磁石の働きを強くする要因として「電流の強さ」や「コイルの巻数」とい

う科学的な言葉や概念を理解して，実験の計画を自ら立てる機会が少なかったことも考え

られる。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，電磁石の強さを変える要因について，科学的な言葉や概念を理解す

るには，問題に正対した予想や仮説を児童自らがもち，検証可能な比較対照ができる実験

計画を立てるようにすることが大切である。例えば，実験計画を立てる中で，「電流の強

さ」と「コイルの巻数」のどちらが変える条件であり，どちらが変えない条件であるかを

明確に区別しながら，科学的な言葉や概念を適切に使用して表に整理するなどの学習活動

が考えられる。
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４(5)

設問 設問の概要 枠組み 問題形式 学力調査の結果 無解答調査の結果
番号

４(5) 天気の様子と気温の変化とを関係 活用 記述式 正答 ：17.1％ 理由１：24人
付けて，気温の変化を表したグラ （分析） 誤答 ：76.2％ 理由２：96人
フを選び，選んだわけを書く 無解答： 6.7％ 理由３：10人

分析・考察
○ 無解答の理由としては理由２を選択した児童が最も多く見られ，複数の情報を関係付け

て考察することができなかったものと考えられる。また，理由３を選択した児童の学習し

た内容に関する記述には，「午前10時から正午まで木の影がないということは何かがある

と思っていましたが，どう言えばよいかがわからない」などが見られた。これらの児童は，

木の影の有無から天気の様子を推測し，天気の様子から気温の変化を捉えていないと考え

られる。このことから，このような様々な気象情報を関係付けて考察する機会が少なかっ

たことが考えられる。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，例えば，天気の様子と気温の変化の関係について，複数の情報を関

係付けて考察することを重視し，晴れている日や雲りの日とそれぞれの気温の変化との関

係について実際に調べたり，記録温度計の結果とインターネット等で調べた雲画像などと

を関係付けて多面的に考察したりするなどの学習活動が考えられる。
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Ⅱ 観察・実験の技能の習得状況に関する調査分析
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１ 調査分析の趣旨
ペーパー調査で測定しきれない観察，実験の技能に関して，平成24年度全国学力・学習状況

調査（小学校理科）（以下，「学力調査」という。）で課題が見られる技能に関する知識等の習

得状況について分析することを目的とする。

２ 調査分析の方法
以下の２つの分析を行った。

（１）観察・実験の技能の習得状況
本分析は，ペーパー調査で測定しきれない観察，実験の技能に関して，９つの項目（p.49

参照）において分析を行い，観察，実験の技能の習得状況についてみるものである。

（２）観察・実験の技能に係る学力調査の結果と技能の習得状況の対比
本分析は，学力調査において観察，実験の技能に関する知識を問うことを狙いとした問題

（「虫眼鏡の操作」及び「方位磁針の操作」）の調査結果と，それらを実際に操作した技能の

習得状況の結果とを比較し，これらの関連についてみるものである。

観察，実験の技能の習得状況に関する調査分析の実施については，以下のとおりである。

○ 協力校

平成24年度教育課程研究指定校 ６校

研究協力校 ３校

○ 対象児童数

小学校第４学年～第６学年 児童662人

○ 実施期間

平成24年６月～12月

○ 実施方法

本調査分析は，評価者が対象児童に一対一形式で，調査分析項目の観察，実験器具に応じ

た制限時間を設け，操作を行わせた。その操作を評価規準に沿って評価の観点ごとに評価し，

指定の評価用紙に記入した。

＜調査分析項目＞

次のア～ウの観点から抽出した。

ア 学力調査との関連

イ 安全面との関連

ウ 中学校における観察，実験の技能の習得状況との関連

＜実施学年＞

各項目の初出の学年及び次の学年とした。なお，虫眼鏡と方位磁針に関しては，履修時期

や学力調査との関連から，第４学年及び第６学年において実施した。
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○ 評価

評価については，調査分析項目ごとに評価規準を設定し，更に操作の手順に応じて，評価

の観点を設定した。評価の観点について，「適切にできた（Ａ）」，「できた（Ｂ）」，「できな

かった（Ｃ）」として評価を行い，その上で，各評価の観点において，「適切にできた（Ａ）」

または「できた（Ｂ）」という評価であった児童をまとめ，その割合を「通過率」とした。

また，いずれの評価の観点においても，「適切にできた（Ａ）」または「できた（Ｂ）」とい

う評価であった児童を「通過率（全ての評価の観点ができた割合）」とした。

なお，各調査分析項目については，評価の観点ごとに独立して評価している。評価の観点

において，児童の操作につまずきが見られた場合には，そのつまずきに対して指導を行い，

次の評価の観点の操作へと移行できるようにした。

＜調査分析の内容＞
調査分析項目 評価規準 準備物 制限時間 対象学年

ア 虫眼鏡 虫眼鏡を使い，動かせな 虫眼鏡１個，鉢植えの植 ２分 第４学年

いものを拡大し，焦点を 物（机上にのる程度の鉢 第６学年

合わせて観察することが 植え）

できる

方位磁針 方位磁針を使い，太陽の 方位磁針１個，紙で作っ ２分 第４学年

方位を調べることができ た太陽（直径10 cm程度の 第６学年

る 丸い紙を赤く塗ったもの）

イ アルコール アルコールランプに安全 アルコールランプ１個（ア ３分 第４学年

ランプ に点火し，消火すること ルコール量８分目，芯の 第５学年

ができる 長さ５ mm程度），マッチ，

燃え差し入れ，ぬれ雑巾

ウ 直列つなぎ 乾電池２個を使い，直列 乾電池２個，乾電池ボッ ２分 第４学年

つなぎにして，モーター クス２個，モーター１個， 第５学年

を回すことができる 導線３本

並列つなぎ 乾電池２個を使い，並列 乾電池２個，乾電池ボッ ２分 第４学年

つなぎにして，モーター クス２個，モーター１個， 第５学年

を回すことができる 導線４本

検流計 並列つなぎの電流の強さ 乾電池２個，乾電池ボッ ２分 第４学年

を，検流計を使って調べ クス２個，モーター１個， 第５学年

ることができる 検流計１台，導線４本

顕微鏡 顕微鏡を使い，観察対象 顕微鏡１台，花粉などの ５分 第５学年

を拡大し，焦点を合わせ プレパラート１個 第６学年

て観察することができる

電子 電子てんびんを使い，は 電子てんびん１台，薬包 ２分 第５学年

てんびん かりたい物を正確にはか 紙１枚，薬さじ１本，食 第６学年

り取ることができる 塩10ｇ程度（カップなど

に入れておく）

上皿 上皿てんびんを使い，は 上皿てんびん１台，分銅 ５分 第６学年

てんびん かりたい物を正確にはか セット１個，薬包紙２枚，

り取ることができる 薬さじ１本，食塩10ｇ程

度（カップなどに入れて

おく）
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＜実施図＞

［調査１］ ［調査２］ ［調査３］

評価者 評価者 評価者

観察，実験器具 観察，実験器具 観察，実験器具

○（対象児童） ○（対象児童） ○（対象児童）

待機場所 ３ｍ程度

○○ ○○ ○○

○○ ○○ ○○

○○ ○○ ○○

＜実施の様子＞

＜評価用紙（例 虫眼鏡の操作・方位磁針の操作）＞
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３ 調査分析の結果

（１）観察・実験の技能の習得状況
各調査分析項目の通過率は「全ての評価の観点ができた割合」とし，以下に示すとおりで

ある。斜線部は実施していない学年である。

各調査分析項目の通過率（％）

調査分析項目 第４学年 第５学年 第６学年

ア 虫眼鏡 91.6 97.8

方位磁針 58.6 55.3

イ アルコールランプ 60.9 94.2

ウ 直列つなぎ 87.2 92.6

並列つなぎ 55.9 69.7

検流計 65.1 72.5

顕微鏡 59.8 27.9

＜参考＞

ウ 電子てんびん 87.2 72.7

上皿てんびん 46.8

※ 本調査分析においては，各項目の技能について既習である児童を対象としたため，調査人

数にばらつきが見られる。調査人数が少ないものについては，研究協力校にて追加で調査を

行った（該当項目：虫眼鏡，並列つなぎ，上皿てんびん）。

なお，電子てんびん（第５学年）及び上皿てんびんについては，調査分析を行った対象児

童の人数が少なかったため，結果は参考として示す。

Ⅱ
（
１
）
観
察
・
実
験
の
技
能
の
習
得
状
況
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虫眼鏡の操作

調査分析の狙い
虫眼鏡を使い，動かせないものを拡大し，焦点を合わせて観察できるかどうかをみる。

調査の様子

評価者指示事項

ここにある虫眼鏡を使って，鉢植えのここの花（葉）のところを観察してください。花（葉）

が大きくはっきり見えたところで，虫眼鏡を止めてください。

各学年の調査結果
通過率（％）

評価規準 評価の観点

①鉢植えに体を近付け，虫眼 ②対象がはっきり見えるとこ 全ての評価の観点が
鏡を前後に動かし，焦点を合 ろで止めて観察することがで できた割合

対象学年（児童数） わせることができる。 きる。

第４学年 (203人) 91.6 93.1 91.6

第６学年 (179人) 98.3 97.8 97.8

虫眼鏡を使い，動かせないものを拡大し，焦点を合わせて観察することについては，多く

の児童ができている。ただし，操作過程においては試行錯誤しつつ操作を行う例が見られる。

〔つまずきの例〕

評価の観点①について

・観察対象との距離が遠すぎる位置で，虫眼鏡を前後に動かし，焦点を合わせようとする

評価の観点②について

・焦点が合わない状態で虫眼鏡を止めて観察する

・虫眼鏡を観察対象に付けた状態で観察する

togashi
テキストボックス
　 　 　　    （児童の写真）

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト
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分析・考察
評価の観点①について

通過率は，第４学年で91.6％，第６学年で98.3％である。

〔つまずきの例〕において，写真１のように観察対象との距離が遠すぎる位置で，虫眼

鏡を前後に動かし，焦点を合わせようとする児童は，観察対象との適切な距離を理解して

いないと考えられる。

焦点を合わせることができた児童においても，操作過程で体と虫眼鏡を同時に動かした

り，その動作を繰り返したりする操作が見られた。このような児童は，試行錯誤する中で，

最終的に焦点を合わせることができたと考えられる。

写真１ 観察対象との距離が遠いまま焦点を合わせようとする

評価の観点②について

通過率は，第４学年で93.1％，第６学年で97.8％である。

〔つまずきの例〕において，焦点が合わない状態で虫眼鏡を止めて観察する児童や，写

真２のように虫眼鏡を観察対象に付けた状態で観察する児童は，はっきりと大きく見える

ときの適切な観察状態を理解していないと考えられる。

写真２ 観察対象に付けた状態で観察する

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，虫眼鏡は，肉眼で観察するときより観察対象を拡大して観察できる

ことを理解させ，虫眼鏡と観察対象との距離を調節しなければならないことに気付かせる

ことが大切である。また，他の学年においても様々な場面で積極的に虫眼鏡を使って観察

するなど，使用する機会を増やし，学習活動の充実を図ることも大切である。
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方位磁針の操作

調査分析の狙い
方位磁針を使い，太陽の方位を調べることができるかどうかをみる。

調査の様子

評価者指示事項

ここにある方位磁針を使って，この太陽の方位を調べてください。太陽の方位がわかった

ら八方位で答えてください。

各学年の調査結果
通過率（％）

評価規準 評価の観点

①方位磁針のケースを回して， ②太陽の方位を読み取ること 全ての評価の観点が
文字盤の「北」と色の付いた針 ができる。 できた割合

対象学年(児童数） の先を合わせることができる。

第４学年（203人） 65.5 60.1 58.6

第６学年（179人） 67.0 57.0 55.3

方位磁針を使い，太陽の方位を調べることに課題が見られる。また，通過率は第４学年で

58.6％，第６学年で55.3％であり，学習した学年よりも後の学年の方が通過率が下がる傾向

も見られる。

〔つまずきの例〕

評価の観点①について

・方位磁針の文字盤の北を色の付いた針に合わせるのではなく，前方に合わせる

・方位磁針を垂直に立ててケースを回す

・方位磁針を持って自分自身が回る

評価の観点②について

・適切ではない方位を読み取る

togashi
テキストボックス
　　　　　　（児童の写真）

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト
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分析・考察
評価の観点①について

通過率は第４学年で65.5％，第６学年で67.0％である。

〔つまずきの例〕において，写真１のように方位磁針の文字盤の北を前方に向ける児童

は，社会科における地図の読み方が影響していると考えられる。また，方位磁針を持って

自分自身が回る児童は，方位磁針の針は観察対象を指すものであると誤って理解している

と考えられる。このような児童は，方位磁針の針は磁石であり，常に北と南を指して止ま

るものであることを理解していないと考えられる。

写真１ 文字盤の北を前方に合わせる

評価の観点②について

通過率は第４学年で60.1％，第６学年で57.0％である。

〔つまずきの例〕において，文字盤の北を色の付いた針に合わせることはできても，適

切ではない方位を読み取る児童は，方位磁針の文字盤から対象の方位を読み取ることや，

八方位について理解していないと考えられる。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，操作方法だけでなく，操作の意味や方位磁針の仕組みなどをあわせ

て理解させることが大切である。また，初出の学年だけで操作方法を指導するのではなく，

他の学年の理科の学習や社会科の学習において，方位磁針を使って調べる際に，再度確認

するなどの学習活動の充実を図ることも大切である。

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト
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アルコールランプの操作

調査分析の狙い
アルコールランプに安全に点火し，消火することができるかどうかをみる。

調査の様子

評価者指示事項

ここにあるアルコールランプにマッチを使って火をつけてください。火をつけたら，次に

火を消してください。

各学年の調査結果
通過率（％）

評価規準 評価の観点
①マッチに火をつけ，斜 ②斜め上からふたをし ③火が消えたら一度ふ 全ての評価の
め上や横の方からアルコー て火を消すことができ たを取り，再びふたを 観点ができた

対象学年 ルランプに火を近付けて る。 することができる。 割合
（児童数） 点火することができる。

第４学年（110人） 90.0 92.7 72.7 60.9

第５学年（189人） 97.9 98.9 96.8 94.2

アルコールランプを安全に点火し，消火することについては，第５学年では多くの児童が

できている一方，第４学年では課題が見られる。

〔つまずきの例〕

評価の観点①について

・マッチを折る，うまくすれない

・火のついたマッチの先端を下向きに持っている

・アルコールランプのふたを取る前にマッチに火をつける

・アルコールランプの芯にマッチの先端を接触させて点火する

・アルコールランプの芯の真上から点火する

評価の観点②について

・アルコールランプの真上からふたをしたり，ふたを落としたりして火を消そうとする

評価の観点③について

・火を消した後に，ふたを取らない

・ふたを取った後に，再びふたをしないまま放置する

togashi
テキストボックス
　　　　　（児童の写真）　　　

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
ハイライト表示

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
ハイライト表示

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト

togashi
タイプライターテキスト
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分析・考察
評価の観点①について

通過率は，第４学年で90.0％，第５学年で97.9％である。

〔つまずきの例〕において，アルコールランプの芯にマッチの先端を接触させて点火す

る児童は，それらの操作がアルコールランプの転倒などの危険につながることを理解して

いないと考えられる。

評価の観点②について

通過率は，第４学年で92.7％，第５学年で98.9％である。

〔つまずきの例〕において，アルコールランプの真上からふたをしたり，ふたを落とし

たりして火を消そうとする児童は，上に向かって燃えるという火の特性を理解していない

と考えられる。

評価の観点③について

通過率は，第４学年で72.7％，第５学年で96.8％である。特に第４学年でつまずきが見

られる。

〔つまずきの例〕において，火を消した後に，ふたを取らない児童は，ふたが取れなく

なったり，ふたの中にアルコールが残り，次に使用するときに引火し危険であったりする

場合があることを理解していないと考えられる。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，加熱器具を使って火をつける活動を児童一人一人に十分に体験させ

ることを通して，火の特性を理解させることが大切である。また，火を使用する実験の際

には，安全面を意識した操作を習得させることも大切である。



- 58 -

直列つなぎ

調査分析の狙い
乾電池２個を使い，直列つなぎにしてモーターを回すことができるかどうかをみる。

調査の様子

評価者指示事項

ここにある乾電池２個，乾電池ボックス２個，モーター１個，導線３本を使って，直列

つなぎにしてください。そしてモーターを回してください。

各学年の調査結果
通過率（％）

評価規準 評価の観点

①乾電池の異極同士を導線で ②直列につないだ乾電池と 全ての評価の観点が
つなぎ，直列つなぎにするこ モーターを接続し，モーター できた割合

対象学年(児童数） とができる。 を回すことができる。

第４学年（172人） 87.2 87.2 87.2

第５学年（189人） 92.6 92.6 92.6

乾電池２個を使い，直列つなぎにしてモーターを回すことについては，多くの児童ができている。

〔つまずきの例〕

評価の観点①について

・乾電池の同極同士をつなぎ，電気が流れないつなぎ方にする

評価の観点②について

・導線が接触しておらず，モーターが回らない

分析・考察
評価の観点①について

通過率は第４学年で87.2％，第５学年で92.6％である。

〔つまずきの例〕において，乾電池の同極同士をつなぎ，電気が流れないつなぎ方にす

る児童は，回路を流れる電流の向きについて理解していないと考えられる。

評価の観点②について

通過率は第４学年で87.2％，第５学年で92.6％である。

〔つまずきの例〕において，導線が接触しておらず，モーターが回らない児童は，導線

が輪のようになっていても１箇所でもつながっていない場合は，電気が流れないことにつ

いて十分に理解していないと考えられる。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，例えば，図などを用いて，回路を流れる電流の向きについて意識す

る学習活動が考えられる。電気が流れない場合は，回路を点検する中で，接触不良などを

確かめさせる指導が大切である。

togashi
テキストボックス
　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童の写真）
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並列つなぎ

調査分析の狙い
乾電池２個を使い，並列つなぎにしてモーターを回すことができるかどうかをみる。

調査の様子

評価者指示事項

ここにある乾電池２個，乾電池ボックス２個，モーター１個，導線４本を使って，並列つ

なぎにしてください。そしてモーターを回してください。

各学年の調査結果
通過率（％）

評価規準 評価の観点

①乾電池の同極同士を導線で ②並列につないだ乾電池と 全ての評価の観点が
つなぎ，並列つなぎにするこ モーターを接続し，モーター できた割合

対象学年(児童数） とができる。 を回すことができる。

第４学年（145人） 55.9 55.9 55.9

第５学年（185人） 70.3 69.7 69.7

乾電池２個を使い，並列つなぎにしてモーターを回すことに課題が見られる。また，両学

年共に直列つなぎに比べ通過率が低い傾向も見られる。

〔つまずきの例〕

評価の観点①について

・直列つなぎにする

・乾電池の異極同士を並列につなぎ，ショート回路にする

評価の観点②について

・導線同士をつなぐことができない

・乾電池１個分だけの回路にする

※ 調査の結果については，完成した回路を写真に記録し，類型分けを行った（p.61参照）。

togashi
テキストボックス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童の写真）
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分析・考察
評価の観点①について

通過率は第４学年で55.9％，第５学年で70.3％である。特に第４学年でつまずきが見ら

れる。

〔つまずきの例〕において，直列つなぎにする児童は，「直列つなぎ」と「並列つなぎ」

という科学的な言葉や概念について理解していないと考えられる。また，乾電池の異極同

士を並列につなぎ，ショート回路にする児童は，回路を流れる電流の向きや，ショート回

路にすると発熱するなどの危険につながることを理解していないと考えられる。

評価の観点②について

通過率は第４学年で55.9％，第５学年で69.7％である。特に第４学年でつまずきが見ら

れる。

〔つまずきの例〕において，導線同士をつなぐことができない児童は，導線同士をつな

いでねじる体験が少ないと考えられる。

つなぎ方においては，類型１が最も多く，第４学年で84.1％，第５学年で71.9％であり，

図１で示した並列つなぎによる学習活動が多いと考えられる（p.61参照）。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，直列つなぎと並列つなぎのそれぞれの特徴を比較する活動などを

通して，つなぎ方による電流の強さの違いを「直列」と「並列」という言葉とともに理

解させることが大切である。また，ショート回路については具体例を示しながら安全指

導を行うことも大切である。
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＜参考＞

通過率の類型と反応率

類型
反応率（％）

第４学年 第５学年

１ 図１のように接続しているもの 84.1 71.9

２ 図２のように接続しているもの 6.1 8.6

３ 図３のように接続しているもの 1.2 8.6

４ 図４のように接続しているもの 1.2 6.3

５ 図５のように接続しているもの 3.7 2.3

６ 図６のように接続しているもの 3.7 0.8

９ 上記以外の接続 0.0 1.6

並列つなぎの類型について

図１ 図２

図３ 図４

図５ 図６
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検流計の接続と計測
調査分析の狙い

並列つなぎの電流の強さを，検流計を使って調べることができるかどうかをみる。

調査の様子

評価者指示事項

並列つなぎの電流の強さをはかるため，ここにある検流計をつないでください。針が振

れた目盛りを読んでください。

各学年の調査結果 通過率（％）

評価規準 評価の観点
全ての評価の観点が

①並列つなぎの途中に検流計 ②検流計の針が振れた目盛
できた割合対象学年(児童数） をつなぐことができる。 りを読むことができる。

第４学年（172人） 72.7 73.8 65.1

第５学年（189人） 84.6 78.8 72.5

並列つなぎの電流の強さを，検流計を使って調べることについては，第５学年では多くの

児童ができている一方，第４学年では課題が見られる。

〔つまずきの例〕

評価の観点①について

・検流計を回路に直列に組み込まない

・モーターなどの抵抗を入れずに乾電池と検流計のみをつなぐ

評価の観点②について

・目盛りの数値を「１と２の間」などと小数を用いずに読む

分析・考察
評価の観点①について

通過率は第４学年で72.7％，第５学年で84.6％である。特に第４学年でつまずきが見ら

れる。

〔つまずきの例〕において，検流計を回路に直列に組み込まない児童は，回路を流れる

電流の向きについて理解していないと考えられる。また，モーターなどの抵抗を入れずに

乾電池と検流計のみをつなぐ児童は，回路を流れる電流の向きや，ショート回路にすると

発熱するなどの危険につながることを理解していないと考えられる。

評価の観点②について

通過率は第４学年で73.8％，第５学年で78.8％である。

〔つまずきの例〕において，目盛りの数値を「１と２の間」などと小数を用いずに読む

児童は，検流計の切替えスイッチによる単位の変化や，１目盛りが示す値について理解し

ていないと考えられる。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，例えば，回路の電気の流れを指でなぞるなどの活動を通して，電流

の向きを意識しながら，「検流計は回路に直列につなぐ」ことを理解する学習活動が考え

られる。検流計の目盛りの単位や大きさについては，算数科の学習との関連を図る指導が

大切である。

togashi
テキストボックス
　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童の写真）
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顕微鏡の操作

調査分析の狙い
顕微鏡を使い，観察対象を拡大し，焦点を合わせて観察することができるかどうかをみる。

調査の様子

評価者指示事項

ここにある顕微鏡を使って，プレパラートを観察します。対物レンズの倍率を一番低くし

てください。そしてプレパラートを観察し，はっきり大きく見えたら教えてください。

各学年の調査結果
通過率（％）

評価規準 評価の観点

①対物レンズを ②接眼レンズを ③のせ台の上に ④横から見なが ⑤接眼レンズをのぞ
一番低い倍率に のぞきながら， プレパラートを ら調節ねじを回 きながら調節ねじを 全ての評価

することができ 反射鏡を動かし 置くことができ し，対物レンズ 回し，対物レンズを の観点が

対象学年 る。 て明るくするこ る。 を近付けること 離してピントを合わ できた割合

（児童数） とができる。 ができる。 せることができる。

第５学年（189人） 88.4 90.5 98.4 78.3 78.8 59.8

第６学年（179人） 80.3 74.3 96.1 47.5 58.1 27.9

顕微鏡を使い，観察対象を拡大し，焦点を合わせて観察することに課題が見られる。一連

の操作の中では, 特にピントを合わせる評価の観点④及び⑤において課題が見られる。また，

通過率は第５学年で59.8％，第６学年で27.9％であり，学習した学年よりも後の学年の方が

通過率が下がる傾向が見られる。

〔つまずきの例〕

評価の観点①について

・レボルバーの固定が不安定なまま観察し始める

・一番低い倍率にしないまま観察し始める

評価の観点②について

・視野が暗い状態で観察する

・接眼レンズをのぞかずに反射鏡だけ調節する

評価の観点③について

・プレパラートをクリップなどで固定しない

評価の観点④について

・対物レンズを近付けないまま，ピントを合わせ始める

評価の観点⑤について

・接眼レンズをのぞきながら，対物レンズとのせ台を近付けてピントを合わせる

・ピントが合っていない状態で観察する

・観察対象が中心からずれている

・観察対象をゴミや気泡などと間違える

togashi
テキストボックス
　 　    　　　　　（児童の写真）
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分析・考察
評価の観点①について

通過率は第５学年で88.4％，第６学年で80.3％である。

〔つまずきの例〕において，一番低い倍率にしないまま観察し始める児童は，対物レン

ズを変えて倍率を調節する操作を理解していないと考えられる。

評価の観点②について

通過率は第５学年で90.5％，第６学年で74.3％である。特に第６学年でつまずきが見ら

れる。

〔つまずきの例〕において，視野が暗い状態で観察する児童は，反射鏡の操作や適切な

観察状態を理解していないと考えられる。また，接眼レンズをのぞかずに反射鏡だけ調節

する児童は，反射鏡さえ動かせば，視野が明るくなると誤って理解していると考えられる。

評価の観点③について

通過率は第５学年で98.4％，第６学年で96.1％である。

〔つまずきの例〕において，プレパラートをクリップなどで固定しない児童は，固定し

ないままではプレパラートの位置がずれてしまったり，落として割ってしまったりするこ

とを理解していないと考えられる。

評価の観点④について

通過率は第５学年で78.3％，第６学年で47.5％である。特に第６学年でつまずきが見ら

れる。

〔つまずきの例〕において，対物レンズを近付けないまま，ピントを合わせ始める児童

は，対物レンズとプレパラートとの接触を防ぐための安全な操作について理解していない

と考えられる。

評価の観点⑤について

通過率は第５学年で78.8％，第６学年で58.1％である。特に第６学年でつまずきが見ら

れる。

〔つまずきの例〕において，接眼レンズをのぞきながら，対物レンズとのせ台を近付け

てピントを合わせる児童は，評価の観点④に見られた児童と同様に，対物レンズの接触等

における安全な操作について理解していないと考えられる。また，観察対象にピントが合っ

ていない状態で観察する児童は，適切な観察状態を理解していないと考えられる。さらに，

観察対象が中心からずれている児童は，プレパラートの動かし方を理解していないと考え

られる。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，実際の顕微鏡を用いて教師が具体的な操作方法を示したり，教科書

等を活用したりして，適切な操作について理解させることが大切である。また，一連の操

作を各自が体験できるよう環境を整備し，全ての児童に顕微鏡を操作する時間が保証され

ていることも大切である。例えば，第６学年においても，「Ｂ(1)人の体のつくりと働き」

の学習における「メダカの尾びれの血流の観察」や「Ｂ(2)植物の養分と水の通り道」の

学習における「植物の葉の気孔の観察」などにおいて，顕微鏡を使用する機会を設定して

再度，操作方法について確認していく学習活動が考えられる。
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＜参考＞

電子てんびんを使用した計量

調査分析の狙い
電子てんびんを使い，はかりたい物を正確にはかり取ることができるかどうかをみる。

調査の様子

評価者指示事項

ここにある電子てんびん１台，薬包紙１枚，薬さじ１本を使って，食塩を５ｇはかり取っ

てください。

各学年の調査結果
通過率（％）

評価規準 評価の観点

①電子てんびんに薬包紙をの ②薬さじを使って食塩を電子 全ての評価の観点が

せてスイッチを入れ，表示を てんびんにのせ，５ｇをはか できた割合

対象学年（児童数） ０ｇにすることができる。 り取ることができる。

第５学年（39人） 87.2 97.4 87.2

第６学年（154人） 79.9 79.2 72.7

電子てんびんを使い，はかりたい物を正確にはかり取ることについては，多くの児童がで

きている。

〔つまずきの例〕

評価の観点①について

・薬包紙をのせた後に，０ｇの表示にせずに食塩をはかり始める

評価の観点②について

・薬包紙の重さを含めて５ｇをはかり取る

分析・考察
評価の観点①について

通過率は第５学年で87.2％，第６学年で79.9％である。

〔つまずきの例〕において，薬包紙をのせた後に，０ｇの表示にせずに食塩をはかり始

める児童は，０ｇに補正する操作や，電子てんびんの機能について理解していないと考えら

れる。

評価の観点②について

通過率は第５学年で97.4％，第６学年で79.2％である。特に第６学年でつまずきが見ら

れる。

〔つまずきの例〕において，薬包紙の重さを含めて５ｇをはかり取る児童は，薬包紙に

重さがあることを理解していないと考えられる。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，上皿てんびんを使って傾く様子などから，薬包紙の重さを意識させ

ることが大切である。その上で，電子てんびんを０ｇに補正する操作の意味を理解させる

ことが大切である。

togashi
テキストボックス
　　　　　　　　　　　（児童の写真）
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＜参考＞

上皿てんびんを使用した計量

調査分析の狙い
上皿てんびんを使い，はかりたい物を正確にはかり取ることができるかどうかをみる。

調査の様子

評価者指示事項

ここにある上皿てんびん１台，分銅セット１個，薬包紙２枚，薬さじ１本を使って，食塩

を５ｇはかり取ってください。

各学年の調査結果
通過率（％）

評価規準 評価の観点

①上皿てんびんの ②左右の皿に薬包 ③ピンセットを ④薬さじを使って 全ての評価の

調節ねじを回して，紙をのせることが 使って片方の皿に 食塩を別の皿にの 観点ができた

対象学年 水平にすることが できる。 ５ｇの分銅をのせ せ，つり合わせる 割合

（児童数） できる。 ることができる。 ことができる。

第６学年（79人） 57.0 87.3 90.6 72.2 46.8

上皿てんびんを使い，はかりたい物を正確にはかり取ることに課題が見られる。

〔つまずきの例〕

評価の観点①について

・調節ねじを回して操作することができず，つり合わせずにはかり始める

・操作はできるが調整が不十分なままはかり始める

・針が止まるのを待っている

評価の観点②について

・薬包紙を片方の皿だけにのせる

・薬包紙が目盛り板などに触れた状態で操作をする

評価の観点③について

・分銅をのせる前に食塩をのせる

・５ｇとは異なる分銅を選ぶ

・手を使って分銅をのせる

評価の観点④について

・つり合いが不十分なままはかり取る

・一度にのせる量が，必要な量より極端に多すぎたり，少なすぎたりする

togashi
テキストボックス
　　　　　　　　　　　　　　　　（児童の写真）
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分析・考察
評価の観点①について

通過率は，第６学年で57.0％である。

〔つまずきの例〕において，調節ねじを回して操作することができない児童は，調節ね

じの操作や，調節ねじで水平につり合わせることについて理解していないと考えられる。

また，調節ねじによる調整が不十分な児童は，水平につり合わせないと正確にはかり取る

ことができないことを理解していないと考えられる。さらに，針が止まるのを待っている

児童は，針の左右の振れが等しければ，水平であることを理解していないと考えられる。

評価の観点②について

通過率は，第６学年で87.3％である。

〔つまずきの例〕において，薬包紙を片方の皿だけにのせる児童は，正確にはかり取る

ためには，左右の皿の状態を水平にする必要があることについて理解していないと考えら

れる。

評価の観点③について

通過率は，第６学年で90.6％である。

〔つまずきの例〕において，分銅をのせる前に食塩をのせる児童は，分銅を基準として

重さをはかり取ることについて理解していないと考えられる。

評価の観点④について

通過率は，第６学年で72.2％である。

〔つまずきの例〕において，つり合いを取る段階で，一度にのせる量が必要な量より極

端に多すぎたり，少なすぎたりする児童は，食塩の量を予測してのせることを意識してい

ないと考えられる。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，単に操作方法だけを覚えさせるのではなく，上皿てんびんの仕組み

とともに，一つ一つの操作の意味を理解させることが大切である。例えば，生活科でのど

んぐりなどを使った「やじろべえ」作りや，第３学年「Ａ(1)物と重さ」で使った大型て

んびんの経験を想起し，上皿てんびんの仕組みについて理解する学習活動が考えられる。
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（２）観察・実験の技能に係る学力調査の結果と技能の習得状況の対比

学力調査において観察，実験の技能に関する問題は，設問２(1)「虫眼鏡の操作」及び設

問４(1)「方位磁針の操作」の２問であり，基本的な観察，実験の技能に関する知識を問う

ことを狙いとした。しかし，理科の学習における観察，実験は，実際に操作を伴うもので

あり，単に方法を理解しただけでは操作できないものもある。そこで，観察，実験の技能

の習得状況に焦点を当てた調査を実施し，その結果の比較を通して，学力調査との関連に

ついて分析を行った。

虫眼鏡の操作

「学力調査」小学校理科 設問２(1)

出題の趣旨
虫眼鏡の適切な操作方法を身に付けているかどうかをみる。

解答類型と反応率

反応率
設問番号 解 答 類 型 正答

（％）

２ (1) １ １ と解答しているもの 11.4

２ ２ と解答しているもの 8.8

３ ３ と解答しているもの 14.2

４ ４ と解答しているもの 65.1 ◎

９ 上記以外の解答 0.1

０ 無解答 0.5
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「観察・実験の技能の習得状況の調査」

調査分析の狙い

虫眼鏡を使い，動かせないものを拡大し，焦点を合わせて観察できるかどうかをみる。

各学年の調査分析結果
通過率（％）

評価規準 評価の観点
①鉢植えに体を近付け，虫眼 ②対象がはっきり見えるとこ 全ての評価の観点が
鏡を前後に動かし，焦点を合 ろで止めて観察することがで できた割合

対象学年（児童数） わせることができる。 きる。

第４学年 (203人) 91.6 93.1 91.6

第６学年 (179人) 98.3 97.8 97.8

分析・考察
○ 学力調査の設問２(1)の正答率は65.1％であり，課題が見られるが，技能の習得状況の

通過率は第４学年で91.6％，第６学年で97.8％であり，多くの児童が虫眼鏡と観察対象と

の距離を調節し，拡大し焦点を合わせて観察することができている。

ただし，技能の習得状況では最終的な通過率は高いものの，虫眼鏡を前後に動かし距離

を調節し焦点を合わせるという一連の操作を円滑に行える児童ばかりでなく，学力調査の

誤答「虫眼鏡を上下に動かす」（選択肢１）や「虫眼鏡を上下に，頭を前後に動かす」（選

択肢３）が操作過程において見られる。このような児童は，体の位置や虫眼鏡を構える位

置を試行錯誤的に動かしながら，最終的に焦点を合わせることができたと考えられる。ま

た，学力調査の誤答「虫眼鏡を観察するものに付ける」（選択肢２）と同様の適切ではな

い操作も見られる。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，虫眼鏡と観察対象との距離を調節することで焦点が合い，小さなも

のが大きく見えるという虫眼鏡の機能について理解させることが大切である。

Ⅱ
（
２
）
観
察
・
実
験
の
技
能
に
係
る
学
力
調
査
の
結
果
と
技
能
の
習
得
状
況
の
対
比

togashi
テキストボックス
　　　　　　　　　　　（児童の写真）
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方位磁針の操作

「学力調査」小学校理科 設問４(1)

出題の趣旨
方位磁針の適切な操作方法を身に付けているかどうかをみる。

解答類型と反応率

反応率
設問番号 解 答 類 型 正答

（％）

４ (1) 記号 太陽の方位

１ 南西 と解答しているもの 27.6 ◎

２
１ と解答

南 と解答しているもの 1.8

３ 西 と解答しているもの 1.4

４ 東 と解答しているもの 0.3

５
類型１から類型４以外の解答

3.4
無解答

６ ２ と解答しているもの 28.8

７ ３ と解答しているもの 18.1

８ ４ と解答しているもの 14.9

９ 上記以外の解答 0.4

０ 無解答 3.2
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「観察・実験の技能の習得状況の調査」

調査分析の狙い

方位磁針を使い，太陽の方位を調べることができるかどうかをみる。

各学年の調査分析結果
通過率（％）

評価規準 評価の観点

①方位磁針のケースを回して， ②太陽の方位を読み取ること 全ての評価の観点が
文字盤の「北」と色の付いた針 ができる。 できた割合

対象学年(児童数） の先を合わせることができる。

第４学年（203人） 65.5 60.1 58.6

第６学年（179人） 67.0 57.0 55.3

分析・考察
○ 学力調査の設問４(1)の正答率は27.6％であり，課題が見られる。また，技能の習得状

況の通過率は第４学年で58.6％，第６学年で55.3％であり，課題が見られる。

なお，技能の習得状況では，指定した太陽の方位を調べる際に，「方位磁針の文字盤の

『北』を前方に向ける」という操作が見られる。このような児童は，地図上では上が北を

指すという知識から方位磁針を操作したものと考えられ，学力調査の誤答「文字盤の北を

前方に向けた方位磁針」（選択肢２）の割合が28.8％と，誤答の中で最も高かったことと

関連していると考えられる。また，色の付いた針を太陽の方に向けようとして，方位磁針

を振ったり，方位磁針を持って自分自身が回ったりするなど，学力調査の誤答とは異なる

操作も見られる。このような児童は，方位磁針の針は観察対象を指し示したり，自分が動

くと方位磁針の針も一緒に動いたりするものと捉えていると考えられる。

指導改善のポイント

○ 指導改善としては，方位磁針の針は磁石であり，常に北と南を指して止まるという方位

磁針の機能について理解させることが大切である。

togashi
テキストボックス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（児童の写真）
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資料１ 平成24年度全国学力・学習状況調査【小学校】 調査問題（理科）
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資料２ 平成24年度全国学力・学習状況調査【小学校】 設問別集計結果（理科）
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資料３ 平成24年度全国学力・学習状況調査【小学校】 質問紙調査内容（理科）

※は本分析で分析対象とした質問項目である。

学校質問紙調査（理科関連部分）

調査対象である第６学年の児童に対する理科の授業において，前年度までに次のような指

導をどの程度行いましたか。当てはまる番号を右の１から４（よく行った／どちらかといえ

ば，行った／あまり行っていない／全く行っていない）の中から１つずつ選んでください。

理科の指導方法

（57）補充的な学習の指導

（58）発展的な学習の指導

（59）実生活における事象との関連を図った授業 〔※p.12〕

（60）児童が科学的な体験や自然体験をする授業

（61）自ら考えた仮説をもとに観察，実験の計画を立てさせる指導 〔※p.20〕

（62）観察や実験の結果を整理し考察する指導 〔※p.16〕

（63）観察や実験におけるカードやノートへの記録・記述の方法に関する指導

指導方法・学習規律

（22）児童の様々な考えを引き出したり，思考を深めたりするような発問や指導をしている

〔※p.24〕

児童質問紙調査（理科関連部分）

あなたは理科についてどのように思っていますか。当てはまるものを右の１から４（当ては

まる／どちらかといえば，当てはまる／どちらかといえば，当てはまらない／当てはまらない）

の中から１つずつ選んでください。

（67）理科の勉強は好きだ

（68）理科の勉強は大切だ

（69）理科の授業の内容はよく分かる

（70）自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがある

（71）科学や自然について疑問を持ち，その疑問について人に質問したり，調べたりすることが

ある

（72）理科の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考える 〔※p.12〕

（73）理科の授業で学習したことは，将来，社会に出たときに役に立つ

（74）将来，理科や科学技術に関係する職業に就きたい

（75）理科の授業で，自分の考えをまわりの人に説明したり発表したりしている

（76）観察や実験を行うことは好きだ

（77）理科の授業で，自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てている 〔※p.20〕

（78）理科の授業で，観察や実験の結果から，どのようなことが分かったのか考えている

〔※p.16〕

（79）理科の授業で，観察や実験の進め方や考え方がまちがっていないかをふり返って考えてい

る 〔※p.24〕

（80）理科の授業でものをつくることは好きだ
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資料４ 無解答の理由に関する調査 教師用説明資料

１ この問題は成績には関係ありません。
→分からない問題があったときは，次の質問に従い，分からない理由について

正直に書くことを説明してください。

２ 解答時間は15分間です。自分のペースで問題を解きましょう。
→時間については変更可能です。

３ 問題に自分の名前を書かないでください。

４ 解答欄は問題の中にあります。□の中に答えを書きましょう。

５ 問題の下に質問がありますが，その質問は答えが書けなかった人に

対するものです。答えが書けた人は質問に答える必要はありません。
→問題の答えを書けなかったところがあった人は，その次の質問に答えます。

質問の意味について，以下を参考に説明してください。

（例）

【問題】 空気の中にある水じょう気が冷やされて，ふたたび水のつぶになる

ことがあります。このようなことを何といいますか。

【答え】

この問題に対して，

・全く何を聞かれているか分からない人は，１「問題の意味が分からない」を選

んでください。

・何を聞かれているかは分かるけれど，「結ろ」という言葉を思い出せない人は，

２「問題の意味はわかったけれど，学習したことを忘れてしまった」を選んで

ください。

・問題の意味が分かり，学習したこと，例えば，暑い日の冷えたペットボトルの

周りにつく水滴などは覚えているけれど，「結ろ」という言葉だけが思い出せな

い人は，３「学習していることは覚えているけれど，どのように書いていいか

わからなかった」を選び，覚えていたこと，この場合は「暑い日の冷えたペッ

トボトルの周りに付く水滴」などを下の欄に書いてください。

結ろ
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