
 

                         

報 道 発 表 National Institute for Educational Policy Research 
国立教育政策研究所 

 
平成２５年３月２７日 

 

「特定の課題に関する調査（論理的な思考）調査結果報告書」について 
 

１．調査の概要 
「特定の課題に関する調査（論理的な思考）」として，下記のとおり実施しました。 

○調査実施日：平成２４年２月１日～２月１０日までの期間内で各学校が調査 
○調査対象学年：高等学校及び中等教育学校（後期課程） 第２学年 
○調査実施学校数、生徒数：１６０校、約５，５００人 
※調査実施学校は，全国の国公私立の高等学校から，国立教育政策研究所（以下、「研究所」）
が無作為に学校を抽出。 

 
２．調査結果の概要 
 調査結果の概要は下記及び別添のとおりです。 
①論理的な思考の過程を６つの活動に分け，それぞれに係る問題を出題したところ，
「事象の関係性について洞察する」力などに係る問題の通過率は，全問題の平均通
過率（53.5%）を上回った。 

②「必要な情報を抽出し，分析する」力などに係る問題の通過率は，全問題の平均通
過率を下回った。 

③本調査では，一人の生徒が「一般的な表現形式による問題」（調査Ⅰ），「数学的な
表現形式による問題」（調査Ⅱ）の二つの形式による問題を解答したところ，調査
Ⅱの通過問題数が高くなるほど，当該生徒の調査Ⅰの平均通過率等は高くなった。 

④「一般的な表現形式による問題のような問題を解く力が社会で必要である」と肯定
的に回答した生徒が約７割，日頃の授業等の指導で「論理的な文章を読んで，書き
手の考えやその展開の仕方などについて意見を書く」を肯定的に回答した国語教師
が約６割，学校が重視している取組として「各教科で論理的・科学的な思考力が必
要な場面を設ける」を回答した学校が約７割など，論理的に思考する力の育成につ
いての生徒及び教師の関心，教師及び学校の取組や授業の工夫・改善がみられた。 

⑤問題の通過状況が比較的良好な生徒については，「日頃の学習や生活で，物事を筋
道立てて考えようとする」等に対する肯定的回答の割合が生徒全体での割合に比べ
て高かった。 

⑥問題の通過状況が比較的良好な生徒を教えている教師，学校については，「自分の
考えや意見を述べるときは，根拠が適切かどうか確かめさせる」（数学教師），「講
義中心の授業から問題解決中心の授業に転換を図る」（学校が重視する取組）等に
対する肯定的回答の割合が教師又は学校全体での割合に比べて高かった。 

⑦課題研究等を行っている学校の生徒の平均通過問題数は，行っていない学校の生徒
の平均通過問題数を上回った。 

 
３．その他 
 本調査結果報告書は，研究所のホームページに掲載します。 

URL：http://www.nier.go.jp/kaihatsu/tokutei_ronri/index.html 
また，各都道府県教育委員会等に配布する予定です。 
 

（担当） 
  国立教育政策研究所教育課程研究センター 

研究開発部長      宮内 健二（03-6733-6820） 
研究開発部研究開発課長 大内 克紀（03-6733-6821） 

 国立教育政策研究所では，グローバル化の進展等を踏まえ，現在の我が国の高校
生の論理的に思考する力の育成状況を把握，分析するための調査を初めて実施し，
このたび，調査結果報告書を作成しました。 
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調査結果を踏まえた７つの視点からの論理的に思考する力の育成状況について

〔調査の概要〕

 本調査では，我が国の高等学校生徒の論理的に思考する力の育成状況を把握，分析す

るため，論理的な思考に必要と考えられる活動を下記の①から⑥と設定し，それぞれの

力に係る調査問題を作成した。（計30問）

① 規則，定義，条件等を理解し適用する…５問

② 必要な情報を抽出し，分析する …５問

③ 趣旨や主張を把握し，評価する …３問

④ 事象の関係性について洞察する …６問

⑤ 仮説を立て，検証する …６問

⑥ 議論や論証の構造を判断する …５問

 これらの問題は，各問題の表現形式により，一般的な表現形式による問題（調査Ⅰ），

数学的な表現形式による問題（調査Ⅱ）に分け，さらに調査Ⅰ，調査Ⅱの各問題内で内

容Ａ，内容Ｂの２種類に分けて冊子化した。

これにより，調査実施学校の調査対象クラスでの出席番号が奇数の生徒は内容Ａの調

査Ⅰ（13問）及び調査Ⅱ（５問），偶数の生徒は内容Ｂの調査Ⅰ（９問）及び調査Ⅱ（３

問）の問題を解答した。

 また，調査対象生徒の問題を解いた時の状況や日頃の学習活動の状況，それらの生徒

を指導する国語，数学の教師や学校の指導の状況等を把握するために質問紙調査を行っ

た。

これらの調査結果のうち，高等学校生徒の論理的に思考する力の育成状況に係る主な

事項を７つの視点から整理すると以下のとおりである。

 なお，本調査で把握できたものは，あくまで生徒の論理的に思考する力の一部の状況

である。

１．「事象の関係性について洞察する」力などに係る問題の通過率は，

全問題の平均通過率を上回った。

※「通過率」…調査実施生徒数に対して正答又は準正答であった生徒数の割合

〔主な関係調査結果〕

下記の３つの力に係る問題の通過率は全問題の平均通過率（53.5％）を上回った。

なお，個々の問題について想定する通過率を設定したり，問題間で難易度を調整してい

ないため，それぞれの活動の力の有無を調査結果をもって単純に比較することはできない。
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(1)「④事象の関係性について洞察する」力について

○ 関係問題（６問）の平均通過率は67.9％。

【該当問題】調査Ⅰ内容Ａ１「三段論法」（４問），調査Ⅱ内容Ａ２「車の保有率」（２問）

(2)「①規則，定義，条件等を理解し適用する」力について

○ 関係問題（５問）の平均通過率は60.1％。

【該当問題】調査Ⅰ内容Ａ３「ドアの鍵番号」（２問），調査Ⅰ内容Ｂ２「立ち位置」（２

問），調査Ⅱ内容Ｂ１「カレンダー」（１問）

○ ５問のうち，与えられた規則や条件に従って読むことに係る問題（２問）の通過率

は79.2％，78.0％。

【該当問題】調査Ⅰ内容Ａ３「ドアの鍵番号」問１，調査Ⅰ内容Ｂ２「立ち位置」問１

(3)「⑤仮説を立て，検証する」力について

○ 関係問題（６問）の平均通過率は59.1％。

【該当問題】調査Ⅰ内容Ａ４「交通事故のグラフ」（５問），調査Ⅱ内容Ａ１「人間開発

指数」（１問）

２．「必要な情報を抽出し，分析する」力などに係る問題の通過率は，

全問題の平均通過率を下回った。

〔主な関係調査結果〕

下記の３つの力に係る問題の通過率は全問題の平均通過率を下回った。

(1)「②必要な情報を抽出し，分析する」力について

○ 関係問題（５問）の平均通過率は30.3％。

【該当問題】調査Ⅰ内容Ａ２「カレンダーの曜日」（２問），調査Ⅰ内容Ｂ３「階段の段

数」（２問），調査Ⅱ内容Ｂ３「高さと距離」（１問）

○ ５問のうち，必要な情報を読み取ることのみならず条件を踏まえて不要な情報を適

切に捨てることが必要である問題（調査Ⅰ内容Ｂ３「階段の段数」問１）の通過率（９

つの小問全問に正答）は14.3％。

(2)「③趣旨や主張を把握し，評価する」力について

○ 関係問題（３問）の平均通過率は43.3％。

【該当問題】調査Ⅰ内容Ｂ４「国語辞典」（２問），調査Ⅱ内容Ｂ２「証明の修正」（１問）

(3)「⑥議論や論証の構造を判断する」力について

○ 関係問題（５問）の平均通過率は52.2％。

【該当問題】調査Ⅰ内容Ｂ１「学園祭に関する会話」（３問），調査Ⅱ内容Ａ３「連続す

る整数の性質」（２問）
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３．数学的な表現形式による問題の通過状況と一般的な表現形式による

問題の通過状況との間にみられる傾向について

〔主な関係調査結果〕
(1)調査Ⅱ（数学的な表現形式による問題）の通過問題数ごとにみた，該当生徒の調査Ⅰ

（一般的な表現形式による問題）の平均通過率

○内容Ａ（調査Ⅰ：全13問，調査Ⅱ：全５問）

調査Ⅱの通過問題数 ０ １ ２ ３ ４ ５

調査Ⅰの平均通過率（％） 47.2 59.7 71.8 81.0 86.5 88.5

○内容Ｂ（調査Ⅰ：全９問，調査Ⅱ：全３問）

調査Ⅱの通過問題数 ０ １ ２ ３

調査Ⅰの平均通過率（％） 37.9 50.3 60.4 65.5

(2)調査Ⅱの通過問題数ごとにみた，該当生徒に占める調査Ⅰを平均通過問題数以上（内
容Ａ：９問以上，内容Ｂ：５問以上）通過した生徒の割合

○内容Ａ

調査Ⅱの通過問題数 ０ １ ２ ３ ４ ５

調査Ⅰを９問以上通過し 26.3 46.7 69.7 87.0 94.7 96.8
た生徒の割合（％）

○内容Ｂ

調査Ⅱの通過問題数 ０ １ ２ ３

調査Ⅰを５問以上通過し 29.4 51.8 73.5 81.1
た生徒の割合（％）

(3)調査Ⅱの通過問題数ごとにみた，該当生徒に占める調査Ⅰを全問通過した生徒の割合

○内容Ａ

調査Ⅱの通過問題数 ０ １ ２ ３ ４ ５

調査Ⅰを全問通過した生 0.5 1.8 5.9 9.3 19.9 25.7
徒の割合（％）

○内容Ｂ

調査Ⅱの通過問題数 ０ １ ２ ３

調査Ⅰを全問通過した生 0.1 0.6 2.5 5.1
徒の割合（％）
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４．論理的に思考する力の育成についての生徒及び教師の関心の状況，

教師及び学校の取組や授業の工夫・改善について

〔主な関係調査結果〕

(1) 調査Ⅰ（一般的な表現形式による問題）のような問題を解く力が社会で必要であると

肯定的に回答した生徒の割合は約７割。

(2) 国語教師，数学教師ともに約７割の教師が，本調査問題を解く力は社会で生きていく

のに必要であると回答。

(3) 調査実施学校のうちの約８割の学校が，生徒の思考力・判断力・表現力等を育成する

ための取組を行っていると回答。

(4) 国語教師で，日頃の授業などでどのような言語活動を通して指導をしているかについて，

・論理的な文章を読んで，書き手の考えやその展開の仕方などについて意見を書く

・文章などを読んで得られる複数の情報から必要な情報を選んで使う

と回答した者は５割超。

・様々な考え方ができる事柄について，幅広い情報を基に自分の考えや意見をまとめ

発表する

と回答した者は約５割。

(5) 数学教師で，日頃の授業などでどのような指導をしているかについて，

・論理的に考えることが大切であることを説明する

・１つの問題についていろいろな考え方を出させる

・自分の考えや意見を述べるときは，根拠が適切かどうか確かめさせる

と回答した者は５割超。

生徒に数学の問題の解答を書かせるとき最も意識して指導していることとして，

・適切な根拠を挙げて，筋道が分かるように書くこと

と回答した者は約５割。

(6) 学校が重視している取組について，

・各教科で論理的・科学的な思考力が必要な場面を設ける

・観点別評価に基づいて多様な観点から評価を行う

・講義中心の授業から問題解決中心の授業に転換を図る

・思考力・判断力・表現力等を育成する指導の校内研修を行う

と回答した学校は５割超。



- 5 -

５．調査問題の通過状況が比較的良好な生徒の論理的に思考する力に対

する認識，日頃の授業，学習，生活の中での取組について

〔主な関係調査結果〕

通過問題数で上位20％に該当する生徒（通過問題数が内容Ａ（全18問）で15問以上，内

容Ｂ（全12問）で８問以上。以下同じ。）は，下記の質問事項に肯定的に回答した割合が

生徒全体の回答割合に比べて高い。（生徒の通過問題数と下記の取組とを単純に関連付け

ることは不適当。）

 本調査問題を解いたときに楽しかった

 本調査問題を解くような力が社会で必要である

 平日，学校の授業以外に１時間から３時間勉強する

 日頃の授業で，

・先生の話や説明を聞く

・自分の考えや意見を根拠に基づいて書く

 日頃の勉強方法として，

・予習や復習（宿題を含む）をする

・問題を解くときは，他にも解き方がないかよく考える

・今までに習ったことと関連付けて理解しようとする

・問題集など使って，できるだけ多くの問題を解くようにする

 日頃の学習や生活で，

・物事を筋道立てて考えようとする

・きまりや条件などを理解して使おうとする

・複数の情報から必要な情報を選んで使おうとする

・分からないときでもあきらめずに考えようとする

・文章などの趣旨や主張を理解して評価（批評）しようとする

・いろいろなアイディアを考えようとする

・社会や自然などについての事象の関係を考えようとする

・議論や証明の仕組みを考えて，その良し悪しを判断しようとする

 「文学的な読み物」，「科学的な読み物」を自分から読みたいと思って読む

 日頃の学習や生活の中で分からないことや疑問が出てきたときに「自分で考える」，「自

分で調べる」

 一人で考える
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６．調査問題の通過状況が比較的良好な生徒を教えている教師，学校に

おける取組や授業の工夫・改善について

〔主な関係調査結果〕

通過問題数で上位20％に該当する生徒が過半数在籍するクラスがある学校及びそのクラ

スを指導している教師は，下記の質問事項について肯定的に回答した割合が全体の回答割

合に比べて高い。（生徒の通過問題数と下記の取組とを単純に関連付けることは不適当。）

(1) 国語教師は，日頃の授業などでどのような言語活動を通して指導をしているか。

・実用的な文章を読み，自分の考えや意見をもって話し合う

・自分の考えや意見を，根拠を明確にしてまとまりのある分量で書く問題を定期考査

で出題する

・反論を想定して発言したり疑問点を質問したりしながら討論する

・様々な考え方ができる事柄について，幅広い情報を基に自分の考えや意見をまとめ

発表する

・課題を設定し，様々な資料を調べ，その成果をまとめて発表したり，報告書や論文

にまとめたりする

(2) 国語教師は，日頃の授業などで生徒の考えや意見をどのように扱っているか。

・生徒に自分の考えや意見を発表させ，クラス全体又は小グループで話し合わせる

(3) 数学教師は，日頃の授業などでどのような指導をしているか。

・数学を発展させる考え方について具体的に説明する

・反例を挙げることが必要な問題場面を設ける

・自分の考えや意見をのべるときは，根拠が適切かどうか確かめさせる

・1つの問題についていろいろな考え方を出させる

・ある問題について考えたらそれに似た問題を考えさせる

(4) 数学教師は，日頃の授業などで生徒の考えや意見をどのように扱っているか。

・生徒の考えや意見を黒板に書かせる

・授業のまとめで生徒に自分の考えや意見を言わせる

・生徒の考えや意見を黒板に書かせた上で発表や説明をさせる

(5) 学校ではどのような取組を重視しているか。

・各教科で論理的・科学的な思考力が必要な場面を設ける

・講義中心の授業から問題解決中心の授業に転換を図る

・学習する意義について生徒が考える機会を設ける

・自律性を育成することを目指す

・思考力・判断力・表現力等を育成する指導の校内研修を行う
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７．課題研究等を行っている学校の生徒の問題の通過状況について

〔主な関係調査結果〕

(1) 約９割の学校が，在学期間中に全て又は一部の生徒に課題研究等（生徒に課題を与え，

それについて必要な資料を集めて，整理・分析したり，実験・観察等を行ってその結果

について考察したりしたことを，報告書や論文にまとめたり，発表したりする取組）を

行わせていると回答。

(2) 課題研究等を全て又は一部の生徒に行わせている学校の生徒の平均通過問題数

内容Ａ（計18問中） 内容Ｂ（計12問中）

課題研究等を

行っている学校の 10.6問 5.7問

平均通過問題数

課題研究等を

行っていない学校 7.5問 4.1問

の平均通過問題数



特定の課題に関する調査（論理的な思考）
調査結果の概要

【調査の概要】
 調査対象学年／⾼等学校第２学年（中等教育学校後期課程第２学年を含む。）
 調査実施⽇／平成24年２⽉１⽇（⽔）〜平成24年２⽉10⽇（⾦）までの

期間内で各学校が実施⽇を設定し調査を実施
学校数及び⽣徒数／ 160校 約5,500⼈ 全国の国公私⽴学校から無作為抽出
 調査の⽬的・内容・⽅法等／

論理的に思考する過程での活動を以下の６つに設定し，各活動に係る出題を⾏った。

(⽬的）
我が国のグローバル化の進展を踏まえ，また，学習指導要領においても思考⼒・判断

⼒・表現⼒を育むことが重要とされる中で，⾼校⽣の論理的に思考する⼒の状況を把握・
分析し，今後の⾼等学校教育等の改善充実に役⽴てる（国⽴教育政策研究所として初め
て実施）。
（論理的な思考を６つの活動に分けて出題）

活動 具体的な内容

① 規則，定義，条件等
を理解し適⽤する。

資料から読み取ることができる規則や定義等を理解し，それを具体
的に適⽤する。

② 必要な情報を抽出し，
分析する。

多くの資料や条件から推論に必要な情報を抽出し，それに基づいて
分析する。

③ 趣旨や主張を把握し，
評価する。

資料は，全体としてどのような内容を述べているのかを的確にとら
え，それについて評価する。

④ 事象の関係性につい
て洞察する。

資料に提⽰されている事象が，論理的にどのような関係にあるのか
を⾒極める。

⑤ 仮説を⽴て，検証す
る。

前提となる資料から仮説を⽴て，他の資料などを⽤いて仮説を検証
する。

⑥ 議論や論証の構造を
判断する。

議論や論争の論点・争点について，前提となる暗黙の了解や根拠，
また，推論の構造などを明らかにするとともに，その適否を判断す
る。
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対象 調査の種類

生徒

調査Ⅰ（45分間）
（一般的な表現形式）

調査Ⅱ（30分間）
（数学的な表現形式）

質問紙調査(15分間）

内容Ａ

調査ⅠＡ（13問）
Ａ１．三段論法・

携帯電話の利用時間 ④
Ａ２．カレンダーの曜日 ②
Ａ３．ドアの鍵番号 ①
Ａ４．交通事故のグラフ ⑤

調査ⅡＡ（5問）
Ａ１．人間開発指数 ⑤
Ａ２．車の保有率 ④
Ａ３．連続する整数の性質 ⑥

生徒質問紙Ａ

内容Ｂ

調査ⅠＢ（9問）
Ｂ１．学園祭に関する会話 ⑥
Ｂ２．立ち位置 ①
Ｂ３．階段の段数 ②
Ｂ４．国語辞典 ③

調査ⅡＢ（3問）
Ｂ１．カレンダーの数の性質 ①
Ｂ２．証明の修正 ③
Ｂ３．高さと距離 ②

生徒質問紙Ｂ

教師
教師質問紙（国語）

教師質問紙（数学）

学校 学校質問紙

（調査方法）

《生徒に対する調査》
・内容Ａ， 内容Ｂの２冊子で実施。

・内容Ａ，内容Ｂには，それぞれ調査Ⅰとして一般的な表現形式による調査，調査Ⅱ
として数学的な表現形式による調査及び質問紙調査の３種類の調査を実施。

・調査実施学校の調査対象の１学級の生徒を２つに分け，出席番号が奇数の生徒は
内容Ａ（18問），偶数の生徒は内容Ｂ（12問）の調査問題に解答。

《教師・学校に対する調査》

・調査対象生徒の国語，数学を担当している教師，学校の管理職等を対象に質問紙
調査を実施。

① 各調査問題の通過状況により分析。
② 各調査問題間の通過状況のクロス集計により分析。
③ 各調査問題の通過状況と生徒・教師質問紙調査とのクロス集計により分析。

（分析方法）

（表現形式別に出題）

※1：( )内の問題数はいずれも小問数
※2：表中の➀～➅については論理的な思考の６つの活動を表す

日常生活全般に関わる表現形式によるものを「一般的な表現形式」，数式や図
形などの表現形式によるものを「数学的な表現形式」とし，それぞれの表現形式に
ついて６つの活動別により出題
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 全30問の通過率（正答及び準正答の生徒の割合）の平均は53.5％。

 論理的に思考することの活動別の平均通過率で，最も高かったのは「④事象の関係
性について洞察する」（平均通過率：67.9％(6問)），最も低かったのは「②必要な情報を
抽出し，分析する」（平均通過率：30.3％(5問)）。

 無解答率は6.7％，うち記述式（5問）についての無解答率は16.7％

調査問題に関する主な結果

【主な調査結果】

質問紙に関する主な結果

（生徒質問紙）

○ 一般的な表現形式の問題について，「このような問題を解く力が社会で必要」と肯定的に

回答した生徒は約７割。

○ 日頃の学習や生活の中で考える習慣・態度について，最も高いのは「きまりや条件など

を理解して使おうとする」（72.4％），最も低いのは「ある事象がなぜ起こるかの仮説を立て

て検証しようとする」（26.0％）。

（国語教師質問紙）

○ 授業で実施している言語活動について，最も肯定率が高かったのは 「論理的な文章を

読んで，書き手の考えやその展開の仕方などについて意見を書く」 （64.4 ％） ，次いで「文

章などを読んで得られる複数の情報から必要な情報を選んで使う」 （58.1％）。

○ 論理的な思考力の育成に大切だと思う指導のうち最も肯定率が高かったのは「理由や根

拠を明確にして自分の考えや意見を述べる」（98.8％）。

（数学教師質問紙）

○ 数学の授業における指導で最も肯定率が高かったのは「例題を丁寧に説明する」 （93.8

％）次いで「ある問題について考えたらそれに似た問題を考えさえる」(88.1％)

○ 数学の問題の解答を書かせる時の指導で，最も意識して指導しているのは「適切な根拠

を挙げて，筋道が分かるように書くこと」（49.4％），授業での生徒の考えや意見の扱い方と

して，最も肯定率の高かったのは「生徒の考えや意見を黒板に書かせる」 （53.1％） 。

（学校質問紙）

○ 学校で重視している取組のうち最も高かったのは「教科書に基づいて確かな基礎学力の

定着を図る」（96.3％)。

｢各教科で論理的・科学的な思考力の場面を設ける｣については68.1％。

○ 生徒の思考力・判断力・表現力を育成するため「取り組んでいる」と回答した学校は76.9

％。取組内容としては「発表にかかわること」（31.9％）が最も高く，次いでレ ポート作成（

8.1％）。
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活動 問題 評価される主な事項 課題となる主な事項

① 規則，

定義，条
件等を理
解し適用
する。

・ドアの鍵
番号
・立ち位置

・カレンダー
の数の性質

○与えられた規則や条件を読みと
ること。
（ドアの鍵番号 問１ 79.2％
立ち位置 問１ 78.0％）

●状況に応じて規則や条件を変更
したり，複数の可能性を検証したり
すること。
（ドアの鍵番号 問２ 60.8％
立ち位置 問２ 45.4％）

●演繹的な論理が要求される問題
について，推測により解答を得る傾
向。
（立ち位置 問１，２ のいずれも約４
割が推測により解答）

② 必要な

情報を抽
出し，分
析する。

・カレンダー
の曜日

・階段の段
数

・高さと距離

○問題に対する内容（情報）や課
題解決に必要となる前提（情報）を
読み取ったり，選択したりすること。
（カレンダーの曜日 問１

イからオ 78.9％以上
階段の段数 問１
エ，オ，ケを除き 76.2％以上）

●条件や情報を基に推論，解決す
ること。
(カレンダーの曜日 問２ 51.0％
階段の段数 問２ 20.4％
高さと距離 問 37.3％）

●思考過程で不要な情報を条件を
踏まえて適切に捨象すること。
（階段の段数 問１ 14.3％）

③ 趣旨や

主張を把
握し，評
価する。

・国語辞典

・証明の修
正

○記述された文章をもとに，その
特徴（趣旨や主張）を把握すること。
（国語辞典 問１アからエいずれ

も70％以上）

●文章の内容を評価し，目的に応
じて適切に活用すること。
（国語辞典 問２ 39.9％）

●証明の意味や方法を理解してお
らず，証明に対しての抵抗感がある。
（証明の修正（生徒質問紙）

約４割がその傾向）

活動別の観点からの調査結果

本調査内で通過率が比較的高かったものは「評価される主な事項」，論理的に思考する力の
育成状況の改善が期待されるものは「課題となる主な事項」としている。
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活動 問題 評価される主な事項 課題となる主な事項

④ 事象の

関係性に
ついて洞
察する。

・三段論法

・携帯電話
の利用時間

・車の保有
率

○例示された三段論法に従って推
論すること。
（三段論法 問１(1)ア，イいずれも

85％以上）

○事象の関係性について，述べるこ
とができること。
（携帯電話の利用時間

問2 85.5％）

●三段論法に従った推論が誤っ
ている理由を説明すること。

（三段論法 問１(2) 56.0％）

●相関関係のデータを基に必要
となるデータを加えて，因果関係
について述べること。
（携帯電話の利用時間 問2 に

ついて因果関係の通過率：
19.3％）

⑤ 仮説を

立て，検
証する。

・交通事故
のグラフ

・人間開発
指数

○仮説を検証するための必要な資
料を選択すること。
（交通事故のグラフ 問2③：

86.8％）

○仮説の正誤を判断する際，式を
解釈して判断すること。
（人間開発指数 問(1)66.1％，

(3)64.7％）

●選択した資料を基に，仮説を検
証するための見通しを立てること。
（交通事故のグラフ

問2⑤： 45.4％
無解答は26.8％）

●仮説の正誤を判断する際，2つ
の式を関係付けて解釈すること。

(人間開発指数 問(2)56.0％)

⑥ 議論や

論証の構
造を判断
する。

・学園祭に
関する会話
・連続する
整数の質

○論点を捉え，相手の意見の根拠
が妥当かどうかを踏まえ，反論する
こと。
(学園祭に関する会話 問2：

62.5％)

○根拠としているデータの信頼性を
「量」の点から評価すること。
（学園祭に関する会話 問3
量の面で通過：75.5％）

●根拠としているデータの信頼性
を「質」の点から評価すること。
（学園祭に関する会話 問3

質の面で通過：29.8％）

●帰納的な説明が証明として不
十分なこと，命題の誤りを証明す
るのに反例を一つあげればいい
こと等，数学の証明に係ること。

(連続する整数の性質
問1 28.2％，問2 35.1％）
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特定の課題に関する調査（論理的な思考）

調査問題例



Ⅰ－Ａ－1 
 

金属である 

利用登録をした者（のみ）である 

理由： 

（例）a=2,b=1とすると aと bを加えて得られる数は３となるから。 

（例）前提「３の倍数を２つ加えて得られる数は３の倍数である」は， 

「３の倍数ではない数を２つ加えて得られる数は３の倍数ではな

い」ことを述べているわけではないから。 

１「三段論法」  

後の問いに答えなさい。  
 
問１ 論理的な推論の一例として，「三段論法」に従った推論がある。三段論法で

は，２つの正しい前提から１つの正しい結論が演繹
え き

的に導かれる。例えば，次

のようなものである。 
 

哺
ほ

乳類は脊
せ き

椎
つ い

動物である。     （前提その１） 
クジラは哺乳類である。        （前提その２） 
ゆえに，クジラは脊椎動物である。    （結論） 

 
(1) 次のア，イの空欄をそれぞれ埋めて，三段論法による推論を完成させなさい 
 （解答は     の中に書きなさい。）。 

ア 金属は電気を通す。     
      水銀は [                      ] 。 
      ゆえに，水銀は電気を通す。 
 
 

イ このスポーツ施設を利用できるのは [                      ] 。 
      山田さんはこのスポーツ施設の利用登録をしていない。 
      ゆえに，山田さんはこのスポーツ施設を利用できない。 
 
 

    

(2) 次の推論は正しくない。なぜ，正しくないと言えるか，その理由を答えなさ 
い。 

     ３の倍数を２つ加えて得られる数は３の倍数である。  
a と b はいずれも３の倍数ではない。                    
ゆえに，a と b を加えて得られる数は３の倍数ではない。  

 
 
 
 
 





Ⅱ－Ａ－2 

２「車の保有率」 

次の文を読み，後の問いに答えなさい。 

 「車の保有率」を，次の式で求めることにする。 

（登録台数） 
 （車の保有率）＝          ×100 

（18 歳以上の人口） 

Ａ町の 18 歳以上の人口はＢ町の 18 歳以上の人口の半分で，Ａ町，Ｂ町の車の保有

率はそれぞれ 35％，20％である。 

問１ Ａ町とＢ町では，登録台数はどちらが多いか。Ａ町またはＢ町のどちらかに○

を付け，そう考えた理由を書きなさい。 

  
(1)Ａ町    ・    (2)Ｂ町 

理由: 

（例） 

A町の 18歳以上の人口を Pとすると，B町の 18歳以上の人口は 2P 

 したがって，A町，B町の登録台数はそれぞれ 

  A町：0.35P（台）     B町：0.2×2P＝0.4P（台） 

 0.35P＜0.4Pだから，B町の登録台数の方が多い。 

 
 

 

問２ Ａ町とＢ町が合併しＣ市となった。このとき，Ｃ市の車の保有率を，次のア～

オの中から，１つ選んで○を付けなさい。 
      

ア 55％  

イ 27.5％  

ウ 25％  

エ 15％ 

オ 7.5％ 
 
 
 



Ⅰ－Ａ－3 
 

２「カレンダーの曜日」  

次の文を読み，後の問いに答えなさい。 
 
わたしたちが実生活を送る上で，必要なカレンダー。そこに曜日が７つ並んでい

る理由をご存じだろうか。実は，ここに，夜空を眺め，宇宙を考えた，古代の人々

の宇宙観が反映されている。 
夜空を眺めていると，お互いの位置関係を変えることはない星座を形作る恒星に

対して，その位置を毎日のように変えていく星があった。動き回る，惑う星，つま

り惑星である。水星，金星，火星，木星，土星の５つである。惑星（planet）の語

源をさかのぼれば，もともとギリシャ語の「planetes：さまようもの」に由来して

いる。 
これら肉眼で見る限り，大きさが分からない惑星に対し，夜と昼を支配する太陽

と月がある。月は東洋では太陰とも呼ばれているが，西洋では月も太陽も惑星と分

類されていた。いずれにしろ太陽と月と５つの惑星を加え，この７つの惑星が特別

視された。 
暦が考えられた古代，この７つの天体が，いわば聖なる惑星であり，空間も時間

も，７つの天体に支配されていると信じていた。動く天体は，全部で７つなので，

地上のサイクルも１週間７日となった。 
曜日の順番にも古代の人たちの宇宙観が反映されている。天動説では，宇宙の中

心は地球で，その周りを月，水星，金星，太陽，火星，木星，土星の順に回ってい

た。すなわち，天球上を動く速度が速い順に，月，水，金，日，火，木，土と並ん

でいると考えたのである。ただ，この順番がそのまま曜日の順番になったわけでは

ない。 
この順番に，まずは時刻を支配する天体を決めた。週の第１日目の第１時には，

最も遠くの惑星を当てはめた。すなわち，週の第１日目の第１時が土星，第２時が

木星，第３時が火星と第 24時まで支配する星を当てはめてゆく。すると，第１日目

は火星で終わる。第２日目の第１時は次の太陽から始まり，水星で終わる。第３日

目の第１時は月で始まり，第４日目は火星で始まる。こうやって１週間にわたって，

各時刻を決めていったのだが，その各日の最初の時刻を取り出し，それぞれの日を

支配する星が決められた。すなわち，第１日目が土星で始まり，第２日目以降，太

陽，月，火星，水星，木星，金星の順となる。これが，現在の曜日の順番，土，日，

月，火，水，木，金の起源である。 
 
（「科学技術の智」プロジェクト 『 宇宙・地球・環境科学専門部会報告書』から） 



Ⅰ－Ａ－4 
 

問１ 古代の人たちが曜日を考える上でもっていた宇宙観は，次のア～オのどれか。

正しいものには○を，正しくないものには×を付けなさい。 
 

ア  恒星に対して５つの惑星がある。 
イ  特別視している７つの惑星がある。 
ウ  地球も７つの動く惑星の１つである。 
エ  宇宙の中心は地球である。 
オ  恒星である太陽は例外的な星である。 

 
 

ア イ ウ エ オ 

× ○ × ○ × 

 
 
問２ 古代の時刻の決め方では，１週間の第５日目の第４時を支配するのはどの天

体になるか，答えなさい（解答は解答欄に書きなさい。）。 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解答欄 

木星 

 

メモ欄（この欄は自由に使ってよい。書いたことは消さずに残しておくこと。） 
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３「階段の段数」  

次の文を読み，後の問いに答えなさい。 
 
節電対策でエレベーターが使えないため，３人の高校生が階段を上っている。 
現在の３人の位置は，下の図のとおりである。 
Ａさんはゆっくりと１段ずつ上っている。 
ＢさんはＡさんより速く上っているが，常に３段飛ばしで無理して上っているの

で，それほど差がついていない。 
Ｃさんは常に２段飛ばしで調子よく上って来て，あと１段で上の階に着くところ

である。 
なお，出発点はこの図よりも下にあって描かれていないが，３人とも同じところ

から同時にスタートした。 
この３人が上っている階段は，最も少なく見積もって何段あるかを求めたい。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※階段の段数の数え方は，下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出発点 
(下の階) 

１段目 

２段目 
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問１ 次のア～ケについて，この階段の段数を求めるのに必要な情報には○を， 
必要でない情報には×を付けなさい。 

 
ア  節電対策でエレベーターが使えない。 
イ  高校生が階段を上っている。 
ウ  ３人が上っている様子を表す図（左ページの図）。 
エ  Ａさんはゆっくりと上っている。 
オ  ＢさんはＡさんより速く上っている。 
カ  Ｂさんは常に３段飛ばしで上っている。 
キ  Ｃさんは常に２段飛ばしで上っている。 
ク  ３人とも同じところからスタートした。 
ケ  ３人とも同時にスタートした。 

 

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ 

× × ○ × × ○ ○ ○ × 

 
 
問２ この階段は最も少なく見積もって何段あるか求めなさい（解答は解答欄に 

書きなさい。）。 
 
メモ欄（この欄は自由に使ってよい。書いたことは消さずに残しておくこと。） 

 
 

 
 
   

 

 

 

 

  
 

 

 

 

解答欄    

  
１９  段 
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３「高さと距離」 

次の文を読み，後の問いに答えなさい。 
 
賢治さんは，高さ 333ｍの東京タワーと高さ 634m の東京スカイツリー

が，下の図のＡ地点とＢ地点のように，場所によって高さが違って見える

ことに気付いた。  
 

 
 

賢治さんは，東京タワーまでの距離が５km，東京スカイツリーまでの

距離が 12km のＣ地点では，どちらが高く見えるかを，下のように考えた。

ただし，東京タワーと東京スカイツリーが建てられている地点の標高や，

それらを見る目の高さは同じものとする。 
下の賢治さんの考えの（  ）の中の東京タワーまたは東京スカイツ

リーのどちらか適切なものに○を付けなさい。また，賢治さんの考えに

基づいて，言葉や図を使って，そう考えた理由を書きなさい。 

 

東京タ ワーの 高さ に対す る東京 スカ イツリ ーの高 さの 比は

634
1.904

333
= で，Ｃ地点から，東京タワーまでの距離に対する東京ス

カイツリーまでの距離の比は
12

2.4
5

= であるから  

（ 東京タワー ・ 東京スカイツリー ） 

の方が高く見える。   

賢治さんの考え 

Ａ地点  Ｂ地点  

この辺りでは，  
東京スカイツリー  
が高く見えるね。  

ここでは，  
東京タワーが

高 く 見 え る
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理由: 

（例） 

距離の比が 2.4 だから，高さの比が 2.4 であれば同じ高さに見える。 

 距離の比 2.4＞高さの比 1.904 だから東京タワーの方が高く見える 

から。 

 

東京タワー 

東京スカイツリー 




