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資　料

国際数学・理科教育調査（国際教育到達度評価学会 IEA 実施）

OECD　生徒の学習到達度調査（PISA）

平成 13 年度小中学校教育課程実施状況調査の結果概要
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（１）調査の趣旨

小学校及び中学校の学習指導要領（平成元年告示）に基づく教育課程の実施状況につ
いて，学習指導要領における各教科の目標や内容に照らした学習の実現状況の把握を通
して調査研究し，指導上の問題点は何かなどを明らかにして，今後の学校における指導
の改善に資する。

（２）調査の内容
（１）の趣旨に基づき，学習指導要領に定める内容のうちペーパーテストで調査を行
うことが適当なものについて調査を行う。

   併せて，児童生徒の学習に対する意識や教師の指導の実際等について明らかにするた
め，児童生徒及び教師を対象とする質問紙調査を実施する。

（３）調査対象学年，教科及び調査実施日
学年 教科 調査実施日

小学校第５，６学年 国語，社会，
算数，理科 平成１４年２月２１日(木)

中学校第１～３学年
（中等教育学校の前期
課程を含む。）

国語，社会，
数学，理科，
英語

平成１４年１月２４日(木) （第３学年）  
平成１４年２月２１日(木) （第１，２学年）

（４）調査問題の種類
各教科とも１学年当たりＡ，Ｂ，Ｃの３種類の問題冊子（ほぼ同程度の内容，水準）
を作成し，実施する。

（５）調査対象の抽出方法
１教科１問題冊子当たり，１万６千人の調査対象を得ることとして，国立教育政策研
究所（以下，｢研究所｣という。）において対象学級を無作為抽出し，当該学級の児童生徒
全員を対象とする。
教師については，当該学級で調査対象とする教科を担当している者全員を対象とする。

（６）調査対象校における実施方法
ペーパーテスト調査については，小学校で２教科，中学校で３教科，それぞれ１種類
の問題冊子を実施する。教科及び問題冊子の種類については，研究所が指定する。実施
に要する時間は，小学校については１教科当たり４５分，中学校については１教科当た
り５０分とする。
質問紙調査のうち児童生徒を対象とするものについては，共通部分と調査対象となっ
た教科に関連する部分から構成し，小学校４５分，中学校５０分で実施する。

（７）調査実施学校数及び児童生徒数
小学校 3,532 校 約 20 万 8 千人 
中学校 2,539 校 約 24 万 3 千人
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第５学年及び第６学年について，通過率が設定通過率を上回ると考えられるも

の又は同程度と考えられるものの問題数の合計は，それぞれ 問中 問， 問47 46 44

中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。41

なお，前回と同一の問題については，第５学年で 問中，通過率が前回を有18

意に上回るものが６問，前回と有意に差のないものが７問，前回を有意に下回る

ものが５問，第６学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが４問，前21

， 。回と有意に差のないものが 問 前回を有意に下回るものが７問となっている10

(ｱ) 漢字力については，前回と同一の問題で通過率が前回を有意に上回るものも

あり，一般に憂慮されているような低下傾向は見られないものと考えられる。

また，漢字を読むことと書くことの設問で 問中，設定通過率を上回ってい22

ると考えられるものは４問，同程度と考えられるものが 問であった。18

15(ｲ) 記述式の問題については，第５学年で７問，第６学年で８問，あわせて

問出題したが，通過率が設定通過率を上回ると考えられるものが３問，設定通

過率と同程度と考えられるものが 問，設定通過率を下回ると考えられるも10

のが２問であった。なお，前回と同一の問題については，第５学年で４問，第

６学年で５問，あわせて９問出題したが，通過率が前回を有意に下回るものが

４問あり，このうち，前回 →今回 と通過率が大きく低下したもの51.9% 39.3%

がある。

(ｳ) 「理解（文学的な文章・説明的な文章 」については，第５学年で６問，第）

６学年で９問，あわせて 問出題したが，設定通過率を上回ると考えられる15

ものが５問，設定通過率と同程度と考えられるものが 問であった。10

質問紙調査からも，児童は漢字の読み書きに対する関心・意欲が高いと考えられ

る結果が得られている。国語への関心・意欲・態度を質問した設問中 「新しい漢，

字の読み方や書き方を身に付けるように努力しようとしていますか」という質問に

対して 「そうしている 「どちらかといえばそうしている」と回答した児童の割， 」，
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合は，第５学年は ％，第６学年は ％であった。75.4 72.5

児童が「好きだった」とする学習活動について，学習指導要領の内容を に分16

けて具体的に質問した場合には 「詩を読むこと 「みんなで話し合うこと」に次， 」，

いで，３位に「漢字を読んだり書いたりすること」を挙げている 「正しく整った。

文字を書くこと」も６位に挙がっている。一方 「文学的な文章を読むこと」につ，

いては，第５学年で 問中 位，第６学年で 問中 位である。また 「読ん16 13 16 11 ，

だ後に関連した文章を読むこと」や「いくつかの文章を読み比べること」について

は， の学習活動に関する質問で下位に位置している。16

児童が「よく分かった」とする学習活動について， の活動に分けて具体的に16

質問した場合には 「説明的な文章を読むこと 「文学的な文章を読むこと 「い， 」， 」，

くつかの文章を読み比べること 「読んだ後に関連した文章を読むこと」の４項目」

はいずれの学年でも 位以下であった。11

質問紙調査の結果で注意を要するのは，指導内容について教師と児童の意識の差

が見られることである。例えば 「文学的な文章を読むこと」について，多くの教，

師は，児童にとって理解しやすく興味を持ちやすいと考えているが，児童は，必ず

しもよく理解できないとの意識を持っており 「好きだった」と答える者より「き，

らいだった」と答える者の方が多い（例：第５学年「文学的な文章を読むこと」に

ついて，児童「好きだった」 ，教師「児童は興味を持ちやすい」 。28.6% 70.7%）

今回の調査結果によると，記述式の問題について，通過率が設定通過率を上回って

いると考えられるもの，及び下回っていると考えられるものには，それぞれ以下のよ

うな共通点がある。

設定通過率を上回っていると考えられる問題（６Ｃ１三，６Ａ２三，６Ａ２四）

→ 提示された話題や文章について自分の考えをまとめて書くこと

設定通過率を下回っていると考えられる問題（５Ｂ２二，６Ａ１三）

→ 相手や目的，意図を踏まえて内容を新たに構成しながら文章を書くこと

このように，提示された話題や文章に沿って書くことに対して，相手や目的など

に応じ，自分の考えを明確にして内容を構成していくという問題について，通過率

。 ，が設定通過率を下回ると考えられる結果がでている 取り上げる言語活動において

児童個々の考えをまとめることを一層重視し，相互評価などを活用してお互いの考

えを高め合うような工夫を行うことにより，児童自身の考えを明確にし構成する力

を育成できるような指導の充実が求められる。
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なお，質問紙調査で明らかとなった教師と児童の意識の違いを踏まえ，今後は，

児童の実態を十分に見据えた指導の充実が必要である。例えば，文学的な文章を扱

う場合には，導入の学習活動に工夫を凝らして，興味・関心を高める，あるいは読

解に偏重しないといった配慮が必要である。また，質問紙調査にみられる「読むこ

と」一般の問題について言えば，児童が読書に親しむよう多彩な文章様式（物語で

は，ファンタジー，短編と長編，いろいろな作家の作品など，説明的な文章では，

記録や報告，解説や科学的な読み物など）に出合わせるようにしたり，現行学習指

導要領の言語活動例にも示している読書発表会などの活動を一層充実させたりする

ことが必要となる。今改訂で示した言語活動例を参考に，多様な言語活動を行うと

。 ，いった指導の改善が求められる 児童の実態や指導内容の実現状況を明確に評価し

指導の改善を図る必要がある。
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第５学年及び第６学年について，通過率が設定通過率を上回ると考えられるも

の又は同程度と考えられるものの問題数の合計は，それぞれ 問中 問， 問75 50 81

中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。71

なお，前回と同一の問題については，第５学年で 問中，通過率が前回を有19

意に上回るものが２問，前回と有意に差のないものが５問，前回を有意に下回る

ものが 問，第６学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが２問，前12 28

回と有意に差のないものが 問，前回を有意に下回るものが 問であり，いず10 16

れの学年も前回を有意に下回るものが全体の過半数を占めている。

( )

第５学年の学習内容は大きく４つの内容から構成されているが，通過率が設

定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度と考えられるものの問題数が半

数未満であるのは，工業生産に関する内容のみであり，当該内容で設定通過率

を下回ると考えられる問題の多くは「観察・資料活用の技能・表現」と「社会

的事象についての知識・理解」の観点にかかわるものである。これらは 資料,

を的確に読み取ったり 複数の資料を関連付けて活用し 社会的事象の概要や, ,

特色をとらえる学習にかかわるものである。

前回と同一の問題については，出題したいずれの内容においても 通過率が,

前回を有意に下回るものが過半数を占めている。観点別では「社会的な思考,

・判断」と「観察・資料活用の技能・表現」について出題した問題で，通過率

が前回を有意に下回るものが過半数を占めている。

( ) ,

第６学年の学習内容は大きく３つの内容から構成されているが，いずれの内

容においても，通過率が設定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度と考

えられるものの問題数が過半数を占めている。このうち，我が国の歴史に関す

る内容については，通過率が設定通過率を下回っているものが 問中８問で57
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あるが，そのうち明治期以降のものについては， 問中６問が設定通過率を16

下回る結果となっている。原因としては，明治期以降 人物や歴史的事象の取,

り上げ方が網羅的になりがちとなり 重点を置くべき部分の理解の定着が不十,

分となっていることが考えられる。

前回と同一の問題については，我が国の政治に関する内容を除き，通過率が

前回を有意に下回るものが過半数を占めている。また，観点別では 「観察・，

資料活用の技能・表現 「社会的事象についての知識・理解」の観点にかか」，

わって出題した問題について，通過率が前回を有意に下回るものが過半数を占

めている。

学習内容にかかわる質問項目では 児童と教師の回答を比べると 例えば 第５, , ,

学年の「日本と世界を結ぶ貿易」については 「よく分かった」と回答した児童，

47.2% 14.4%は であったのに対し 児童にとって理解しやすい と回答した教師は，「 」

であり，第６学年の「歌舞伎と浮世絵 国学と蘭学」で 「よく分かった」と回, ，

答した児童は であったのに対し 「児童にとって理解しやすい」と回答し47.9% ，

教師は であるなど 両者の意識の違いが見られた。9.9% ,

また 指導方法の工夫・改善にかかわる質問項目では 過半数の教師が 調べた, , ,

ことを発表させる活動を取り入れた授業 課題解決的な学習を取り入れた授業 学, ,

校図書館を活用した授業などの工夫・改善に取り組んでいると回答している。

ア 我が国の主な食料生産物の分布や土地利用の特色 我が国全体の工業生産の現,

状や特色などをとらえる際 地図や統計などの各種の基礎的資料を丹念に読み取,

ったり，それらを複数関連付けて活用するなどして具体的に調べ，表現する力を

育てる指導を充実させることが必要である。

イ 我が国の農業や水産業 工業の盛んな地域の事例を選択して取り上げ学習する,

際，生産に従事する人々の工夫や努力を具体的に調べ，その意味や目的を考え，

表現する指導を充実させることが必要である。

ウ 運輸の働き，貿易の特色や役割については 我が国の食料生産や工業生産と関,

連付けて扱うように学習指導要領が改善された趣旨を十分に踏まえ，それぞれの

生産活動と運輸や貿易とを関連付けて一体的に学習できるように単元構成を工夫

するとともに，相互の社会的事象を関連付けてとらえたり考えたりできるように

する指導を充実させることが必要である。
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ア 我が国の歴史に関する内容について 人物の働きや代表的な文化遺産を中心と,

した，歴史学習が一層充実できるように学習指導要領が改善された趣旨を十分に

,踏まえ，歴史的事象を網羅的に取り上げることのないように留意するとともに

取り上げる人物について，歴史的事象との関連でなぜその人物が取り上げられて

いるのかという視点をより明確にした指導の工夫改善を図ることが必要である。

イ 我が国の歴史に関する内容のうち，特に，設定通過率を下回るものが多かった

明治維新 文明開化 大日本帝国憲法の発布，条約改正など明治期以降の歴史的, ,

事象を調べて，我が国の近代化 国際的地位について理解する学習の際には 例, ,

えば肖像画（写真）や伝記，エピソード（逸話）などを活用するなどして取り上

げる人物に対するイメージを豊かにさせるとともに，その人物の業績を資料に基

づいて具体的に調べることができるよう指導を一層充実させることが必要であ

る。
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第５学年及び第６学年について，通過率が設定通過率を上回ると考えられるも

の又は同程度と考えられるものの問題数の合計は，それぞれ 問中 問， 問85 43 72

中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。49

なお，前回と同一の問題については，第５学年で 問中，通過率が前回を有24

意に上回るものが１問，前回と有意に差のないものが７問，前回を有意に下回る

ものが 問，第６学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが１問，前16 15

回と有意に差のないものが５問，前回を有意に下回るものが９問であり，いずれ

の学年も前回を有意に下回るものが全体の過半数を占めている。

( )

第５学年では 「数と計算 「量と測定 「図形 「数量関係」の４領域の， 」， 」， 」，

うち 「数と計算」領域のみ，通過率が設定通過率を上回ると考えられるもの，

又は同程度と考えられるものの問題数の合計が全体の問題数の半数以上を占め

ている。第６学年では 「数と計算 「量と測定 「図形 「数量関係」のす， 」， 」， 」，

べての領域で，通過率が設定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度と考

えられるものの問題数の合計が全体の問題数の半数以上を占めている。

( )

「数学的な考え方」の観点についてみると，通過率が設定通過率を下回ると

考えられるものの問題数合計が，第５学年では全体の問題数の丁度半数となっ

ており，第６学年では半数以上を占めている。学習指導要領で重点を置いてき

た「思考・判断」について評価する問題において，通過率が設定通過率を下回

るものが多いという結果になっている。

算数の勉強が好きという設問に対して，約５割の児童が「そう思う 「どち」，

らかと言えばそう思う」と回答をしている。また，算数の勉強は大切だという設

問に対して，８割以上の児童が「そう思う 「どちらかと言えばそう思う」と」，
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回答をしている。また，算数の授業の理解度についての設問に対して，約６割の

児童が「よく分かる 「だいたい分かる」と回答している。このような回答を」，

した児童のペーパーテストの得点は高いという傾向がみられる。また 「いろい，

ろな考え方を発表し合うのは楽しい」という設問に対して 「楽しい 「どちら， 」，

かといえば楽しい」と回答した児童や 「問題がとけたとき，別なとき方を考え，

ようとする」という設問に対して 「そうしている 「どちらかといえばそうし， 」，

ている」と回答した児童の得点が高いという傾向がみられる。

理解が不十分な児童に対し授業の合間や放課後などに更に指導していると回答

した教師の割合は，７割を超えている。発展的な課題を取り入れた授業を行って

いると回答した教師の割合は，４割を超えている。なお 「発展的な課題を取り，

入れた授業を行っていますか」という設問に対し 「行っている方だ 「どちら， 」，

かといえば行っている方だ」と回答した教師が指導している児童の得点が高いと

いう傾向がみられる。

上記の１（１）で述べたように，算数では前回調査と同一の問題の過半数につい

て，通過率が前回を下回っている。調査自体からはその原因について明確なものは

見出せなかったが，例えば，

・ 基礎的・基本的な知識・技能の定着を図る指導が疎かになっていたのではない

か

・ 思考力の育成を目指した指導が不十分な状況であったのではないか

等の点から今後も検証を進めていく必要があると考えられる。

また，上記の１（２）で述べたように 「いろいろな考え方を発表し合うのは楽，

しい 「問題がとけたとき，別なとき方を考えようとする」といった考えや態度」，

をもつ児童を育てることは，学習の実現状況の改善に寄与するものと考えられる。

このため，例えば，

・ 個に応じた指導を進め，基礎・基本の確実な定着を図ったり，発展的な課題に

取り組んだりできるようにすること

・ 数量や図形についての作業的・体験的な活動などの算数的活動や問題解決的な

活動を取り入れるなどの指導の改善を図り，児童が様々な考え方を試みたり，話

し合ったり，数理的な処理のよさを実感したりできるようにすること

が必要である。

̶　11　̶̶　10　̶
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ア 「数と計算」領域では，例えば，小数や分数の計算の技能についての問題と比

べ，計算の意味理解と，計算の仕方の思考・判断についての問題で，通過率が設

定通過率を下回ると考えられるものが多いという状況がみられる。このため，計

算の意味理解や計算の仕方の思考・判断にかかわる学習において，計算の意味を

実際の場面と結び付けたり，目的に応じて必要な計算を選んだり計算の仕方を工

夫したりするなど，計算の意味を実感的にとらえられるようにする指導の工夫が

大切である。また，それと並行して，計算の技能を定着させるための学習を一人

一人の児童の学習状況に応じて進めるようにする指導が必要である。現行学習指

導要領では，各学年の目標において 「計算の意味について理解し，計算の仕方，

を考え，用いること」を重視しているので，その趣旨を生かした取組が必要であ

る。

イ 「量と測定」領域では，例えば，三角形や円の面積の問題などで，通過率が前

回を有意に下回る結果となっている。このため，面積の公式を児童自らが工夫し

つくっていく学習や，身の回りにある様々な図形の面積を求めたり比べたりする

学習を充実させて，面積を求める方法の理解を定着させたり，面積の公式を活用

できるようにしたりする指導の工夫が大切である。

ウ 「図形」領域では，例えば，円や円周率の知識・理解にかかわる問題などで，

通過率が設定通過率を下回る結果となっている。図形や図形の性質についての知

識を定着させ理解を深めるためには，積み木や紙など具体物を用いて図形をつく

ったり，実際に図形の性質を調べたり確かめたりする学習活動を積極的に取り入

れる指導の工夫が大切である。現行学習指導要領では，作業的・体験的な活動な

どの算数的活動を通した学習を重視しているので，その趣旨を生かした取組が必

要である。

「 」 ， ，エ 数量関係 領域では 問題となっている場面での数量の関係を式に表したり

式が表している考え方を説明したりする問題などで，通過率が設定通過率を下回

ったり，前回を有意に下回ったりする結果となっている。数量の関係を適切にと

らえることは，問題解決を進める上での大切な考え方となるものである。そのた

め，児童の様々な考えを授業の中で発表し合い，それらを式で表したり，考え方

を比較したりする学習活動を積極的に取り入れる指導の工夫が大切である。

- 1 -小理
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第５学年及び第６学年について，通過率が設定通過率を上回ると考えられるも

の又は同程度と考えられるものの問題数の合計は，それぞれ 問中 問， 問93 75 94

中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。89

また，前回と同一の問題については，第５学年で 問中，通過率が前回を有29

意に上回るものが８問，前回と有意に差のないものが８問，前回を有意に下回る

ものが 問，第６学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが 問，13 32 17

前回と有意に差のないものが 問，前回を有意に下回るものが５問であり，第10

６学年では前回を有意に上回るものが全体の過半数を占めている。

第５学年，第６学年とも「生物とその環境 「物質とエネルギー 「地球と」， 」，

宇宙」の内容領域別 「自然事象への関心・意欲・態度 「科学的な思考 「観， 」， 」，

，察・実験の技能・表現 「自然現象についての知識・理解」の観点別にみた」，

いずれの場合も設定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度と考えられるも

のの問題数の合計が該当する問題の半数以上を占めている。

ただし，いくつかの特定の内容については設定通過率を下回ると考えられる結

果となった。例えば，

① 第５学年の「てこの釣り合い」の内容において （力点にかかるおもりの重，

さ）×（支点から力点までの距離）＝（作用点にかかるおもりの重さ）×（支

点から作用点までの距離）という，てこが釣り合うときのきまりを適用する問

題で通過率が低かった。誤答分析の結果 「おもりの重さ」と「支点からの距，

離」をかけ合わせるべきところ，両者を足したり，わったりしてしまう例が見

られた。てこの釣り合いにおいて 「おもりの重さ」と「支点からの距離」の，

両者の積が等しくなるいう基本的なきまりを見いだすことができない児童が多

く見受けられる。

② 第６学年の「血液の循環」の内容において，肺の中での二酸化炭素と酸素の

交換による，肺の周囲を流れる血液中の酸素と二酸化炭素の量の変化を考える

問題で，通過率が低かった。誤答を調べてみると，肺に入る血液の酸素や二酸
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化炭素の量の変化を逆に答えている児童が多く見られた。呼吸により肺に取り

入れられた酸素はそこで血液に取り込まれたり，血液中の二酸化炭素は肺の中

の空気と一緒に体の外へはき出されたりするしくみを，血液循環や肺の機能と

関係付けた理解ができていない児童が多いことがうかがわれる。

指導内容の理解についての意識を尋ねる質問では すべての内容項目において よ， 「

く分かった」と回答した児童の割合が「よく分からなかった」と回答した児童の割

合を上回っている。一方，学習内容の好き嫌いについての質問では「人は母体内で

成長し，生まれること」や「人や動物の体のつくりやはたらき」について，また，

学習内容の実生活等における有用性についての質問では 「植物に光が当たるとで，

んぷんができること」や「いろいろな水溶液の性質やはたらき」についてなど否定

的回答が肯定的回答を上回るものもある。また，教師が「児童にとって理解しにく

」 「 」 「 」い あるいは 児童が興味を持ちにくい と回答している内容項目は 地球と宇宙

に関するものが多い。

（１）計画的な観察，実験の推進

理科において観察，実験はきわめて大切なものであるが，その授業への位置付け

や指導の仕方には工夫・改善が必要である。指導上の改善点としては，単なる作業

的な実験ではなく，児童が自ら予想や仮説をもち，計画的に実験を行うことを大切

にする必要がある。さらに，観察や実験が終了した後は，その手続きや方法をふり

返り，それらを見直したり，再検討したりすることが必要である。児童が科学的な

見方や考え方を養うような指導を充実させることが大切なことである。

（２）模型やモデルなどの積極的な導入

理科において観察，実験が行いにくい内容があるが，そのような授業にはとりわ

け工夫・改善が必要である。例えば「血液の循環」の学習は，直接観察が難しく，

また実験も行いにくい内容であり，図鑑や資料等を活用した調べ学習が中心となり

がちである。そこでは，文字や写真，あるいは模式図などにより血液の循環を理解

していくことになるが，それは３次元の体内を循環している血液の様子や体内の臓

器と関係付けた総合的な理解にはなりにくい。図や模型，モデル，あるいはコンピ

ュータなどを積極的に活用し，児童が総合的に実感を伴った理解が図れるような指

導を重視することが大切である。

（３）複数の観察・実験の結果を比較

水溶液の性質を調べたり，植物の観察を行う内容においては，１回あるいは１種

類の観察，実験ではなく，複数の観察，実験を基に考察を行うような指導の工夫・

- 3 -小理

改善が必要である。児童が意図的に時間を変えて観察したり，条件を変えて実験を

行ったりしながら，結果を比較して理解を深めていけるような指導を重視すること

が大切である。
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第１学年，第２学年及び第３学年について，通過率が設定通過率を上回ると考

73 59えられるもの又は同程度と考えられるものの問題数の合計は それぞれ 問中，

問， 問中 問， 問中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。74 62 72 63

なお，前回と同一の問題については，第１学年で 問中，通過率が前回を有20

意に上回るものが９問，前回と有意に差のないものが７問，前回を有意に下回る

ものが４問，第２学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが 問，前22 10

20回と有意に差のないものが６問 前回を有意に下回るものが６問 第３学年で， ，

問中，通過率が前回を有意に上回るものが 問，前回と有意に差のないものが13

４問，前回を有意に下回るものが３問となっている。

( )

「表現（音声言語 「表現（文字言語 「理解（文学的な文章 「理）」， ）」， ）」，

解（説明的な文章 「言語事項」の５つの区分のうち，第２学年の「表現（文）」

字言語 」以外の区分において，通過率が設定通過率を上回ると考えられるも）

の又は同程度と考えられるものの問題数の合計が，全体の問題数の半数以上で

ある。

( )

「理解（説明的な文章 」及び「言語事項」については，前回と同一の問題）

について，前回の通過率を有意に上回っているもの及び有意に差のないものの

問題数の合計が，全学年で全体の問題数の半数を占めている。

( )

本文中の表現を根拠として自分の考えを述べる問題（１－Ｂ－一－４，２－

Ｂ－一－４の２題）については，通過率が設定通過率を下回ると考えられる。

このうち前回と同一の問題（１－Ｂ－一－４）については，通過率が前回を有

意に下回る。

また，説明的な文章の段落構成を問う問題については，すべての問題で設定

通過率を下回ると考えられる（１－Ａ－３－四，２－Ａ－３－二，３－Ｂ－３

- 2 -中国

－二 。）

指導内容について 教師と生徒に意識の差が見られる 例えば 第１学年の 文， 。 ， 「

学的な文章を読むこと」については 「生徒が興味を持ちやすい」と回答した教，

師は であったが 「きらいだった」と回答した生徒は であった（ 好68.7% 46.7%， 「

きだった」と回答した生徒は ）26.1%

「学校図書館などを利用して，読書をしていますか」という質問に対し「そ

うしている」と答えた生徒の方が 「そうしていない」と答えた生徒よりも平均，

得点が高かった。

（１）根拠を明確にしながら自分の考えや意見を述べる力の育成が必要であり，そのた

め，例えば，文章を読んで理解した内容について考えさせ，それを自分の言葉で表

現させる学習や，具体的な叙述を踏まえて考えさせる学習が重要である。

（２）文章の構成や展開を正確にとらえる力の育成が必要であり，そのため，例えば，

各段落ごとに小見出しを付けるなど段落相互の関係を理解させる学習が必要であ

る。

（３）学習指導要領に例示されている言語活動などを活用した授業を展開する中で，根

拠を明確にしながら自分の考えや意見を述べる力や，文章の構成や展開を正確にと

らえる力を確実に育成することが大切である。

（４）質問紙調査で明らかになった教師と生徒の意識の差を踏まえ，生徒の実態を一層

十分に見据えて，例えば，文学的な文章を扱う場合には，導入の学習活動に工夫を

凝らして，興味・関心を高める，あるいは詳細な読解に偏重することなく，多様な

言語活動を行うといった指導の改善が求められる。

（５）今後とも，国語科においては，学校図書館などを活用した生徒の読書活動を積極

的に推進していくことが重要である。
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第１学年，第２学年及び第３学年について，通過率が設定通過率を上回ると考

えられるもの又は同程度と考えられるものの問題数の合計は，それぞれ 問中102

問， 問中 問， 問中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。62 100 66 97 67

なお，前回と同一の問題については，第１学年で 問中，通過率が前回を有31

意に上回るものが７問，前回と有意に差のないものが８問，前回を有意に下回る

ものが 問，第２学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが６問，前16 27

18 22回と有意に差のないものが３問 前回を有意に下回るものが 問 第３学年で， ，

問中，通過率が前回を有意に上回るものが５問，前回と有意に差のないものが７

問，前回を有意に下回るものが 問となっている。第１学年及び第２学年につ10

いては，前回を有意に下回るものが全体の過半数を占めている。

( )

設定通過率と比較した場合，例えば 「日本の果樹栽培に関して取り組みた，

い研究課題を考えさせる」という問題や 「その研究課題を追究する方法を考，

えさせる」という問題など，課題学習の形を取り入れた問題の多くは，設定通

過率を上回ると考えられる結果となっている。しかし，その一方で，例えば，

「日本の国土面積」や「地形図の特性や活用方法」など，地理的分野の基本的

な内容を問う問題の多くは，設定通過率を下回ると考えられる結果となってい

る。

前回と同一の問題については，例えば 「世界の主な国々に関する知識を基，

に，国土面積が日本より大きいアフリカの国を地図から読み取らせる」という

問題や 「自然的条件を踏まえ，フィンランドの森林の特色を推察させる」と，

いう問題など，地理的分野の基本的な内容を理解した上でそれを活用すること

ができるかどうかを問う問題が前回を有意に下回る結果となっている。

( )

設定通過率と比較した場合，学習指導要領の内容項目全体を通しての一定

の傾向性は見いだせなかったものの，室町時代の都市，産業，農民の生活の特

- 2 -中社

色や日明貿易など室町時代の基本的な内容や，近代の外交の推移などをはじめ

とする近現代史の基本的な内容にかかわる問題の多くが設定通過率を下回って

いると考える。また，前回と同一の問題に関し，室町時代や近現代史に関する

問題の多くのものについて，通過率が前回を有意に下回る結果となっている。

( )

設定通過率と比較した場合，我が国の政治の仕組みや，国際連合に関する問

題，貿易といった国際経済に関する問題など，生徒の日常生活と結び付けるこ

， 。とが難しい問題の多くが 設定通過率を下回ると考えられる結果となっている

逆に，生徒の身近な生活と結び付きやすい「現代の社会生活」に関する問題の

多くは，設定通過率を上回ると考えられる結果となっている。

前回と同一の問題については，南北問題や外国為替など，政治や経済につい

て考えるための基本的な概念が理解されているかどうかを問う問題の多くが，

通過率が前回を有意に下回る結果となっている。

生徒質問紙調査の結果からは，３分野それぞれの学習内容の中で「よく分からな

かった」と回答した生徒の割合が最も大きかったのは，地理的分野では「交通，貿

易，海外援助など日本と世界の結び付きを通して，国際社会における日本の役割を

」， 「 （ ， ，考える学習 歴史的分野では 幕府政治の移り変わり 享保の改革 田沼の政治

寛政の改革 ，公民的分野では「貿易や円高・円安などの為替についての学習」）」

であることが分かった。

地理的な学び方や調べ方を身に付けさせる指導の一層の充実を図る必要がある。

その際，地理的分野の基本的な内容を問う問題の多くが設定通過率を下回ると考え

られる結果となっていることから，身近な地域，都道府県及び世界の国々の地域的

特色を追究する学習や，世界的視野及び日本全体の視野から日本の地域的特色を追

究する学習の中で，世界と日本の地域構成，自然環境，人口，資源や産業などに関

する基本的な内容を活用させ，それらを生きて働く知識として身に付けさせること

が大切である。

作業的・体験的学習を通して資料を読み取り多面的・多角的に考察する力を育成

することや，考察した過程や結果を適切に表現させる指導の一層の充実を図ること

が大切である。また，中世や近現代の基本的な内容についての知識・理解を問う問

題の多くが設定通過率を下回ると考えられる結果となっていることから，歴史の大
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きな流れの中に基本的な知識を位置付けて身に付けさせるような指導の工夫改善が

必要である。

現代の政治や経済について考えるための基本的な概念を正確に身に付けさせる指

導の充実を図る必要がある。社会科では，様々な領域にそれぞれ基本的な概念があ

り，それを活用して思考を働かすことになるが，その概念は，課題意識をもって思

考を働かせることでよりしっかりと身に付くという側面もある。この点も踏まえ，

課題解決的な学習や調べたことを発表させる活動を取り入れるなど生徒の主体的な

学習活動が行われるよう指導の充実を図ることが大切である。また，同一問題の比

較で明らかになったように，ニュース等の内容が通過率の変化に影響を与えたと考

えられるものがあることから，学習指導においては，公民的分野の学習進度と対応

していない時事的な内容について，年間の授業の中で適宜，学習指導の中に取り入

れる工夫を行うことが必要である。

- 1 -中数

��������	
���������������

�	
��	

第１学年，第２学年及び第３学年について，通過率が設定通過率を上回るもの

又は同程度と考えられるものの問題数の合計は，それぞれ 問中 問， 問中69 36 72

問， 問中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。50 62 44

なお，前回と同一の問題については，第１学年で 問中，通過率が前回と有16

， ， ，意に差のないものが１問 前回を有意に下回るものが 問 第２学年で 問中15 19

通過率が前回と有意に差のないものが４問，前回を有意に下回るものが 問，15

第３学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが２問，前回と有意に差20

のないものが９問，前回を有意に下回るものが９問となっており，第１学年及び

第２学年では，通過率が前回を有意に下回るものが全体の過半数を占めている。

(ｱ) 内容領域で見た場合 「数と式 「図形 「数量関係」の３領域のうち，第， 」， 」，

１学年の「数量関係」の領域のみ，設定通過率を上回ると考えられるもの又は

同程度と考えられるものの問題数の合計が全体の問題数の半数未満である。

(ｲ) 観点別に見た場合 「数学への関心・意欲・態度 「数学的な考え方 「数， 」， 」，

学的な表現・処理 「数量，図形などについての知識・理解」の４観点のう」，

ち，第１学年の「数学的な考え方」の観点のみ，設定通過率を上回ると考えら

れるもの又は同程度と考えられるものの問題数の合計が全体の問題数の半数未

満である。

(ｳ) 「記述式の問題 「複数の段階を踏んで考えを進め，解答しなければなら」，

ない問題 「長い文章の問題」について通過率が，設定通過率を下回ると考」，

えられるものが多くみられた。

例えば，方程式の学習では，一般に，解を求める問題を思い浮かべることが

多いが，今回の調査では「ある方程式と同じ解をもつ別な方程式をさがす」と

いう問題を出題した。この問題では，単に方程式を解くというだけではなく，

方程式と解の意味を理解し 「解であるかどうか確かめる 「別の方程式にそ， 」，

の解を代入する」あるいは 「別な方程式を変形し，与えられた方程式と比較，

する」など，複数の段階を踏んで解決しなければならない。こうした問題につ

̶　21　̶̶　20　̶
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いて，設定通過率を下回ると考えられるものが多くみられた。

(ｴ) 同一問題との比較については，第１学年及び第２学年では過半数の問題の通

過率が，第３学年では半数近くの問題の通過率が前回を有意に下回っている。

特に 「数学的な表現・処理」の観点をみる問題（例えば，計算問題で ( )， 9+ +4

×( ) のように，計算の約束や括弧や負の数などを同時に処理しなければな-5

らない問題）と「数学的な考え方」の観点をみる問題で，前回を有意に下回る

ものが多くみられた。

学習内容の理解に関する生徒と教師の意識については，両者に違いがみられる。

例えば，教師が「生徒は興味を持ちやすい」と思っていても，生徒が必ずしも「好

きだった」と回答していない質問項目が複数ある。例えば，第３学年の「三平方の

定理」に関しては，教師の６割が「生徒が興味を持ちやすい」と考えているのに対

して 「好き」と答えている生徒は３割に過ぎない。，

「 ， 」 ，数学の勉強をすれば 普段の生活や社会に出て役立つ という質問に対しては

学年進行とともに肯定的な反応が低下している。

「 ， 」数学の問題の解き方が分からないとき あきらめずに考えようとしていますか

という質問に対しては，どの学年も約７割の生徒が肯定的な回答をしており，生徒

が意欲をもって学習に取り組んでいることがうかがわれる。

（１）これからの社会を考えるとき，情報の選択やこれをもとにしての判断，また，自

分の考えを説明したりすることを含め，考える力が大切になる。このような視点か

らみると記述式の問題等に関する生徒の学習状況は必ずしも十分ではない。記述式

の問題等に関する状況を改善するためには，生徒の学習状況をよく観察し，徐々に

， 。問題文の記述量や 生徒に記述させる量を増やしていくといった取組が必要である

（２ 「数学的な表現・処理」の観点をみる問題（とりわけ計算問題）に関する状況を）

改善するため，計算指導は折に触れて行うことが大切である。その際，例えば，計

算の過程において「乗除先行」など計算の約束ごとの確実な定着を図るとともに，

方程式の移項は等式の性質に基づいて行われるものであることなどの計算の意味の

指導にも配慮する必要がある。なお，正しく計算することができることは，的確な

判断や考察の基礎となり，自信をもって考えを進める上でも必要なことである。指

導に当たっては，そのようなことを生徒が意識できるよう意味の指導を充実させて

いくことが重要である。

（３ 「数学的な考え方」の観点をみる問題に関する状況を改善するためには，単に，）

結果を出すだけではなく，何を根拠にどのような手順でその結果を導いたか，その

- 3 -中数

過程で既習の知識をどのように生かしたかなど，自分なりの考えを筋道を立てて説

明したり，結果を導く過程を振り返って考えたりする活動を充実することが求めら

れる。

（４）質問紙調査の結果にみられる生徒の問題解決での前向きな態度を生かす指導の方

法について検討する必要がある。例えば，図形における３次元から２次元への置き

換えといった「次元を下げる」という問題解決に有効に働く考え方を意識付けるこ

とができるような指導の改善を図る必要がある。また，内容項目に関する質問紙調

査の結果には生徒と教師の意識の違いが顕著なものがあるため，生徒の意識を的確

に把握した指導の在り方について検討する必要がある。

̶　23　̶̶　22　̶
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第３学年について，通過率が設定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度

と考えられるものの問題数の合計は， 問中 問と全体の問題数の半数以上を123 90

120 49 139占めているが，第１学年及び第２学年については，それぞれ 問中 問，

問中 問と半数に満たない。69

なお，前回と同一の問題については，第１学年で 問中，通過率が前回を有37

意に上回るものが６問，前回と有意な差のないものが 問，前回を有意に下回14

るものが 問，第２学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが 問，17 69 15

前回と有意な差のないものが 問，前回を有意に下回るものが 問，第３学年19 35

で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが 問，前回と有意な差のないも42 16

のが 問，前回を有意に下回るものが 問となっており，第２学年では，前回12 14

を有意に下回るものが全体の過半数を占めている。

( )

第３学年では 「化学変化とイオン 「運動とエネルギー 「生物のつなが， 」， 」，

り 「大地の変化と地球」のすべての区分において，設定通過率を上回ると」，

考えられるもの又は同程度と考えられるものの問題数の合計が該当する問題の

半数以上を占めている。

しかしながら，他の学年では，設定通過率を上回ると考えられるもの又は同

程度と考えられるものの問題数の合計が該当する問題の半数以上を占めている

のは，第１学年では「身の回りの物理現象 ，第２学年では「動物の生活と種」

類」のみである。

， ， 「 ，前回と同一の問題については 第１分野では 第２学年の 化学変化と原子

分子 「電流」において，前回を有意に下回る問題の割合が比較した問題の」，

約８割を占めており，他の項目より多い。第２分野では，第３学年の「遺伝」

や「環境間題」などでは，いずれの問題も前回を有意に上回っているものの，

第 学年の「大地の変化と地球」では，前回を有意に下回る問題が過半数を占1

めている。また，記述式の問いについては，理科全体として，前回の調査と比

- 2 -中理

較して無回答の生徒の割合が増加している。

( )

第３学年では「自然事象への関心・意欲・態度 「科学的な思考 「観察」， 」，

・実験の技能・表現 「自然事象についての知識・理解」の４観点すべてに」，

おいて，通過率が設定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度と考えられ

るものの問題数の合計が全体の問題数の半数以上を占めている。

第２学年では，通過率が設定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度と

考えられるものの問題数の合計が全体の問題数の半数以上を占めているのは，

「自然事象への関心・意欲・態度 「観察・実験の技能・表現 「自然事象」， 」，

についての知識・理解」の３観点であるが 「科学的な思考」では半数未満と，

なっている。

第１学年については，４観点すべてにおいて，通過率が設定通過率を上回る

と考えられるもの又は同程度と考えられるものの問題数の合計が全体の問題数

の半数未満となっている。なお，今回の調査結果からは，理科にかかわる日常

の体験の不足や，理科の学習と日常生活との関連の意識が希薄になっている状

況がうかがえる。

教師用の質問紙調査によれば 「実験を積極的に取り入れた授業を行っています，

。」，「 。」 ，か 観察を積極的に取り入れた授業を行っていますか という質問に対して

いずれも８割から９割程度の教師が 「行っている方だ」又は「どちらかといえば，

行っている方だ」と回答している。一方，生徒は「自分の考えで，予想をして実験

や観察をしていますか 「理科の勉強で，実験や観察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ようとしていますか 「理科の勉強に関すること。」，

で，分からないことや興味・関心をもったことについて自分から調べようとしてい

ますか 」という質問に対して，いずれも 「そうしている」と答えた生徒は１割。 ，

を少し超えた程度であり 「そうしている」と「どちらかといえばそうしている」，

を合わせても約４割であった。このような結果からは，多くの教師が観察，実験は

， ， 「 ， 」よく行っているものの 生徒にとっては 必ずしも 目的意識をもった観察 実験

や「主体的な学習活動」にはなっていないということがうかがえる。

（１）今回の調査結果から，目的意識をもった観察や実験の視点の明確化が十分でない

と考えられる例が見られる。このため，身近な現象や体験と結び付ける指導の工夫

・改善を行い，観察，実験の目的をより明確にすることで生徒が目的意識をもって

主体的に学習することができるようにすることが求められる。

̶　25　̶̶　24　̶
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（２）また，理科では，直接，観察や実験ができない内容や，実験は行えるものの目に

は見えない現象を扱う場合もある。調査問題の分析から，このような内容について

理解や定着が不十分と考えられるものがあり，このため，モデル実験を行ったり，

コンピュータを活用するなど学習指導の工夫が必要である。

（３）今回の調査結果から，日常の体験の不足，もしくは，日常の体験と理科の学習の

関連付けができていないと考えられる例がいくつか示された。このため，理科の学

習と日常生活との関連の意識を明確にすることや，野外観察など実際に自然を体験

させ実感させることが指導上の改善に向けた視点として求められる。

（４）前回の調査に比べ，無回答の生徒の割合が増加している。この中には，理解が十

分でなく解答しなかった生徒もいると考えられるが，自分の考えを文章や図にまと

め表現する力が不十分である生徒が多いことも考えられる。このため，結果や考察

を整理しまとめ，さらに発表したり討論する活動を取り入れることも大切である。

- 1 -中英
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第１学年及び第２学年について，通過率が設定通過率を上回ると考えられるも

の又は同程度と考えられるものの問題数の合計は，それぞれ 問中 問， 問71 37 75

46 81中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。これに対し，第３学年は，

問中 問であり半数に満たない。36

なお，前回と同一の問題については，第１学年で 問中，通過率が前回を有15

意に上回るものが２問，前回と有意に差のないものが３問，前回を有意に下回る

ものが 問，第２学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが７問，前10 19

17回と有意に差のないものが７問 前回を有意に下回るものが５問 第３学年で， ，

問中，通過率が前回を有意に上回るものが９問，前回と有意に差のないものが２

問，前回を有意に下回るものが６問となっている。第１学年では，通過率が前回

を有意に下回るものが全体の過半数を占め，第３学年では，通過率が前回を有意

に上回るものが全体の過半数を占めている。

( )

「聞くこと」については，全ての学年において，通過率が設定通過率を上回

ると考えられるもの又は同程度と考えられるものの問題数の合計が全体の問題

数の半数以上を占めている。

これを問題のタイプ別に見ると，全ての学年において 「応答問題 「詳細， 」，

理解問題 「概要・要点理解問題」のうち 「詳細理解問題」及び「概要・要」， ，

点理解問題」について，通過率が設定通過率を上回ると考えられるもの又は同

程度と考えられるものの合計が全体の半数以上となっている。

( )

「読むこと」については，全ての学年において，通過率が設定通過率を上回

ると考えられるもの又は同程度と考えられるものの問題数の合計が全体の問題

数の半数以上を占めている。

，「 」，「 」，これを問題のタイプ別に見ると 詳細理解問題 概要・要点理解問題

「談話構造理解問題 「言語使用に関する知識理解問題」のうち，全ての学」，

̶　27　̶̶　26　̶
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年の「詳細理解問題」及び「概要・要点理解問題 ，第１学年及び第２学年の」

「談話構造理解問題 ，第３学年の「言語使用に関する知識理解問題」につい」

て，設定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度と考えられるものの合計

が該当する問題の半数以上となっている。

( )

「書くこと」については，全ての学年において，設定通過率を上回ると考え

られるもの又は同程度と考えられるものの合計が全体の問題数の半数に満たな

い状況である。

これを問題のタイプ別に見ると トピック指定問題 条件指定問題 文，「 」，「 」，「

構造理解問題」の全てのタイプの問題について，全ての学年において，設定通

過率を上回ると考えられるもの又は同程度と考えられるものの合計が全体の問

題数の半数に満たない状況である。

「書くこと」のうち 「自分が大切に思っていること 「自分が興味を持っ， 」，

ていること」のように与えられた一定の主題に基づいて，３文あるいは４文以

上のつながりのある文章を書くといった「トピック指定問題」で，求められて

いる下限の文の数を超えて積極的に書いている生徒を 「コミュニケーション，

への関心・意欲・態度」を強く示しているととらえた場合，そのような生徒は

各学年とも３割程度みられる。

また 「トピック指定問題」について，誤答分析をした結果，覚えている単，

純な文を反復することはできるが，文章としての展開ができないといった点が

見受けられた。なお，今回の調査においては「話すこと」に関する直接の出題

は行っていないものの 「書くこと」に関する「トピック指定問題」等の調査，

結果を踏まえると 「話すこと」についても課題がある状況であると間接的に，

推測される。

「英語の勉強は大切だ」という問いに対して 「そう思う」と答えた生徒と「ど，

ちらかといえばそう思う」と答えた生徒を合わせると第１学年 ，第２学年84.6%

，第３学年 であり，学年による変化はない。また，ほとんどの生徒が英84.4% 84.7%

語の勉強は受験に関係なくても大切だと考えている。

一方 「英語の勉強が好きだ」という問いに対して 「そう思う」と答えた生徒， ，

と「どちらかといえばそう思う」と答えた生徒を合わせると第１学年 ，第２58.7%

学年 ，第３学年 であり，また 「どちらかといえばそう思わない」と答51.1% 48.5% ，

えた生徒と「そう思わない」と答えた生徒を合わせると第１学年 ，第２学年37.0%

，第３学年 となる。学年が進むにつれて英語が好きな生徒は減少する傾44.5% 47.3%

向である。
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（１ 「書くこと」の「トピック指定問題」の誤答分析の結果に特徴的にみられるよう）

に，英語学習における生徒のつまづき方はきわめて多様であり，個々のつまづきに

対応した局所的な指導を行うとともに，全体にわたる指導の繰り返しを常に行って

いくことが求められる。

（２ 「聞くこと」については，疑問文に対して で答えるなど文形式に基づいた） Yes/No

応答や会話などでによく使用される決まり文句については，ある程度身に付いてい

るが，相手の言う内容に応じて適切に応答する力は十分ではない。今後はいろいろ

な表現に適した応答方法を学習するような言語活動を取り入れていく必要がある。

（３ 「書くこと」については，覚えている単純な文を反復することはできるが，文章）

としての展開ができない生徒が多く見受けられる。このため，今後は，トピックを

指定してつながりのある複数の文を書かせる指導の充実が必要であると考えられ

る。また，文構造についての問題の結果から語順が身に付いていない生徒が多いと

考えられるので 「聞くこと 「話すこと」の活動を重視する中においても文構造， 」

に配慮する指導が重要である。

̶　29　̶̶　28　̶


