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平成 27 年度高等学校学習指導要領実施状況調査の結果を見るに当たって 

国立教育政策研究所教育課程研究センター 

 

１  調査の概要 

（１）調査の趣旨 

  高等学校の学習指導要領の検証のため，学習指導要領の改善事項を中心に，各教科等の目標や

内容に照らした生徒の学習の実現状況について調査研究を行い，次期学習指導要領改訂の検討の

ためのデータ等を得る。 
 
（２）調査の内容 

（１）の趣旨に基づき，各科目において下記の①から③の視点に基づいた内容のうち，ペーパー

テストで調査を行うことが適切なものについてペーパーテスト調査を実施した。 
①今回の改訂の基本的な考え方に関する事項，各科目の主な改善事項 
（例）思考力・判断力・表現力等の育成，言語活動の充実 等 

②今回の改訂で新設，科目及び学校種を越えて移行した事項 
③従来より課題と指摘される事項や，経年比較の観点から把握・分析が必要な事項 

あわせて，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，生徒及び

教師を対象とした質問紙調査（生徒質問紙調査，教師質問紙調査，学校質問紙調査）を実施した。 
 
（３）調査対象教科・科目，調査対象学年及び調査実施日 

① 調査対象教科・科目及び調査対象学年 
・国公私立高等学校全日制課程（中等教育学校後期課程を含む）の第２・３学年 
 

表１ 調査対象教科・科目及び調査対象学年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     ※１：ペーパーテスト調査実施校において，一部の学校を対象に実技調査を実施 

※２：ペーパーテスト調査実施校において，生徒質問紙調査，学校質問紙調査を実施 

②   調査実施期間 
平成 27 年 11 月４日（水）から 11 月 17 日（火） 

 

 

教  科 科     目 調査対象学年 

国  語 国語総合 第３学年 

地理歴史 世界史Ｂ，日本史Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ 第３学年 

公  民 現代社会，倫理，政治・経済 第３学年 

数  学 数学Ⅰ 第３学年 

理  科 物理基礎，化学基礎，生物基礎，地学基礎 第３学年 

外 国 語 コミュニケーション英語Ⅰ 第３学年 

保健体育 
体育※１ 第２学年 
保健 第３学年 

芸  術 音楽Ⅰ，美術Ⅰ，工芸Ⅰ，書道Ⅰ 第２学年 

家  庭 家庭基礎 第２学年 

情  報 社会と情報 第２学年 

総合的な学習の時間※２，特別活動※２ 第２・３学年 
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（４）調査問題の種類 

  ペーパーテスト調査については，調査対象科目の標準単位数を基に，各科目１から２種類の問

題冊子（α・β）を作成した。ペーパーテスト調査の科目別問題冊子数は表２のとおりである。 
 

表２ ペーパーテスト調査の科目別冊子数 
問題冊子数 科目名 計（冊子） 

１冊子 
地理Ａ 現代社会 倫理 政治・経済 物理基礎 化学基礎 地学基礎  
コミュニケーション英語Ⅰ 体育 保健 音楽Ⅰ 美術Ⅰ 工芸Ⅰ 書道Ⅰ  
家庭基礎 社会と情報  

16 

２冊子 国語総合 世界史Ｂ 日本史Ｂ 地理Ｂ 数学Ⅰ 生物基礎 12 

計（冊子） 28 

 

質問紙調査については，生徒質問紙調査，教師質問紙調査，学校質問紙調査を作成した。質問紙

調査の質問項目内容及び回答の対象者は表３のとおりである。 

 

表３ 質問紙調査の内訳 

種類 質問項目内容 回答の対象者 

生徒 
共  通 

学習全般に関わる学校や家での学習について 

総合的な学習の時間や特別活動について 
調査対象となった全生徒 

各科目 各科目に関わる学校や家での学習について 各科目の調査対象となった学級※の生徒 

教師 
共  通 教育課程全般に関わる指導方法や指導形態などについて 各科目の調査対象となった学級※でその科目を

担当している教師 各科目 各科目に関わる指導方法や指導形態などについて 

学校 
校  長 学校の教育活動全般について 調査対象校の校長 

担  任 総合的な学習の時間や特別活動について 調査対象となった学級の担任 

※調査対象の学級又は学校が調査を実施する科目の振分けについては（６）を参照 

 
（５）調査対象の抽出方法 

 １科目１問題冊子当たり，4,800 人程度の調査実施生徒を得ることとして，国立教育政策研究所

（以下，｢研究所｣という）において全国の国公私立高等学校（中等教育学校後期課程を含む）の大

学科を単位として無作為に調査対象校を抽出した。 

ペーパーテスト調査及び生徒質問紙調査については，調査対象校の大学科における第３学年（一

部の大学科では第２学年）の全学級から，更に２学級（第２学年は１学級）を抽出し，その学級に

おける当該科目（研究所が指定した科目）の履修者全員（以下，「調査対象生徒」と示す）を調査

対象とした（「工芸Ⅰ」については履修率が低いため，別途調査対象校を抽出した）。 

教師質問紙調査については，調査対象生徒の調査対象とする科目を担当している教師を調査対

象とした。 

学校質問紙調査については，調査対象校の校長及び調査対象学級の担任を調査対象とした。 

 
（６）調査対象校における実施方法 

  ペーパーテスト調査及び生徒質問紙調査の実施に当たり，表４のとおり，31 組（別途調査対象

校を抽出した「工芸Ⅰ」を含めると 32 組となる）の組合せを作成した。問題冊子の割り振りにつ

いては，あらかじめ問題冊子の組合せを作成し，大学科ごとに割り当てることにした。第３学年の

場合，３科目の組合せを 31 組作り，そのうちの 13 組に第２学年の２から３科目の組合せを付属

させる。第３学年は３×31＝93 の枠を 21 問題冊子に割り振っていくことになる。この割り振る枠



- 3 - 

 

の数を調整することで，１問題冊子当たりの抽出数を変え，調査対象生徒数を全科目 6,000 人程

度になるように調整した。例えば，履修率が高い「国語総合」は１問題冊子当たり二つの組合せに

入れるが，履修率が低い「地理Ｂ」は１問題冊子当たり九つの組合せに入れるなどして，履修率の

差にかかわらず一定の調査対象生徒数を得るようにした。ここで，履修率が高い科目でも 低二つ

の組合せに入れるようにしたのは，他の科目との組合せを替えることで，組合せによる結果への影

響を平均化するためである。 
  調査対象校では，１学校当たりいずれか一つの組合せの調査を実施した。どの組合せを実施す

るかは研究所が指定した。 
 

表４ ペーパーテスト調査の組合せ 
№ 第３学年 第２学年 

１ 国語総合α 地理Ｂα 地学基礎  
２ 国語総合α 政治・経済 地理Ｂα 

３ 国語総合β 倫理 地理Ｂβ 

４ 国語総合β 世界史Ｂβ 地理Ａ 

５ コミュニケーション英語Ⅰ 世界史Ｂβ 地理Ａ 

６ コミュニケーション英語Ⅰ 倫理 地理Ｂβ 

７ 保健 地学基礎 地理Ｂα 

８ 保健 倫理 地理Ｂβ 

９ 数学Ⅰα 政治・経済 地理Ｂα 

10 数学Ⅰα 世界史Ｂα 地理Ａ 

11 数学Ⅰβ 地学基礎 地理Ｂβ 

12 数学Ⅰβ 日本史Ｂβ 地学基礎 

13 現代社会 地学基礎 地理Ｂα 

14 現代社会 世界史Ｂβ 地理Ａ 

15 生物基礎α 倫理 地理Ｂα 

16 生物基礎α 世界史Ｂβ 地理Ａ 

17 生物基礎β 世界史Ｂβ 地理Ｂβ 

18 生物基礎β 日本史Ｂβ 倫理 

19 化学基礎 世界史Ｂα 地理Ｂα 音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ 

20 化学基礎 日本史Ｂα 倫理 体育 社会と情報  
21 化学基礎 日本史Ｂβ 地理Ｂβ 音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ 

22 物理基礎 政治・経済 地理Ｂβ 音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ 

23 物理基礎 世界史Ｂα 地理Ｂα 社会と情報 美術Ⅰ 書道Ⅰ 

24 物理基礎 倫理 地理Ｂβ 社会と情報 音楽Ⅰ 書道Ⅰ 

25 物理基礎 世界史Ｂα 地理Ａ 家庭基礎 美術Ⅰ 書道Ⅰ 

26 日本史Ｂα 倫理 地学基礎 社会と情報 美術Ⅰ 書道Ⅰ 

27 日本史Ｂα 政治・経済 地学基礎 家庭基礎 音楽Ⅰ 書道Ⅰ 

28 日本史Ｂα 世界史Ｂα 地理Ｂα 体育 社会と情報  
29 日本史Ｂβ 地理Ｂβ 政治・経済 家庭基礎 美術Ⅰ 書道Ⅰ 

30 日本史Ｂα 世界史Ｂα 倫理 体育 家庭基礎  
31 日本史Ｂβ 世界史Ｂβ 地学基礎 音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ 
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  研究所が指定した調査対象科目について，抽出された大学科における各科目の選択率（選択履

修者の比率）については，表５のとおりである。 
 

表５  調査科目の選択率算出に用いた数値 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※①，②の生徒数は調査実施に先立ち，事前に選択者数等を調査した調票により算出 
      なお，「工芸Ⅰ」は別途抽出作業を行い，対象学級の生徒数調査は行っていない 

 
ペーパーテスト調査については，研究所が指定した 大３科目を生徒の履修状況に応じ，実施し

た。調査対象となるのは，調査までに対象科目を履修した（履修中を含む）生徒である。履修をし

ていない科目は対象外になるため，調査対象生徒となってもペーパーテスト調査を受ける科目数

は個人で異なり，第３学年の場合は０から３科目となる。調査の実施に要する時間は，１冊子当た

り 50 分とする。なお，１学級で実施する問題冊子の種類は，α，βのいずれかで統一し，どちら

の種類を実施するかについても研究所が指定した。 
生徒質問紙調査については，学習に対する意識等の一般事項（共通）に関する質問紙調査とペー

パーテスト調査の対象となった科目（調査実施科目）に関する質問紙調査を設定した。前者は調査

対象学級の生徒全員に対して実施し，後者は調査対象学級のうち，当該科目を履修した（履修中を

含む）生徒に対して実施した。生徒質問紙調査実施のための時間は特に定めず，回答に必要な時間

を十分に確保するように実施をした。 
試験科目の実施順や連続して実施するか科目間の日程を空けて実施するか等は実施校の裁量に

任せ，実施期間内にペーパーテスト調査及び生徒質問紙調査が全て終了すればよいこととした。 
  また，教師質問紙調査及び学校質問紙調査についても実施期間内に，教師の都合の良い時間に

実施をした。 

 

科目名 

調査対象学級における 

各科目の履修者（人） 

（＝調査対象生徒数…①）

調査対象学級の 

全生徒数（人） 

（＝抽出者数…②） 

調査対象学級に 

おける履修率（％） 

…①／② 

国語総合 10,687 10,995 97.2 

世界史Ｂ 9,638 33,182 29.0 

日本史Ｂ 10,366 27,478 37.7 

地理Ａ 4,875 16,620 29.3 

地理Ｂ 9,848 49,672 19.8 

現代社会 4,432 5,729 77.4 

倫理 5,662 24,720 22.9 

政治・経済 4,552 14,132 32.2 

数学Ⅰ 10,769 10,988 98.0 

物理基礎 7,040 10,854 64.9 

化学基礎 6,695 8,328 80.4 

生物基礎 8,974 10,949 82.0 

地学基礎 5,414 21,969 24.6 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 5,251 5,392 97.4 

体育 4,298 4,308 99.8 

保健 5,279 5,591 94.4 

音楽Ⅰ 3,666 8,549 42.9 

美術Ⅰ 3,221 11,386 28.3 

工芸Ⅰ 2,892   

書道Ⅰ 3,269 14,248 22.9 

家庭基礎 4,118 5,849 70.4 

社会と情報 3,973 7,020 56.6 
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（７）調査実施校数及び調査実施生徒数 

・調査実施校  ：  1,213 校（全学校の約 24.3％） 

・調査実施生徒数：  延べ 121,722 人 

（第２学年：23,281 人，第３学年：98,441 人） 

       
表６ 各科目の調査実施生徒数 

（単位：人） 
教科・科目 問題冊子α 問題冊子β 合  計 

国  語 国語総合 4,652 5,042 9,694 

地理歴史 

世界史Ｂ 4,387 4,214 8,601 

日本史Ｂ 4,100 5,098 9,198 

地理Ａ 4,312  4,312 

地理Ｂ 4,486 4,403 8,889 

公  民 

現代社会 4,090 

 

4,090 

倫理 5,121 5,121 

政治・経済 4,075 4,075 

数  学 数学Ⅰ 4,919 4,781 9,700 

理  科 

物理基礎 6,296 
 

6,296 

化学基礎 6,032 6,032 

生物基礎 4,313 3,770 8,083 

地学基礎 4,786 

 

4,786 

外 国 語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 4,701 4,701 

保健体育 
体育 3,915 3,915 

保健 4,863 4,863 

芸  術 

音楽Ⅰ 3,377 3,377 

美術Ⅰ 2,966 2,966 

工芸Ⅰ 2,599 2,599 

書道Ⅰ 2,995 2,995 

家  庭 家庭基礎 3,802 3,802 

情  報 社会と情報 3,627 3,627 

 
２  調査対象の具体的抽出方法 

今回の調査は，学習指導要領の改善事項を中心に，各科目の目標や内容に照らした全国の生徒の学

習の実現状況を，抽出した集団の結果を基に推定しようとするものである。 

このような推定を行うに当たって，１冊子当たり 4,800 人程度の調査実施生徒数を得ることとし

て，研究所において，次のような方法により調査対象を抽出した。なお，実際の調査では，小・中学

校学習指導要領実施状況調査とは異なり，抽出された学級に在籍する生徒のうち，指定された科目

の履修者のみが調査対象生徒となっている。調査科目ごとに履修率が異なることから，科目ごとの

抽出生徒を同数抽出すれば，調査対象生徒数が科目ごとに大きく異なることになる。今回調査は平

成 14・15 年度及び平成 17 年度高等学校教育課程実施状況調査に比べ各科目の調査対象生徒数が少

ないことから，履修率が低い科目でも一定以上の調査対象生徒数を得られるよう，当初の調査対象

生徒を１問題冊子当たり全て 6,000 人程度抽出した。 

 

（１）具体的な調査対象大学科，学級の抽出方法 

ア 平成 25 年５月１日現在の学校基本調査（以下，「平成 25 年度学校基本調査」と示す）に基づ

き，第１学年（調査実施時の平成 27 年度に第３学年）に在籍生徒を持つ大学科を母集団とした。    

これらを設置者，大学科の種類別に①公立の普通科等，②公立の専門学科，③国私立の普通科
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等，④国私立の専門学科，⑤国公私立の総合学科の５層に分けた。大学科については，普通科，

農業に関する学科，工業に関する学科，商業に関する学科，水産に関する学科，家庭に関する学

科，看護に関する学科，情報に関する学科，福祉に関する学科，その他の専門教育に関する学科，

総合学科の 11 の類型に区分されている。このうち，農業に関する学科から福祉に関する学科ま

でを層化に当たって専門学科として区分した。また，理数や体育，音楽・美術等の芸術，語学等

に関する学科等があるその他の専門教育に関する学科については，科目の開設状況等から普通

科と同じ層の扱いとし，層の名称を普通科等とした。総合学科については，数が少ないことを踏

まえ，公立と国私立を合わせて一つの層とした。 

イ まず，各層において，調査対象大学科を無作為抽出した。さらに，その大学科の中で調査を実

施する第３学年２学級及び第２学年１学級についても，研究所の定める方法により更に無作為

に決定した（このような抽出方法を層化２段階無作為クラスター抽出という）。この抽出方法は，

ＩＥＡ（国際教育到達度評価学会）のＴＩＭＳＳ（国際数学・理科教育動向調査）において，我

が国が採用した考え方を基本的に踏襲している。 

抽出された生徒は，その学級に割り当てられた科目のうち，履修した（履修中を含む）科目に

取り組むこととなる。 

平成 24・25 年度小学校及び平成 25 年度中学校学習指導要領実施状況調査の場合，調査対象

となった学校の各学年から１学級のみを抽出しているが，高等学校については，抽出単位となる

大学科数が小・中学校の学校数に比べて少ないことを考慮し，抽出される大学科数を抑制する観

点から，調査対象科目数が多い第３学年については２学級の抽出とした。また，高等学校の場

合，同一の大学科であっても学級による性格の違いが大きい場合があることへの対応にもなっ

ている。 

「工芸Ⅰ」については，履修率が他の科目に比べ低いことから，あらかじめ開設状況を調査

し，授業を行っている学校より無作為抽出を行った。抽出は学校を単位として行い，抽出された

学校の第２学年における「工芸Ⅰ」履修者（履修中の者を含む）全員を調査対象生徒とした。 

なお，調査問題の精度を上げる目的から予備調査を前年度に行ったが，抽出校が予備調査を同

じ科目で行っている場合は実施不適切とみなし，代替校において実施するようにした。 

ウ 教師については，調査対象学級で調査対象とする科目を担当している教師，調査対象校の校

長，調査対象学級の担任を調査対象とした。 

 

（２）抽出計画の決定と調査の実際 

今回の調査では，ペーパーテスト調査に当たり，表４のとおり，31 組（別途調査対象校を抽出

した「工芸Ⅰ」を含めると 32 組となる）の組合せを作成した。各問題冊子 6,000 人程度の調査対

象生徒を得るための抽出計画は，以下のとおりである。 
抽出に当たってはまず１組合せ 3,000 人の調査対象生徒を抽出するために必要な大学科数を決

定した。表７のとおり，１組合せ 3,000 人の抽出生徒を，層ごとの生徒数で比例配分し，抽出すべ

き生徒数を決定する。公立普通科等の場合，平成 25 年５月１日現在の高等学校（中等教育学校後

期課程を含む）全日制課程の第１学年に在籍する生徒数 1,103,545 人中，公立普通科等の生徒数

は 519,387 人，47.1％を占めるので，抽出すべき公立普通科等の生徒数は，１組合せ 3,000 人で

は約 1,400 人となる。 

さらに，それぞれの層ごとの生徒の割合及び平均学級規模を考慮した結果，１組合せ当たり 43

大学科で 3,058 人の調査対象生徒が得られるため，43 大学科を層ごとの生徒数で分けたものが各

層の抽出大学科数であり，各層の抽出大学科数に平均学級規模をかけたものが各層の抽出対象生

徒数である。公立普通科等の場合，抽出大学科数は 19 大学科，平均学級規模は 37 人なので，１組

合せ当たりの抽出対象生徒数は 37×19×２（学級数）＝1,406 人である。全 31 組の調査を行うた
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めには，抽出大学科数は 19×31＝589 大学科，抽出対象生徒数は 1,406×31＝43,586 人となる。 

 

 

表７ 高等学校（中等教育学校後期課程を含む）全日制第１学年（平成 25 年５月１日現在） 

の大学科，生徒数を基にした抽出計画数 

 
抽出計画に対応する層ごとの調査実施の大学科数及び生徒数は，次の表８のとおりである。調査実

施生徒数については，欠席等により結果集計の対象とならなかったものを除いている。調査実施生

徒数の定義については，「４ 結果の処理方法（３）調査実施生徒数の確定，通過率，履修率」で説

明する。 
 

表８  高等学校第１学年（平成 25 年５月１日現在）の抽出計画数に対する 

調査実施大学科数及び生徒数 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区  分 

全  体 抽出計画数 

大学 

科数 

生徒数 

（人） 

割合 

（％） 

平均 

学級 

規模 

(人) 

･･① 

１セット 31 セット 

大学 

科数 

･･② 

 

生徒数 

(人) 

‥③ 

(①×②×２) 

大学科数 

･･④ 

(②×31) 

生徒数(人) 

･･⑤ 

（①×④×２) 

割合

（％） 

公  立 

普通科等 
2,779   519,387  47.1 37 19 1,406   589  43,586  46.0 

公  立 

専門学科 
1,450   174,595  15.8 36  7   504   217  15,624  16.5 

国 私 立 

普通科等 
1,411   317,401  28.8 34 13   884   403  27,404  28.9 

国 私 立 

専門学科 
  438    35,740   3.2 31  2   124    62  3,844   4.1 

総合学科   321    56,422   5.1 35  2   140    62  4,340   4.6 

計 6,399 1,103,545 100.0 - 43 3,058 1,333  94,798 100.0 

 

区  分 

抽出計画数 

31 セット計 

調査実施数 

31 セット計 

大学科数 生徒数(人) 割合(％) 大学科数 生徒数(人) 割合(％) 

公立普通科等   589 43,586  46.0   587 48,045  51.7 

公立専門学科   217 15,624  16.5   217 15,901  17.1 

国私立普通科等   403 27,404  28.9   289 21,528  23.1 

国私立専門学科    62  3,844   4.1    49  3,399   3.7 

総合学科   62  4,340   4.6    62  4,146   4.5 

計 1,333 94,798 100.0 1,204 93,019 100.0 
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３  問題作成の基本的考え方 

ペーパーテスト調査の問題作成は，外部の協力者によって構成された問題作成委員会が担当した。

問題作成に当たっての基本的考え方は以下のとおりである。なお，質問紙調査については，生徒の学

習に対する意識，学習に関わる態度や行動，教師の指導の態様等を把握するための質問を作成した。 
 
（１）調査実施科目 

実施科目については，学習指導要領改訂のエビデンスとするため共通教科全てを対象とし，必履

修科目を中心に，「国語総合」，「世界史Ｂ」，「日本史Ｂ」，「地理Ａ」，「地理Ｂ」，「現代社会」，「倫

理」，「政治・経済」，「数学Ⅰ」，「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」，「コミュニケ

ーション英語Ⅰ」，「保健」（以上，第３学年対象），「体育」，「音楽Ⅰ」，「美術Ⅰ」，「工芸Ⅰ」，「書

道Ⅰ」，「家庭基礎」，「社会と情報」（以上，第２学年対象）を調査実施科目とした。 

 
（２）問題作成の具体的方針 

  各科目で表９の①から③の視点に基づく調査問題を出題した。 

 

表９ 問題作成の視点 

① 今回の改訂の基本的な考え方に関する事項，各科目の主な改善事項 
② 今回の改訂で新設，科目及び学校種を越えて移行した事項 
③ 従来より課題と指摘される事項や，経年比較の観点から把握・分析が必要な事項 
 

  上記視点①に含まれる思考力・判断力・表現力等を必要とする内容を文章で記述し解答する問

題を，各冊子とも一定数以上，出題している。 
また，出題については表 10 の問題区分も考慮し，バランスよく出題するよう心掛けた。 

 

表 10 問題区分 
Ⅰ 基礎的・基本的な知識・技能の習得を主として問う問題 
Ⅱ 基礎的・基本的な知識・技能を活用した思考力・判断力・表現力等を主として問う問題 
Ⅲ Ⅰ型，Ⅱ型のうち特に高度な問題 

 
  必要に応じ，聞き取り問題の出題（「国語総合」，「音楽Ⅰ」），作品の作成（「美術Ⅰ」，「工芸Ⅰ」），

実技調査（「体育」）を実施する。一方，「コミュニケーション英語Ⅰ」においては４領域のうち「聞

くこと」，「話すこと」は，文部科学省初等中等教育局国際教育課において「英語教育実施状況調査」

を実施しているため，今回の調査では出題をしていない。 
 
（３）問題の分量，２種類の調査問題の性格 

  問題の分量は生徒が調査時間（１科目 50 分）内に全ての問題に取り組むことができるよう留意

した。冊子数については，標準単位数が２単位以下の科目については１冊子，３単位以上の科目は

２冊子を原則として，特に現行の学習指導要領が前回調査時と大幅に変更になった「生物基礎」は

標準単位数が２単位であるが２冊子で調査を実施した。２冊子を作成する場合，共通の問題は含ま

ず，問題の水準も同程度になるよう作成した。 
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（４）同一問題 

  同一問題については，表 11 のように出題をした。 
 

表 11 同一問題の基本的考え方 

○ 以下の１又は２に当てはまる問題を「同一問題」とし，全体の２割程度出題する（できる限り１に当てはまる

問題を多く出題する）。 

  

１ 同一問題 

(1) 問題文，図版等全てにおいて完全に一致する問題 

(2) 全体の文末を敬体に揃
そろ

えることとしたことから，常体を敬体に替えた問題 

２ 類似問題 

(1) 引用しているデータや文章等について時点修正をした問題 

(2) 出題の意図を正確に伝えるために，問題文に若干の加除修正をした問題 

   ※(1)又は(2)に当てはまる場合でも，出題の意図の変更が認められる場合は含まない 

   ※類似問題については，注釈を加えた上で，同一問題と同様，平成 14・15 年度及び平成 17 年度高等学校教

育課程実施状況調査との比較分析を行う 

 

○ 以下の３に当てはまる問題については，平成 14・15 年度及び平成 17 年度高等学校教育課程実施状況調査との

単純比較はできないものの，可能な範囲で出題する。 

 

３ 学習指導要領の改訂による当該科目で扱う内容の変更に伴い，履修していない事項を補う記述や導入問題

等を追加した問題 

 

（５）正答・準正答，解答類型 

  解答については，正答のほか，問題によっては準正答を設けた。準正答については，完全な正答

とは言えないが，出題のねらいを踏まえた場合，正答したものと同等に扱ってよいと判断できるも

のを指す。正答又は準正答を解答した生徒の割合を「通過率」とした。 

また，正答又は準正答，誤答を分析するために，分類のための解答類型を示し，類型ごとに誤答

の原因等を分析できるようした。 

 

（６）予備調査の実施 

本調査に先立ち，問題の精選，再検討を行い，学習指導要領の目標や内容に照らした学習の実現

状況を評価する上での調査問題の妥当性，信頼性を高めるため，予備調査を実施した。また，解答

類型区分及びその内容（「４ 結果の処理方法（１）解答（回答）類型のコード化」参照）につい

ても予備調査における実際の解答状況を基に見直しを行った。 

 

４ 結果の処理方法 

（１）解答（回答）類型のコード化 

ペーパーテスト調査については，記述式の問題も含め研究所で作成した解答類型に従って生徒

の解答結果を０から９の数字に置き換えてデータ入力した。このうち，０は「無解答」に当て，９

は解答類型上，「上記以外の解答」とした。０，９は必ず用いるが，１から８（一部科目において，

１から８及び a からｂを追加）については，１から始まってどの数字までを用いるかは問題によ

って異なる。０，９も結果集計に当たり，有効な解答とみなした。なお，学習指導要領実施状況調

査という性格から，ペーパーテスト調査の問題の内容を調査時点までに学習していないものにつ
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いては集計対象外として扱った。集計対象の判定方法として，教師質問紙調査において学習指導要

領の領域ごとに学習状況を問う項目を設け，各科目担当教師の回答結果から判断した。 
質問紙調査については，マークシート方式（一部，記述も含む）で実施し，回答した番号の数字

をデータ入力した（教師の年齢や経験年数，記述内容については，記載された数字や記述内容をそ

のままデータ入力している）。 
 
（２）欠損値 

学習指導要領実施状況調査は，学習指導要領の目標や内容に照らした学習の実現状況を把握す

ることを前提としていることから，ペーパーテスト調査結果の評価に当たっては，それぞれの問題

に関する学習指導要領の内容を生徒が履修していることが前提となる。したがって，以下の問題に

対する生徒の解答については「欠損値」として集計対象外とした。 
・扱う内容を履修していない問題 
・扱う内容を履修したかどうか不明な問題 
・扱う内容を履修したかどうかの回答がない問題 
今回の調査において，調査期間中に「地理Ｂ」（地理Ｂ 問題冊子β 大問３(2)）において出題

内容に誤りがわかった。実施前の生徒については訂正の上，実施しているが，既に実施を終えてい

た生徒については，出題内容に誤りのあった問題の解答を欠損値とした。 

また，当日の調査に遅刻した生徒の解答や生徒質問紙調査との照合ができない生徒の解答につ

いても欠損値とした。 

質問紙調査についても調査問題と照合できない生徒の回答は欠損値として集計対象外とした。 
 

（３）調査実施生徒数の確定，通過率，履修率 

調査実施生徒数とは，有効な解答（回答）を行った，集計対象となる生徒の人数をいう。各学校

においては，出欠状況確認票に，解答（回答）者の状況を次の表 12 の要領に従って記入した。 

 

表 12 出欠等の記入要領 

解答（回答）者の状況 記入する記号 
・当該調査を欠席した生徒 「欠」 
・当該調査を遅刻・早退した生徒 

（調査を途中から始めた生徒，調査を途中でやめた生徒，調査を

途中でやめ途中から再び開始した生徒） 
・海外から帰国した生徒や外国人の生徒等で，日本語能力が不十分

なため調査に取り組むことが難しい生徒 
・特別な事情があり調査に取り組むことが難しい生徒 

「△」 

・上記以外の生徒 「○」 
 

このうち，ペーパーテスト調査について「欠」，「△」の入力がある生徒については，質問紙調査

を含めた全てにおいて調査実施生徒数に含めないこととし，調査実施生徒数を確定した。また，生

徒質問紙調査のみに「欠」，「△」の入力がある生徒については，生徒質問紙調査のみを集計対象外

とした。 

ただし，調査実施生徒数に含まれることとなった生徒についても，（１）で述べたとおり，ペー

パーテスト調査の結果が個々の問題で集計対象外となるものがある。ペーパーテスト調査におけ

る問題ごとの「通過率」については，上記によって確定した調査実施生徒数から，更に表 13 のと

おり，個々の問題について調査時点までに学習していない等の事由により集計対象外となった人

数を除外した有効解答のものを分母とし，その中で，正答又は準正答いずれかを解答した生徒数の

割合を示した数値となる。 



- 11 - 

 

表 13 通過率，履修率算出に当たっての生徒の解答区分について 

生徒の出欠状況 問題ごとの履修状況 問題への解答と生徒質問紙，教師質問紙の照合 解答の扱い 

出席者（表 12 の

「○」に相当） 

問題の扱う内容を履修してい

る 

生徒の問題への解答に対し，生徒質問紙が照合

でき，教師質問紙との照合もできる 
有効解答 

生徒の問題への解答に対し，生徒質問紙，教師

質問紙のいずれか，若しくは両方の照合ができ

ない 

欠損値 

問題の扱う内容を履修してい

ない，若しくは履修をしたか

どうか不明，履修をしたかど

うかの回答がない 

生徒の問題への解答に対し，生徒質問紙が照合

でき，教師質問紙との照合もできる 

生徒の問題への解答に対し，生徒質問紙，教師

質問紙のいずれか，若しくは両方の照合ができ

ない 

出題ミスがあり，訂正が間に合わずに実施した生徒の該当問題への解答 

欠席者等（表 12 の｢欠｣，｢△｣に相当） 

   なお，生徒質問紙調査についても調査問題を解答した生徒が回答したものであると照合ができ 
なければ，欠損値扱いとなり，回答ごとの割合を出す際の分母からも除かれることとなる。 

 

（４）数値の表示 

解答類型ごとの割合及び質問紙調査の設問項目ごとの割合（以下，「反応率」と示す）は，小数

第２位を四捨五入し，小数第１位までの数値で表示した。この結果，反応率の合計が 100.0％にな

らない場合や、本文中で複数の項目に合わせて記載された値が該当する表の項目を合計した値と

異なる場合がある。 
 

５  ペーパーテスト調査結果の評価の基本的な考え方 

結果の評価については，外部の協力者によって構成された結果分析委員会が担当した。結果分析委

員会の組織については，問題作成委員会の組織を継承し，その構成員については，５名程度，新規増

員した。 

 
（１）通過率の評価 

各科目において個々の問題ごとの通過率を算出し，原則として表 14 を目安として，結果分析委

員会での検討を踏まえて整理を行った。 

 

表 14 評価の基準について 

問題区分 
相当数の生徒 

ができている 
 

課題があると 

考えられる 

基礎的・基本的な知識・技能の習得を主とし

て問う問題【Ⅰ型】 
通過率 80％以上 

通過率 60％以上 

80％未満 
通過率 60％未満 

基礎的・基本的な知識・技能を活用した思考

力・判断力・表現力等を主として問う問題

【Ⅱ型】 

通過率 70％以上 
通過率 50％以上 

70％未満 
通過率 50％未満 

Ⅰ型，Ⅱ型のうち特に高度な問題【Ⅲ型】 通過率 60％以上 
通過率 40％以上 

60％未満 
通過率 40％未満 

 

また，総体としては「相当数の生徒ができている」，「課題があると考えられる」とするまでには

至らないが，生徒の解答状況を分析した結果，部分的に成果や課題があると考えられる場合には
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「一定の成果が見られる」，「一部課題があると考えられる」としているものもある。 

 

（２）経年比較等の観点から把握・分析が必要な事項 

前回調査（前々回調査）と同一問題においては，相互の通過率の比較を行った。比較に当たって

は，層化２段階無作為クラスター抽出を行ったことによる影響を考慮し，標準誤差（抽出した集団

の平均通過率の偏り状況を示す値）を問題ごとに算出し，それを基に信頼度 95％で通過率に有意

な差があると考えられるかどうかを見た上で，比較を行った。 

ただし，今回調査は前回調査（前々回調査）と異なり，学習指導要領の改訂事項を中心とした３

つの視点（１（２）参照）に限定して出題している。そのため，経年比較に用いる同一問題も同様

に限定して出題しており，経年比較の結果をもって科目全体の傾向について言及することはでき

ないことに留意する必要がある。 

  さらに，高等学校においては，前回調査（前々回調査）と比較して，必履修科目の科目構成，科

目名，標準単位数及び選択必履修科目の履修形態等が異なっている点にも，留意する必要がある。

特に理科の科目においては，大きく異なっていることも留意する必要がある。 
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６  結果を見る場合の留意点 

（１）平成 24・25 年度小学校及び平成 25 年度中学校学習指導要領実施状況調査との相違点 

今回の高等学校学習指導要領実施状況調査は，平成 24・25 年度小学校及び平成 25 年度中学校

学習指導要領実施状況調査に続くものであるが，小・中学校と比較して以下のような点で相違があ

り，これらの点については，結果を見る上でも留意が必要である。 
 
① 調査実施生徒数 
今回は履修率に関係なく一定数の調査対象生徒を得るよう設計したが，高等学校では選択科

目が調査対象となっているものもあるため，科目により調査実施生徒数の差異が生じている。し

たがって，小・中学校の結果と比較することについては，十分な注意が必要である。 
   

② 有効解答率 
高等学校においては，小・中学校に比べて，有効解答率が低い問題があり，これらの問題につ

いては，その科目を履修している少数の生徒の特色を示していると理解すべきものもあると考

えられる。結果を見るに当たっては，問題ごとの有効解答率の状況を留意する必要がある。 
 

③ 調査実施時期 

高等学校学習指導要領においては，各科目の履修時期（学年等）が指定されていないため，調

査対象者全員が履修をほぼ終えていると考えられる第３学年の 11 月を調査実施時期としたが，

調査対象となった生徒が当該科目の履修をした時期（学年等），関連する科目の選択状況等が異

なることとなる。したがって，履修時期（学年等），関連する科目の選択状況の違いにより，調

査結果に違いが現れることは予想されるが，本調査ではこの要因は考慮していない。 

 

④ 解答（回答）の重み付け 

   小・中学校では集計対象となった各学年の個々の児童・生徒の解答（回答）には，児童・生徒

の抽出確率が異なることを考慮して，重み付けを行っている。 

   解答（回答）の重み付けを行うには，母集団を特定する必要がある。小・中学校は全教科必修

であるため，各学年の総児童・生徒数を母集団とできるが，高等学校は科目ごとに履修状況が違

うため，母集団を特定できない。したがって，高等学校では解答（回答）の重み付けは行ってい

ない。 

   小・中学校では，ペーパーテスト調査及び児童・生徒質問紙調査だけではなく，教師質問紙調

査でも回答した教師の指導を受けている児童・生徒の数に重み付けすることにより，ペーパーテ

スト調査と教師質問紙調査の関連を見ることができたが，高等学校では重み付けをすることが

できないため，教師質問紙調査との関連を見ることができないことに留意する必要がある。 

 

（２）ペーパーテスト調査の正答率と平均正答率 

個人単位の有効に解答した問題数に対する正答又は準正答数の割合を基に正答率を算出した。

また，平均正答率の集計対象とする生徒は，表 15・16 のとおり各科目の問題冊子における有効に

解答した問題数の割合が一定の基準を満たしている生徒とした。 
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表 15 有効に解答した問題数の割合が一定の基準（５割以上，６割以上，８割以上）を満たした生

徒の人数及び割合 

科目／冊子 

解答 

人数 

(人) 

５割以上 

人数(人) 

６割以上 

人数(人) 

８割以上 

人数(人) 

  

科目／冊子 

解答 

人数 

(人) 

５割以上 

人数(人) 

６割以上 

人数(人) 

８割以上 

人数(人) 

割合(％) 割合(％) 割合(％) 割合(％) 割合(％) 割合(％) 

国語総合α 4,652 
4,558 4,558 4,240 

物理基礎 6,296 
5,313 5,045 4,450 

98.0 98.0 91.1 84.4 80.1 70.7 

国語総合β 5,042 
5,042 5,042 4,947 

化学基礎 6,032 
5,802 5,434 4,652 

100.0 100.0 98.1 96.2 90.1 77.1 

世界史Ｂα 4,387 
3,384 2,986 1,793 

生物基礎α 4,313 
3,953 3,953 3,638 

77.1 68.1 40.9 91.7 91.7 84.3 

世界史Ｂβ 4,214 
3,299 2,540 1,772 

生物基礎β 3,770 
3,679 3,615 3,360 

78.3 60.3 42.1 97.6 95.9 89.1 

日本史Ｂα 4,100 
3,238 2,746 1,878 

地学基礎 4,786 
4,345 3,886 3,591 

79.0 67.0 45.8 90.8 81.2 75.0 

日本史Ｂβ 5,098 
3,962 3,247 2,086 コミュニケー 

ション英語Ⅰ 
4,701 

4,323 4,286 3,872 

77.7 63.7 40.9 92.0 91.2 82.4 

地理Ａ 4,312 
3,552 3,042 2,459 

体育 3,915 
2,037 926 27 

82.4 70.5 57.0 52.0 23.7 0.7 

地理Ｂα 4,486 
4,340 4,274 3,834 

保健 4,863 
4,575 4,575 4,262 

96.7 95.3 85.5 94.1 94.1 87.6 

地理Ｂβ 4,403 
4,224 4,222 3,989 

音楽Ⅰ 3,377 
3,377 3,377 3,377 

95.9 95.9 90.6 100.0 100.0 100.0 

現代社会 4,090 
3,249 3,093 2,322 

美術Ⅰ 2,966 
2,966 2,966 2,966 

79.4 75.6 56.8 100.0 100.0 100.0 

倫理 5,121 
3,695 3,221 1,705 

工芸Ⅰ 2,599 
2,599 2,599 2,599 

72.2 62.9 33.3 100.0 100.0 100.0 

政治・経済 4,075 
2,903 2,500 1,508 

書道Ⅰ 2,995 
2,995 2,995 2,995 

71.2 61.3 37.0 100.0 100.0 100.0 

数学Ⅰα 4,919 
4,919 4,830 4,484 

家庭基礎 3,802 
3,260 2,831 2,525 

100.0 98.2 91.2 85.7 74.5 66.4 

数学Ⅰβ 4,781 
4,718 4,664 4,144 

社会と情報 3,627 
3,206 3,045 2,257 

98.7 97.6 86.7 88.4 84.0 62.2 

 
表 16 個人単位における平均正答率算出に必要な各科目の有効解答数の基準 

有効解答数の基準 対象科目 

全問題数の８割以上 

国語総合，地理Ｂ，数学Ⅰ， 物理基礎，化学基礎，生物基礎， 

地学基礎，コミュニケーション英語Ⅰ，保健，音楽Ⅰ，美術Ⅰ， 

工芸Ⅰ，書道Ⅰ 

全問題数の６割以上 
世界史Ｂ，日本史Ｂ，地理Ａ，現代社会，倫理，政治・経済， 

家庭基礎，社会と情報  

全問題数の５割以上 体育 

各科目の有効解答数の基準は，科目によってペーパーテスト調査の問題の内容を調査時点まで

に学習しているかどうか違うため，各科目の有効解答数の状況を基に設定した。 
    ただし，「体育」については，扱う内容を履修していない問題が多いことから，基準を５割以上

とした。これは，６割以上という基準を維持した場合，対象となる生徒の割合が調査実施者数の半

数未満となるため，抽出された集団の状況から全体を推測するという今回の調査の考え方には適
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していないと考えたからである。 
したがって，例えば，「国語総合」の場合，１冊子 20 問として，有効に解答した問題数が 16 問

以上ある生徒が平均正答率の集計対象となる。正答率は，正答又は準正答をした問題数の割合を基

にするので，有効に解答した問題数が 20 問でそのうち 10 問で正答又は準正答をした生徒と，有

効に解答した問題数 16 問でそのうち８問で正答又は準正答をした生徒は，同じ正答率となる。 

このように，有効な解答がなかった部分についても有効に解答した部分と同じ割合で正答又は

準正答しているとの仮定に立つ結果，１冊子当たりの有効に解答した問題数の割合が低くなるに

従って，その解答状況に基づいて推測される程度が大きくなり，また，有効に解答した問題がどれ

であったかということが大きく影響してくることとなる。 

   

（３）生徒質問紙調査及び教師質問紙調査の集計結果 

質問紙調査の集計結果については，回答者全員の回答状況を示したうえで，生徒質問紙調査では

男女別，冊子別の回答状況を，教師質問紙調査では冊子別の回答状況を，それぞれ併せて示してい

る。 
 
（４）質問紙調査の回答状況とペーパーテスト調査の結果との関連について 

  今回，質問紙調査の回答状況とペーパーテスト調査の結果との関連を示しているが，これらか

ら読み取ることができるのは，結果として示された２つの状況に何らかの関係があるというだけ

であり，この結果から双方に因果関係があるかどうかまでを判断することはできないことに留意

する必要がある。 
 
（５）その他 

  ①本調査は，平成 21 年告示の高等学校学習指導要領の実施状況を調査したものであり，本文は

それに基づいて表記している。 

    例）「今回の改訂」の今回とは，平成 21 年告示の高等学校学習指導要領を表す。  

②学習指導要領の表記 

・平成 21 年３月告示高等学校学習指導要領は，「現行学習指導要領」と表記している。 

・平成 11 年３月告示高等学校学習指導要領は，「平成 11 年告示学習指導要領」と表記してい

る。 

・平成元年３月告示高等学校学習指導要領は，「平成元年告示学習指導要領」と表記している。 

・学習指導要領の各教科等の解説については，例えば「現行学習指導要領解説」のように表記 

している。 

③学習指導要領及び学習指導要領解説の引用部分 

・平成 21年３月告示高等学校学習指導要領の第２章各学科に共通する各教科第１節から第10 

節の「第２ 各科目」に示されている事項の「２ 内容」を表記する場合は，「 」の中に 

内容項目番号を示して，「Ａ話すこと・聞くこと」のように表記している。 

・平成 21 年３月告示高等学校学習指導要領の第５章特別活動の「第２ 各活動・学校行事の

目標及び内容」に示されている事項の「２ 内容」を表記する場合は，「 」の中に内容項

目番号を示して，「(1)ア ホームルームや学校における生活上の諸問題の解決」のように表

記している。 

・本文中「（２）現行学習指導要領（平成 21 年告示）の改訂の要点」については，その都度明 

記はしていないが，平成 21 年３月告示高等学校学習指導要領及びその各教科等の解説に掲 

載されている文言を基に記載している。 

・上述以外の部分で平成 21 年３月告示高等学校学習指導要領及びその各教科等の解説に示さ  
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れている事項を引用する場合は，「 」の中に引用文を記し，「 」（解説）のように表記し 

ている。 

④教育課程実施状況調査 

・平成 17 年度に研究所が実施した教育課程実施状況調査については，「前回調査」と表記し 

ている。 

・平成 14・15 年度に研究所が実施した教育課程実施状況調査については，「前々回調査」と表  

記している。 

⑤体育の実技調査について 

・実技調査については411人に調査を行い，扱う領域等を履修している生徒を集計対象とした。 


