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Ⅰ 調査の概要

１ 調査の趣旨

特定の課題に関する調査は，平成15年10月7日の中央教育審議会答申「初等中等教育に

おける当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について」において提言され，児童生徒

の学力の総合的な状況を把握するために，従来から実施してきた「教育課程実施状況調査」

の枠組では把握が難しい内容について調査研究を行い，今後の教育課程や学校における指

導の改善に資するものである。

具体的な内容については，中央教育審議会のもとに設置された教科別専門部会から次の

ように提案されている。

〔社 会〕

○ 問題解決的な学習の実現状況に焦点を当てた調査

○ 社会科における基礎・基本となる知識や概念を明らかにし，それがどの程度身に

付いているかを把握する調査

○ 教師の指導の実態についての調査（問題解決的な学習の進め方，教材研究や教材

開発をどのように行っているか，目標に準拠した評価のテスト問題への反映，等）

以上を踏まえて，国立教育政策研究所（以下「研究所」という。）が委嘱した「特定の

課題に関する調査（社会）」の企画委員会及び問題作委員会において，教科別専門部会か

らの提案や過去の教育課程実施状況調査の結果等を併せて検討した結果，社会科における

基礎・基本となる知識・概念及び問題解決的な学習の実現状況について調査を行うことと

した。

２ 調査の内容及び実施方法

今回の調査では，社会科における基礎・基本となる知識・概念及び問題解決的な学習の

実現状況について調査を行うこととしたが，特に次のような点を重視し，児童生徒の学習

の実現状況を把握することを目指して，調査問題の開発に努めた。

社会科における基礎・基本となる知識・概念では，学習指導要領に示される内容のうち，

身に付けておかないと，その後の学習や生活に支障を来すおそれがあると考えられる「学

習や生活の基盤となる知識」について，問題解決的な学習の実現状況では，社会科の問題

解決的な学習を通して子どもたちに身に付けさせたい力について実施状況を把握すること

とし，それぞれの学校段階，分野（中学校）ごとに，具体的な調査問題の作成に当たった。

また，上記のペーパーテストに加えて，児童・生徒及び学校（教師）に対する質問紙調

査を実施し，社会科の基礎・基本となる知識・概念の学習の状況や，問題解決的な学習に

対する意識，教師の指導方法や指導形態などの指導の実際について把握し，これらの学習

に関する調査結果との関連などを考察するなど，児童生徒の学習の実現状況を総合的に把

握・分析することに努めた。
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３ 出題内容と調査実施学年

本調査では，現行の小学校及び中学校学習指導要領（平成10年告示）に示されている社

会科について，小学校では第３学年から第６学年までの内容を，中学校では，第１学年か

ら第３学年までの内容を出題範囲とした。

このように出題範囲が広いため，小学校では，基礎・基本となる知識・概念については

内容の範囲を２つに分けて，２冊子分の問題を出題することとし，内容①では，主に都道

府県の位置と名称，地図記号などを中心とし，内容②では，歴史上の人物と業績，政治の

働きなどを中心とした内容とした。また，問題解決的な学習については，学習場面が異な

る４つの大問構成とし，内容①，内容②でそれぞれ２問ずつ，２冊子分の問題を出題した。

中学校では，地理的分野，歴史的分野及び公民的分野の３分野ごとに出題することとし

た。

また，調査実施学年については，小学校及び中学校ともに，すべての内容について指導

がなされている最終学年において調査を実施することとした（小学校第６学年，中学校第

３学年）。

４ 調査実施日

対象学年 実施日

小学校 第６学年 平成19年２月22日（木）

中学校＊ 第３学年 平成19年１月24日（水）

（＊中等教育学校前期課程を含む。以下同じ）

５ 調査対象の抽出

本調査の対象については，小学校第６学年及び中学校第３学年の児童・生徒につき，小

学校では２種類の内容，中学校では３分野，それぞれ3,000人の調査結果を得ることとし

て，全国の国公私立の小・中学校から無作為に抽出した調査対象学校における小学校第６

学年及び第３学年の全学級の中から，研究所が示す方法によりそれぞれ１学級を抽出し，

その学級の児童・生徒全員を調査対象とした。

６ 調査実施学校数及び児童・生徒数

学校数 児童生徒数

小学校 225 6,665

内容① 113 3,390

内容② 112 3,275

中学校 301 9,394

地理的分野 101 3,211

歴史的分野 100 3,053

公民的分野 100 3,130
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７ 調査対象学校における実施方法

調査対象学校において，次の方法で調査を実施した。

(1) 社会科における基礎・基本となる知識・概念に関する調査（調査Ⅰ）

同一の指導事項について，対となる調査票（「調査票Ａ」及び「調査票Ｂ」の2冊子）

を用意し，「調査票Ａ」と「調査票Ｂ」において，基礎・基本となる知識・概念につい

て，例えば，それぞれ「用語から概念を問う問題」と「概念を表す用語を問う問題」を

出題し，通過率を比較し，分析することとした。なお，「調査票Ａ」及び「調査票Ｂ」

の振り分けについては，研究所が指定した方法に基づき，同一学級内で同数の児童生徒

に振り分けた（Ａグループ及びＢグループ）。

(2) 問題解決的な学習の実現状況に関する調査（調査Ⅱ）

調査Ⅱでは，写真・文献・図表・グラフ・年表・地図などの複数の資料を活用し，児

童生徒が主体的に問題（課題）を設定し，調べ，考え，判断し，自分の考えなどを適切

に表現する問題を出題した。資料の提示については，小学校では問題冊子の中に提示し，

中学校では資料集冊子を使用した。

なお，調査Ⅱについては，調査Ⅰとは異なり，調査対象学級のすべての児童生徒が，

同一の問題を実施した。

上記(1)及び(2)について，以下のような順序で実施した。

<小学校>

時限 調査名 時間 内容① 内容②

Ａグループ Ｂグループ Ａグループ Ｂグループ

１ 調査Ⅰ 20分 ①Ⅰ(1)Ａ ①Ⅰ(1)Ｂ ②Ⅰ(1)Ａ ②Ⅰ(1)Ｂ

調査Ⅱ 25分 ①Ⅱ(1) ②Ⅱ(1)

２ 調査Ⅰ 10分 ①Ⅰ(2)Ａ ①Ⅰ(2)Ｂ ②Ⅰ(2)Ａ ②Ⅰ(2)Ｂ

調査Ⅱ 35分 ①Ⅱ(2) ②Ⅱ(2)

<中学校>

時限 調査名 時間 地理的分野 歴史的分野 公民的分野

Ａグループ Ｂグループ Ａグループ Ｂグループ Ａグループ Ｂグループ

１ 調査Ⅰ 40分 ⅠＡ ⅠＢ ⅠＡ ⅠＢ ⅠＡ ⅠＢ

２ 調査Ⅱ 50分 Ⅱ Ⅱ Ⅱ

(3) 児童・生徒質問紙調査

調査対象学級の児童・生徒に対し，社会の学習に対する意識について調査した。調査

時間は，小学校６年，中学校３年ともに約２０分とした。

(4) 学校質問紙調査

調査対象学級で社会の指導を行っている教員を対象として，指導方法や指導形態など，

指導の実際について調査した。
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８ 評価

本調査の採点については，研究所が設定した問題ごとの解答類型に従い採点し，集計を

行った。

（参考）調査結果をみるにあたって

(1) 正答，準正答

解答については，正答の他，問題によって，完全な正答とは言えないが，学習

指導要領の目標，内容に照らしての学習の実現状況を判断しようとする際，その

問題のねらいからは正答をしたものと同等に扱ってよいと判断できるものとして

「準正答」を設けた。

(2) 通過率

調査実施児童生徒数（有効な解答（回答）を行ったものとして，集計対象とし

た児童生徒の人数。無解答も含まれる。）から，正答又は準正答いずれかを解答し

た児童生徒数の割合の数値を「通過率」とした。

(3) 得点の標準化

本調査では，個人ごとに得点を出し，それを分析評価の対象とすることはせず，

また，問題ごとに，例えば選択問題は1点，記述問題は5点というように，異なる

配点も行っていないが，個々の質問紙の回答状況とペーパーテストの実現状況と

の関連などをみるため，一定の制約つきながらも，個人の実現状況を表すものと

して，それぞれの問題冊子について，問題数に対する正答，準正答数の割合を基

に平均点を50点，１標準偏差を10点とする得点の標準化を行うこととした（「標準

化得点」）。
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Ⅱ 調査結果の概要

小学校

１ 社会科における基礎・基本となる知識や概念に関する調査（調査Ⅰ）

調査 の出題のねらい(1) Ⅰ

① 問題作成の基本的な考え方

社会科における基礎・基本となる知識や概念をみる調査では, 基礎・基本となる

知識や概念の理解や定着状況をみるために, ペーパーテストとペーパーテストの内

容に関連して児童の学習実態等や教師の指導の実際について調査する質問紙調査の

二つの調査を実施した。

前者については, 学習指導要領に示される内容のうち, 身に付けておかないと,

その後の学習や生活に支障を来すおそれがあると考えられる「学習や生活の基盤と

なる知識」ととらえ, 検討を加えた。

ペーパーテストの構成としては, 第３学年から第６学年までの「地域社会」,「我

が国の産業と国土」,「我が国の歴史, 政治, 国際理解」の内容を組み合わせた二種

類の内容（ 内容①」及び「内容② ）とした。「 」

（「 」「 」 ）その際, 同一の事項について, 対となる問題冊子 ①Ⅰ(1)Ａ ①Ⅰ(1)Ｂ 等

を用意し, 調査実施学級内でＡ・Ｂの調査票に児童を振り分け, 異なる出題方式に

よる調査結果の比較分析を行うことが可能となるよう, 問題の開発に努めた。

対となる問題冊子にあっては, おおむね「内容から名称を問う問題」と「名称か

ら内容を問う問題」のパターン,「地図から都道府県の位置を選択する問題」と「都

道府県の名称を選択する問題」のパターンなど, 様々な組み合わせを検討するとと

もに,それぞれの調査票ごとの調査時間内に, 多くの児童がすべての問題に解答を試

みることができるよう, 適切な問題数を出題し, 出題形式としては選択式とするこ

ととした。

質問紙調査については, ペーパーテストの内容に関連して, 児童の学習実態等や

教師の指導の実際について, 児童及び教師を対象とした質問紙調査を開発した。ペ

ーパーテストでは, Ａ・Ｂの調査票に児童を振り分けたが, 児童質問紙は共通とす

るとともに, ペーパーテストと質問紙調査の結果の相関に着目して分析し, 社会科

における基礎・基本となる知識や概念の理解や定着状況を把握・分析できるように

工夫した。

② ペーパーテストの構成

前述の「① 問題作成の基本的な考え方」を踏まえ, 内容①については,「都道府

県の位置と名称」と「地図・国土など」の二つの大問, 内容②については,「歴史上

の人物と業績」と「政治」の二つの大問構成とした。
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(2) 結果調査

① 都道府県の名称と位置

ア 出題のねらい

「都道府県の名称と位置」に関する問題は，20分の時間で実施した。

「 」（ ） ， （ ） ，位置を選択する問題 調査票Ａ は 自分の住んでいる県 都, 道, 府 の位置

及び１都・１道・２府, あいうえお順に配列した43県の位置を日本地図（北海道の

から沖縄県の まで, 番号を付している）から選択させた。１ 47

「都道府県名を選択する問題 （調査票Ｂ）は，北海道の から沖縄県の まで，」 １ 47

「 」 ，日本地図上に番号を付した都道府県名を, 別紙の 都道府県名シール から選択し

シールを所定の枠の中に貼るというものである。

イ 調査結果の分析

通過率(ｱ)

≪全体≫

調査結果では 「位置を選択する問題 （調査票Ａ)の通過率の平均は54.7％，， 」

「都道府県名を選択する問題 （調査票Ｂ）の通過率の平均は55.5％であった。」

正答した問題数（47問中）でみると 「位置を選択する問題」が25.7問 「都， ，

道府県名を選択する問題」では26.1問であった。47都道府県全てに正答した児

，「 」 ，「 」童の割合は 位置を選択する問題 では12.7％ 都道府県名を選択する問題

では14.6％であった。

このように，二つの出題形式（ 位置を選択する問題」と「都道府県名を選択「

する問題 ）では，通過率に顕著な差はみられなかった。」

≪調査対象学校が所在する都道府県（ブロック）≫

学校所在地をもとに調査対象児童数も勘案して, 北海道・東北 , 関東 ,「 」 「 」

「中部」,「近畿」,「中国・四国」,「九州」の６ブロックに分けて, 「調査対

（ ）」 ，「 （ ）」象学校が所在する都道府県 ブロック 別に 出題した都道府県 ブロック

の通過率をみると，次のとおりであった。

「位置を選択する問題」を例に 「北海道・東北」に所在する学校の児童の通，

過率をみると 「北海道・東北」の道県の位置については70.5％,「関東」の都，

県の位置については44.9％ 「中部」の県の位置については43.5％ 「近畿」の， ，

府県の位置については36.7％, 中国・四国 の県の位置については32.8％, 九「 」 「

州」の県の位置については42.5％であった。

他のブロックや「都道府県名を選択する問題」でも 「北海道・東北」の名称，

及び位置についてはやや高く 「中国・四国」の名称及び位置についてはやや低，

い傾向がみられたものの，総じて「調査対象学校が所在する都道府県（ブロッ

ク 」については,通過率が概ね70％以上(「位置を選択する問題 ：71.3％ 「都） 」 ，

道府県名を選択する問題 ：71.6％）と高い一方，当該ブロックからの距離が離」
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れるにつれて，通過率が低い傾向がみられた。

調査対象学校が所在する都道府県（ブロック）別の通過率

「位置を選択する問題 （調査票Ａ）」

出題した都道府県（ブロック）

北海道 関東 中部 近畿 中国 九州

・東北 ・四国

44.9 43.5 36.7 32.8 42.5北海道・東北 70.5

69.7 53.6 45.8 40.9 50.0調査対象 関東 71.1

72.1 61.6 57.2 48.4 55.7学校のある 中部 70.9

68.5 49.7 57.8 56.6 56.6都道府県 近畿 74.6

66.6 51.0 53.4 55.9 57.8(ブロック) 中国・四国 68.2

71.2九州 61.0 37.7 39.6 38.2 39.8

「都道府県名を選択する問題 （調査票Ｂ）」

出題した都道府県（ブロック）

北海道 関東 中部 近畿 中国 九州

・東北 ・四国

48.9 44.2 36.1 33.3 43.9北海道・東北 70.5

69.1 54.1 45.0 41.0 49.4調査対象 関東 69.4

72.6 62.4 58.2 46.1 54.9学校のある 中部 72.7

72.7 57.5 63.5 60.1 62.2都道府県 近畿 79.3

69.6 50.8 51.9 54.2 58.5(ブロック) 中国・四国 69.4

69.0九州 63.2 39.8 39.6 38.0 37.2

≪調査対象学校が所在する都道府県≫

本調査の規模では，都道府県ごとのサンプル数が少なく，都道府県ごとに分

析することは困難であるが，参考として，調査対象学校が所在する都道府県の

名称及び位置の通過率の平均をみると 「位置を選択する問題 「都道府県名を， 」

選択する問題 ともに, 通過率が90％以上 位置を選択する問題 ：94.7％ 都」 （「 」 ，「

道府県名を選択する問題 ：94.0％）であった。」

なお，通過率が100％であった問題は 「位置を選択する問題」については，

10道県 「都道府県名を選択する問題」については14道県であった。，

≪個々の都道府県≫

個々の都道府県別にみると, 「位置を選択する問題 「都道府県名を選択する」

問題」ともに，いずれの都道府県もおおむね40％以上で，北海道や沖縄県の名

称及び位置の通過率が90％以上であった。

位置を選択する問題 都道府県名を選択する問題

北海道（99.8% ，青森県，沖縄 北海道（99.9% ，青森県，沖縄85％以上 ） ）

県 県

新潟県 新潟県75％以上85％未満
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秋田県，岩手県，千葉県，東 秋田県，岩手県，千葉県，東65％以上75％未満

京都，鹿児島県 京都，鹿児島県

埼玉県，石川県，長野県，静 埼玉県，神奈川県，石川県，55％以上65％未満

岡県，滋賀県，大阪府 長野県，静岡県，愛知県，滋

賀県，大阪府

宮城県，山形県，福島県，茨 宮城県，山形県，福島県，茨45％以上55％未満

城県，栃木県，群馬県，神奈 城県，栃木県，群馬県，富山

川県，富山県，愛知県，三重 県，岐阜県，三重県，京都府，

県，京都府，奈良県，和歌山 奈良県，和歌山県，兵庫県，

県，兵庫県，広島県，山口県， 広島県，山口県，香川県，高

香川県，愛媛県，高知県，長 知県，佐賀県，長崎県，熊本

崎県，熊本県，大分県 県

福井県（39.9 ，山梨県，岐 福井県，山梨県，鳥取県，島35％以上45％未満 %）

阜県，鳥取県，島根県，岡山 根県（39.9 ，岡山県，徳島%）

県 徳島県 39.9 福岡県 県，愛媛県，福岡県，大分県，， （ ）， ，%

佐賀県，宮崎県 宮崎県

なし なし35％未満

誤答をみると, 以下のように, 隣接している県と誤答している例や，名称が

似ていると考えられる県と誤答している例などがみられた。

（100人以上が誤答しているもの）a) 隣接している県と誤答している例

位置を選択する問題 都道府県名を選択する問題

○ 岩手県と秋田県 ○ 岩手県と秋田県

（ ） （ ）岩手県→秋田県の位置と誤答198人 11.6% 岩手県の位置→秋田県と誤答279人 16.6%

（ ） （ ）秋田県→岩手県の位置と誤答283人 16.6% 秋田県の位置→岩手県と誤答189人 11.2%

○ 宮城県と山形県 ○ 栃木県と群馬県

宮城県→山形県の位置と誤答110人（6.5%） 栃木県の位置→群馬県と誤答153人（9.1%）

山形県→宮城県の位置と誤答146人（8.6%） 群馬県の位置→栃木県と誤答144人（8.5%）

○ 栃木県と群馬県 ○ 鳥取県と島根県

（ ）栃木県→群馬県の位置と誤答145人（8.5%） 鳥取県の位置→島根県と誤答198人 11.8%

（ ） （ ）群馬県→栃木県の位置と誤答175人 10.3% 島根県の位置→鳥取県と誤答322人 19.1%

○ 鳥取県と島根県 ○ 徳島県，香川県，愛媛県，高知

県鳥取県→島根県の位置と誤答319人 18.7%（ ）

島根県→鳥取県の位置と誤答196人 11.5% 徳島県の位置→香川県と誤答102人（6.1%）（ ）

香川県の位置→徳島県と誤答101人（6.0%）○ 岡山県と広島県

岡山県→広島県の位置と誤答103人（6.0%） →愛媛県と誤答159人（9.4%）

広島県→岡山県の位置と誤答134人（7.9%） 愛媛県の位置→徳島県と誤答110人（6.5%）

高知県の位置→愛媛県と誤答123人（7.3%）○ 徳島県,香川県,愛媛県,高知県

○ 佐賀県と長崎県徳島県→香川県の位置と誤答129人（7.6%）

→愛媛県の位置と誤答111人（6.5%） 佐賀県の位置→長崎県と誤答105人（6.2%）

香川県→徳島県の位置と誤答110人（6.5%） 長崎県の位置→佐賀県と誤答116人（6.9%）

○ 熊本県, 大分県, 宮崎県愛媛県→高知県の位置と誤答143人（8.4%）

→徳島県の位置と誤答137人（8.0%） 大分県の位置→熊本県と誤答106人（6.3%）

（ ）高知県→愛媛県の位置と誤答120人（7.0%） 宮崎県の位置→熊本県と誤答173人 10.3%

→徳島県の位置と誤答104人（6.1%） →大分県と誤答104人（6.2%）

（ ）内の数値は解答者数に占める割合
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b) 名称が似ていると考えられる県と誤答している例

位置を選択する問題 都道府県名を選択する問題

○ 福井県，福島県，福岡県 ○ 福井県，福島県，福岡県

福井県→福島県の位置と誤答48人（2.8%） 福島県の位置→福岡県と誤答49人（2.9%）

福岡県→福島県の位置と誤答56人（3.3%） 福井県の位置→福岡県と誤答32人（2.6%）

○ 山梨県と山形県 ○ 愛知県と愛媛県

山梨県→山形県の位置と誤答49人（2.9%） 愛知県→愛媛県の位置と誤答37人（2.2%）

○ 愛知県と愛媛県 ○ 滋賀県と佐賀県

愛知県→愛媛県の位置と誤答44人（2.6%） 滋賀県→佐賀県の位置と誤答34人（2.0%）

○ 滋賀県と佐賀県

滋賀県→佐賀県の位置と誤答39人（2.3%）

（ ）内の数値は解答者数に占める割合

質問紙調査の結果(ｲ)

○ 社会科の授業で取り上げた事例地域（学校質問紙 設問１）

事例地域として北海道を取り上げたものが一番多かった（延べ160事例 。）

≪事例地域として取り上げられた都道府県 ≫（上位５都道府県）

稲作 水産業 野菜の 果物の 畜産物の 工業 合計（自動車

生産など）生産 生産 生産

新潟県 鹿児島県 長野県 山梨県 北海道 愛知県 北海道

66(58.4) 36(31.9) 29(25.7) 34(30.1) 77(68.1) 81(71.7) 160(23.6)

山形県 北海道 茨城県 青森県 鹿児島県 福岡県 愛知県都道府県

59(52.2) 34(30.1) 27(23.9) 30(26.5) 22(19.5) 23(20.4) 89(13.1)

秋田県 岩手県 高知県 福島県 熊本県 神奈川県 山形県回答者数

36(31.9) 20(17.7) 26(23.0) 21(18.6) 20(17.7) 14(12.4) 70(10.3)に占める

北海道 青森県 北海道 愛媛県 宮崎県 東京都 新潟県割合

30(26.5) 19(16.8) 17(15.0) 21(18.6) 10(8.8) 13(11.5) 68(10.0)

宮城県 千葉県 岩手県 長野県 岩手県 大阪府 鹿児島県

7(6.2) 17(15.0) 16(14.2) 13(11.5) 3(2.7) 11(9.7) 60(8.8)

茨城県 埼玉県

7(6.2) 3(2.7)

ペーパーテストとの関係をみると，例えば，稲作の地域として取り上げられ

た茨城県，水産業の地域として取り上げられた鹿児島県，果物生産の地域とし

， ， ， 「 」て取り上げられた愛媛県 福島県 長野県など 事例地域として 取り上げた

と回答した教師が担当した児童は 「取り上げていない」と回答した教師が担当，

した児童より，通過率が10ポイント以上高いものがみられた。
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≪担当した児童のペーパーテストの結果 ≫（事例上位５都道府県 調査票Ａ）

稲作 水産業 野菜の生産 果物の生産 畜産物の 工業

（自動車生産など）生産

取り上げた 取り上げて 取り上げた 取り上げて 取り上げた 取り上げて 取り上げた 取り上げて 取り上げた 取り上げて 取り上げた 取り上げて

いない いない いない いない いない いない

新潟県 鹿児島県 長野県 山梨県 北海道 愛知県

83.7 80.0 77.2 65.9 58.8 57.8 42.5 43.2 99.7 100 55.4 51.0通

過 山形県 北海道 茨城県 青森県 鹿児島県 福岡県

52.7 46.7 99.6 99.8 61.6 51.7 92.9 93.8 72.7 68.7 41.2 41.9率

秋田県 岩手県 高知県 福島県 熊本県 神奈川県

（

70.7 70.1 71.4 67.2 49.2 54.3 67.1 46.9 46.4 46.8 54.9 53.1％

北海道 青森県 北海道 愛媛県 宮崎県 東京都

）

99.8 99.8 93.8 93.5 99.6 99.8 54.5 44.1 39.7 40.2 77.8 71.9

宮城県 千葉県 岩手県 長野県 岩手県 大阪府

50.5 49.0 74.4 66.3 70.4 67.5 69.7 56.4 75.6 67.7 51.8 60.1

茨城県 埼玉県

64.9 53.3 ※ 10ポイント以上差がみられたもの 47.8 56.7

○ 都道府県の名称と位置の学習方法及び指導方法

（児童質問紙 設問２，学校質問紙 設問２）

児童の学習方法については 「白地図を使って学習した （57.9％）や「47都， 」

道府県をまとめておぼえた （50.8％）と回答した児童の割合は50％以上であっ」

たが 「地名が出るたびに地図で確かめた」と回答した児童の割合は39.3％であ，

った。

一方，教師の指導方法については 「白地図作業をさせた （84.1％ 「47都， 」 ），

道府県をまとめて覚えさせた （82.3％ 「地名が出るたびに地図で確かめさせ」 ），

た （77.9％）と回答した割合が高く，同旨の児童質問紙の結果と比べると30ポ」

イント以上高く（都道府県コーナーの提示を除く ，児童と教師の意識の差がみ）

られた。

39.3

50.8

57.9

24.0

60.3

48.8

41.5

75.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 地名が出るたびに
地図で確かめた

② 47都道府県をまとめて
おぼえた

③ 白地図を使って学習した

④ 都道府県コーナーの

掲示で確かめた

おこなった おこなっていない その他 無回答

児童質問紙

2(2)社会科の学習で，47都道府県の位置と名前を，どのように
学習しましたか。
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ペーパーテストとの関係をみると，特に，児童質問紙の「白地図を使って学習

した 「47都道府県をまとめておぼえた」に対して肯定的な回答をした児童は，」，

否定的な回答をした児童と比べて，通過した問題数が多い結果であった （グラ。

フは調査票Ａのみ掲載。調査票Ｂも同様の傾向 ）。

○ 地図帳の活用（児童質問紙 設問３，学校質問紙 設問３，４）

「社会科の学習以外で，都道府県の位置を地図帳で確かめていますか」に対

して肯定的な回答をした児童の割合は56.0％ 社会科の学習で出てきた場所 地，「 （

名）の位置を，地図帳のさくいんを使って確かめていますか」に対する割合は

43.9％であった。

教師の回答状況をみると 「よく使った」及び「ときどき使った」と回答し，

た割合は，第５学年で95％以上と高く，継続的な使用状況をみても，第４～６

学年いずれの学年でも使用している53.1％，または，第４学年及び第５学年で

77.9

82.3

84.1

21.2

22.1

17.7

15.9

78.8

0% 20% 4 0% 60% 80% 100%

① 地名が出るたびに

地図で確かめさせた

② 47都道府県をまとめて

覚えさせた

③ 白地図作業をさせた

④ 都道府県のコーナーの
掲示を作って，意識づけた

行った 行わなかった その他 無回答

学校質問紙 2(2) 都道府県の位置と名称をどのように

指導しましたか。

31.3
20.2

0
10
20
30
40

Ⅰ(1)Ａ［47問］（問）

おこなった おこなっていない

児童質問紙 ② 47都道府県をまとめておぼえた

平均通過問題数

27.8
22.9

0
10
20
30
40

Ⅰ(1)Ａ［47問］（問）

おこなった おこなっていない

児童質問紙 ③ 白地図を使って学習した

平均通過問題数

8.1

10.2

48.0

33.7

30.1

36.3

13.8

19.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1)社会科の学習以外で，都道府県の位

置を地図帳で確かめていますか。

(2)社会科の学習で出てきた場所（地名）

の位置を，地図帳のさくいんを使って確か
めていますか。

児童質問紙

よく確かめている ときどき確かめている あまり確かめていない

まったく確かめていない その他 無回答



- 16 -

使用している31.0％と回答した割合を合わせて80％以上であった。

地図帳の活用方法については 「索引を使う 「しるし（マーカー）をつける」， 」

に対して「行った」と回答した教師の割合は75％以上であった。

② 地図・国土など

ア 出題のねらい

「地図・国土など」に関する設問については，10分間で実施した。

28.3

41.6

8.8

58.4

54.9

52.2

7.1

1.8

35.4 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第4学年

第5学年

第6学年

よく使った ときどき使った あまり使わなかった

全く使わなかった その他 無回答

学校質問紙

第4学年から第6学年までのそれぞれの社会科の授業での地図帳の使用状況

53.1 31.0 8.0 4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「よく使った」
＋

「ときどき使った」

学校質問紙

第4～6学年

すべて

第4学年と

第5学年

第4学年と

第6学年

第5学年と

第6学年
第4学年のみ 第5学年のみ 第6学年のみ

76.1

78.8

2.7

32.7

23.9

20.4

96.5

66.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 索引を使う

② しるし（マーカー）

をつける

③ 付箋を貼る

④ 書き込みをする

行った 行わなかった その他 無回答

学校質問紙 2(4) 地図帳を活用したとき，どのような指導をしましたか。
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具体的には，方位・方角，縮尺，主な地図記号，主な地形，等高線，近隣の諸国

などの名称と位置などについて，調査票Ａと調査票Ｂで対となる問題を出題した。

イ 調査結果の分析

＜方位・方角＞

通過率(ｱ)

，「 」（ ） ，調査結果では 正しい方位を選択する問題 調査票Ａ の通過率は67.0％

「 」（ ） ，地図上の地点から見た方角を選択する問題 調査票Ｂ の通過率は55.3％と

約10ポイント差がみられた。誤答として,「正しい方位を選択する問題」では,

東西を逆にしたものを選択したもの（26.1％）や 「地図上のＢ地点から見たＡ，

地点の方角を選択する問題」(正答は「西」)では 「東」の方角を選択したもの，

（25.3％）がみられた。

正しい方位を選択する問題 地図上の地点から見た方角を選択する

（ ）（調査票Ａ） 調査票Ｂ問題

通過率 67.0％ 55.3％

質問紙調査の結果(ｲ)

○ 方位についての学習機会及び指導

（児童質問紙 設問４，学校質問紙 設問５ ,６）

「社会科の学習で地図が出てきたときに，方位を確かめていますか」に対し

て 「よく確かめている」及び「ときどき確かめている」と回答した児童の割合，

は39.4％に対して 「あまり確かめていない」及び「まったく確かめていない」，

と回答した児童の割合は60.4％であった。

ペーパーテストとの関係をみると 「よく確かめている」及び「ときどき確か，

めている」と回答した児童は 「あまり確かめていない」又は「まったく確かめ，

ていない」と回答した児童より，通過率が高い傾向がみられた。

13.2 26.2 36.1 24.3

0% 20% 40 % 60% 80% 100%

社会科の学習で地図が

出てきたときに，方位を

確かめていますか。

よく確かめている ときどき確かめている あまり確かめていない
まったく確かめていない その他 無回答

児童質問紙
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教師の指導については 「よく確かめさせた」又は「ときどき確かめさせた」，

と回答した割合は69.0％であった。

具体的な指導方法については 「方位磁針を使う」と回答した割合が77.9％で，

あったが 「屋上で地域の様子の観察と併せて，方位を観察させる」や「教室で，

壁（天井，床）に方位を表す掲示物を貼る」などの指導を行っていると回答し

た割合は約50％であった。

＜縮尺＞

通過率(ｱ)

「説明文から用語を選択する問題 （調査票Ａ）の通過率は79.9％ 「地図上」 ，

83.8
67.0 65.1 62.9

0
20

40
60
80

100

Ⅰ(2)A 1(1)

よく確かめている ときどき確かめている

あまり確かめていない まったく確かめていない

関連する問題の通過率

67.3
53.5 52.5 53.5

0
20

40
60
80

100

Ⅰ (2)B 1(1)

よく確かめている ときどき確かめている

あまり確かめていない まったく確かめていない

関連する問題の通過率

54.0

48.7

77.9

44.2

49.6

20.4

0 % 20% 40% 60% 80% 1 00%

① 屋上で地域の様子の

観察と併せて，方位を
観察させる

② 教室で壁（天井，床）に

方位を表す掲示物を貼る

③ 方位磁針を使う

行った 行わなかった その他 無回答

学校質問紙 方位についてどのような指導をしましたか。

11.5 57.5 25.7 4.4

0% 20% 40 % 60% 80% 100%

社会科の授業で地図が

出てきた際に，方位を

確かめさせましたか。

よく確かめさせた ときどき確かめさせた

あまり確かめさせなかった 全く確かめさせなかった

その他 無回答

学校質問紙
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」（ ） ，のＡ地点とＢ地点の実際の距離を選択する問題 調査票Ｂ の通過率は68.2％

約10ポイント差がみられた 誤答として, 説明文から用語を選択する問題 (正。 「 」

答は「縮尺」)では「密度」を選択したもの（10.9％ 「地図上のＡ地点とＢ地），

点の実際の距離を選択する問題」(正答は「約１㎞」)では「約10㎞」を選んだ

もの（18.9％）がみられた。

説明文から用語を選択する問題 地図上のＡ地点とＢ地点の実際の距離

（ ）（調査票Ａ） 調査票Ｂを選択する問題

通過率 79.9％ 68.2％

質問紙調査の結果(ｲ)

○ 縮尺についての学習機会及び指導

（児童質問紙 設問５，学校質問紙 設問７）

「社会科の学習で地図が出てきたときに，縮尺を確かめていますか」に対し

て 「よく確かめている」又は「ときどき確かめている」と回答した児童の割，

合は32.5％に対して 「あまり確かめていない」又は「まったく確かめていな，

い」と回答した児童の割合は67.3％であった。

，「 」 「 」教師の指導については よく確かめさせた 又は ときどき確かめさせた

と回答した割合は69.0％であった。

ペーパーテストとの関係をみると 「よく確かめている」又は「ときどき確，

かめいている」と回答した児童は 「あまり確かめていない」又は「まったく，

確かめていない」と回答した児童より，通過率が高い傾向がみられた。

8.9 23.6 37.1 30.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社会科の学習で地図が
出てきたときに，縮尺を

確かめていますか。

よく確かめている ときどき確かめている
あまり確かめていない まったく確かめていない
その他 無回答

児童質問紙

93.3
82.1 77.2 77.7

0
20
40
60
80

100

Ⅰ(2)A1(2)

よく確かめている ときどき確かめている

あまり確かめていない まったく確かめていない

関連する問題の通過率

79.6
71.3 66.3 64.3

0
20
40
60
80

100

Ⅰ(2)B 1(2)

よく確かめている ときどき確かめている

あまり確かめていない まったく確かめていない

関連する問題の通過率
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＜主な地図記号＞

通過率(ｱ)

「地図記号から用語を選択する問題 （調査票Ａ）と「用語から地図記号を選」

択する問題 （調査票Ｂ）として出題した。通過率はおおむね60％から80％で，」

二つの出題形式では，通過率に顕著な差はみられなかった。地図記号別にみる

と 「工場」の通過率が高く 「田」の通過率が低い傾向がみられた。誤答とし， ，

て 「消防署」に対して「警察署」を選択したもの（用語：18.5％，地図記号：，

16.1％）や,「警察署」に対して「消防署」を選択したもの（用語：14.7％，地

図記号：19.6％）がみられた。

地図記号から用語を選択する 用語から地図記号を選択する

（ ）問題 問題（調査票Ａ） 調査票Ｂ

通 消防署 64.1％ 67.5％

過 工場 81.4％ 80.4％

率 警察署 66.3％ 68.2％

田 57.1％ 60.2％

質問紙調査の結果(ｲ)

○ 地図記号についての指導機会（学校質問紙 設問８）

「第３学年の「学校のまわりや市のようす」の単元で指導」と回答した教師

の割合は94.7％ 「第４学年の「県（都，道，府）のようす」の単元で指導」，

と回答した割合は84.1％であった。

＜主な地形＞

通過率(ｱ)

「説明文から用語を選択する問題 （調査票Ａ）と「写真から用語を選択する」

問題 （調査票Ｂ）として 「平野」と「山地」について出題した。」 ，

I I

94.7

84.1

65.5

14.2

2.7

11.5

31.9

69.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 第3学年の「学校のまわりや
市のようす」の単元で指導

② 第4学年の「県（都，道，府）の
ようす」の単元で指導

③ 上記①と②以外の社会科の授業
の中で，地図が出てきたときに指導

④ 社会科の授業以外で指導

行った 行わなかった その他 無回答

学校質問紙 地図記号についてどのような
機会に指導しましたか。
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いずれの問題も通過率が85％以上であったが，二つの出題形式の通過率を比

，「 」 「 」較すると 説明文から用語を選択する問題 が 写真から用語を選択する問題

より通過率が高い傾向がみられた。

説明文から用語を選択する 写真から用語を選択する問題

調査票Ａ （調査票Ｂ）問題 （ ）

通過率 平野 96.1％ 91.7％

山地 97.0％ 86.0％

質問紙調査の結果(ｲ)

○ 土地の様子についての学習方法及び指導

（児童質問紙 設問６，学校質問紙 設問９）

「地図を使った」学習に対して「おこなった」と回答した児童の割合は76.3

％であった。児童と教師の回答は，同様の傾向であった（設問⑤を除く 。）

16.8

47.6

76.3

21.4

43.6

22.2

82.5

51.9

22.9

77.5

55.8

77.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 土地のようすを見学した

② 写真を使った

③ 地図を使った

④ 立体地図を使った

⑤ 絵やイラスト（模式図）を使った

⑥ ＤＶＤやパソコンを使った

おこなった おこなっていない その他 無回答

児童質問紙 土地のようす（平野，山地，半島，島など）は，どのように学習しましたか。

11.5

80.5

98.2

26.5

11.5

23.9

87.6

19.5

1.8

72.6

87.6

75.2

0% 20% 40% 60 % 80% 100%

① 地形を見学する

② 写真を使う

③ 地図を使う

④ 立体地図を使う

⑤ 模式図を使う

⑥ DVDやパソコンを使う

行った 行わなかった その他 無回答

学校質問紙 地形（平野，山地，半島，島など）は，どのように指導しましたか。
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＜等高線＞

通過率(ｱ)

「用語から説明文を選択する問題 （調査票Ａ）の通過率は63.1％, 「地図上」

」（ ） 。のＡ地点とＢ地点の正しい高さを選択する問題 調査票Ｂ は60.2％であった

誤答として, 「用語から説明文を選択する問題」(正答は「海面からの高さが

同じ」)では「土地の気温が同じ」を選んだ児童の割合が20.6％ 「地図上のＡ，

地点とＢ地点の正しい高さを選択する問題」(正答は「Ａ点もＢ点も同じ」)で

「Ａ点がＢ点より高い」を選んだ児童の割合が21.3％みられた。

用語から説明文を選択する問題 地図上のＡ地点とＢ地点の正しい高さ

（調査票Ａ） （調査票Ｂ）を選択する問題

通過率 63.1％ 60.2％

質問紙調査の結果(ｲ)

（ ， ）○ 等高線についての学習方法及び指導 児童質問紙 設問７ 学校質問紙 設問10

児童，教師ともに 「教科書や地図帳，副読本を使って学習（指導 」に対し， ）

て「行った」と回答した割合が最も高かったが，教師と児童との間に意識の差

がみられた。

53.2

34.4

13.7

6 .3

7.0

46.0

64.7

85.5

92.9

92.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 教科書や地図帳，副読本を
使って学習した

② 先生が用意した地図を使って

学習した

③ 立体地図を使って学習した

④ 立体もけいをつくって学習した

⑤ 立体を輪切りにして学習した

児童質問紙 等高線は，どのように学習しましたか。

おこなった おこなっていない その他 無回答

87.6

37.2

31.0

8.0

6.2

9.7

59.3

65.5

88.5

90.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 教科書や地図帳，
副読本を使う

② 教師が用意した
地図を使う

③ 立体地図を使う

④ 立体模型をつくって

指導する

⑤ 立体を輪切りにして

指導する

行っている 行っていない その他 無回答

学校質問紙 等高線は，どのように指導しましたか。
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＜近隣の諸国などの国名と位置＞

通過率(ｱ)

「国名から地図上の位置を選択する問題 （調査票Ａ）の通過率は63.8％～」

81.1％ 「地図上の位置から国名を選択する問題 （調査票Ｂ）の通過率は73.6％， 」

～84.3％であった。5問すべてに正答した児童は 「国名から地図上の位置を選択，

する問題」では39.4％ 「地図上の位置から国名を選択する問題」では52.0％み，

られた。

二つの出題形式の通過率を比較すると，5問中4問（ロシア連邦，中華人民共

和国，大韓民国，アメリカ合衆国）では 「地図上の位置から国名を選択する問，

題」が「国名から地図上の位置を選択する問題」より通過率が高く，特に，ロ

シア連邦では14.8ポイントの差がみられた。オーストラリアについては 「国名，

」 「 」から地図上の位置を選択する問題 が 地図上の位置から国名を選択する問題

より通過率が高かった。

誤答として,「国名から地図上の位置を選択する問題」では，ロシア連邦につ

いて，モンゴルを選択した児童が16.6％，アメリカ合衆国について，カナダを

。「 」 ，選択した児童が16.7％みられた 地図上の位置から国名を選択する問題 では

中華人民共和国について，ロシア連邦を選択した児童が9.9％，大韓民国につい

て，中華人民共和国を選択した児童が10.2％，オーストラリアについて，ニュ

ージーランドを選択した児童が9.9％みられた。

国名から地図上の位置を選 地図上の位置から国名を選択

（ ） （ ）択する問題 する問題調査票Ａ 調査票Ｂ

ロシア連邦 63.8％ 78.6％

通 中華人民共和国 69.5％ 73.6％

過 大韓民国 69.3％ 74.8％

率 アメリカ合衆国 78.1％ 84.3％

オーストラリア 81.1％ 76.6％

質問紙調査の結果(ｲ)

○ 近隣の諸国の国名と位置の学習方法（児童質問紙 設問８）

「地図帳で調べた」に「おこなった」と回答した児童の割合が85.5％と最も

高かったが 「白地図を使って作業した」に「おこなった」と回答した児童の，

割合は25.5％であった。
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関連する問題との関係をみると 「白地図を使って作業した」をはじめ７つ，

，「 」 ，「 」の質問すべてにおいて おこなった と回答した児童は おこなっていない

と回答した児童より通過率が高い傾向がみられた。

○ テレビや新聞などで外国のニュースを見聞きしたときの地図や地球儀の活用

（児童質問紙 設問９）

「テレビや新聞などで外国のニュースを見聞きしたときに, その国の位置を

地図や地球儀で確かめていますか」に対して 「よく確かめている」又は「と，

きどき確かめている」と回答した児童の割合は26.6％であった。

74.0

85.5

43.6

60.4

41.7

25.5

40.6

25.6

14.1

55.6

38.7

57.6

73.4

58.6

0% 20% 4 0% 60% 80% 100%

① 教科書で調べた

② 地図帳で調べた

③ 地球儀で調べた

④ 資料集で調べた

⑤ かけ地図（大きい地図）で調べた

⑥ 白地図を使って作業した

⑦ プリント（ワークシート）で作業した

おこなった おこなっていない その他 無回答

児童質問紙 (1) 「日本のまわりにある国名と位置」は，どのように学習しましたか。

80.1 70.0

0
20
40
60
80

100

Ⅰ(2)Ａ 4[5問]

おこなった おこなっていない

通過率 ⑥ 白地図を使って作業した
82.9 75.8

0
20
40
60
80

100

Ⅰ(2)Ｂ 4[5問]

おこなった おこなっていない

通過率 ⑥ 白地図を使って作業した
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，「 」 「 」関連する問題との関係をみると 確かめている 又は よく確かめている

，「 」 「 」と回答した児童は あまり確かめていない 又は まったく確かめていない

と回答した児童より，平均通過問題数が多い結果であった（調査票Ｂも同様の

傾向 。）

○ 外国についての指導（学校質問紙 設問11）

外国について，第５学年及び第６学年以外でも，第３学年の「商店や工場」

や第４学年「わたしたちの県（都，道，府 」においても，指導していると回）

答した教師の割合は50％以上であった。

5.7 20.9 27.3 45 .3

0 % 20% 40% 60% 80 % 100%

テレビや新聞などで外国のニュースを

見聞きしたときに，その国の位置を地図

や地球儀で確かめていますか。

よく確かめている ときどき確かめている
あまり確かめていない まったく確かめていない

その他 無回答

児童質問紙

4.1 4.1 3.9 3.8

0
1

2
3
4
5

Ⅰ(2)Ｂ 4[5問]問

よく確かめている ときどき確かめている

あまり確かめていない まったく確かめていない

関連する問題の平均通過問題数

4.0 3.8 3.7 3.4

0
1

2
3
4
5

Ⅰ(2)Ａ 4[5問]問

よく確かめている ときどき確かめている

あまり確かめていない まったく確かめていない

関連する問題の平均通過問題数
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43.4

23.9

6.2

0.9

21.2

40.7

75.2

41.6

4.4

18.6

55.8

32.7

26.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 第3学年の「商店や

工場」の学習のとき

② 第4学年の「わたし
たちの県（都，道，府）」

の学習のとき

③ 第5学年の「産業」

「国土」の学習のとき

④ 第6学年の「歴史」
「国際理解」の学習の

とき

国名のみを指導した 国名と位置を併せて指導した

国名と位置と国旗を併せて指導した 全く指導しなかった

その他 無回答

学校質問紙 外国についてどのように指導しましたか。
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③ 我が国の歴史上の人物と業績

ア 出題のねらい

「歴史上の人物と業績」に関する大問は，20分間で実施した。その際，限られ

た時間内ですべての問題に取り組むことができるようにするために，シールを所

定の枠の中に貼る形式を用いた。

「業績から人物を選択する問題 （調査票Ａ）では, 学習指導要領に取り上げら」

れている42名の人物の業績が書かれている年表に 「人物シール （弥生時代から， 」

） 。室町時代までの人物, それ以降の時代の人物を分けて掲載 から選んで貼らせた

「人物から業績を選択する問題 （調査票Ｂ）では，42名の人物の肖像画や写真」

などが掲載されている年表に, 「人物の業績シール （弥生時代から室町時代まで」

の人物, それ以降の時代の人物の業績を分けて掲載）から選択して貼らせた。

なお，42人の人物には，政治及び文化いずれの業績ももつ人物が含まれている

が，出題の制約上，政治又は文化いずれかの業績を取り上げて出題した。

イ 調査結果の分析

通過率(ｱ)

≪全体≫

調査結果では 「業績から人物を選択する問題 （調査票Ａ）の通過率の平均， 」

は68.2％ 「人物から業績を選択する問題 （調査票Ｂ）の通過率は67.9％であ， 」

った。

正答した問題数（42問中）でみると, 「業績から人物を選択する問題」が

28.6問 「人物から業績を選択する問題」が28.5問であった。42問すべてに正答，

した児童は,「業績から人物を選択する問題」が8.3％ 「人物から業績を選択す，

る問題」が7.9％であった。

二つの出題形式（ 業績から人物を選択する問題」と「人物から業績を選択す「

る問題 ）では，全体としては，多くの人物については通過率に顕著な差はみら」

れなかったが，徳川家光，勝海舟など 「人物から業績を選択」が「業績から人，

物を選択」より低い例もみられた。

また，政治に関する人物として出題した人物（26人）の通過率の平均と，文

化に関する人物として出題した人物（16人）の通過率の平均を比較すると，文

化に関する人物として出題したものが高い傾向がみられた。

業績から人物を選択する 人物から業績を選択する

（ ） （ ）問題 問題調査票Ａ 調査票Ｂ

全体平均 68.2％ 67.9％

政治に関する人物（26人） 59.4％ 57.8％

文化に関する人物（16人） 82.5％ 84.5％
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≪個々の人物≫

個々の人物別にみると 「業績から人物を選択する問題」と「人物から業績を，

」 ， ， ， ， ，選択する問題 の通過率は約20％～99％で 卑弥呼 ザビエル ペリー 雪舟

野口英世は通過率が90％以上であったが，大久保利通，木戸孝允，大隈重信な

どについては通過率が低い傾向がみられた。

業績から人物を選択する問題 人物から業績を選択する問題

卑弥呼（99.0 ，ザビエル， 卑弥呼（99.0 ，ザビエル，85％以上 % %） ）

ペリー，野口英世，雪舟，杉 ペリー，雪舟，野口英世，杉

田玄白，福沢諭吉，織田信長， 田玄白，足利義満，足利義政，

聖徳太子 聖徳太子，伊能忠敬

伊能忠敬，足利義満，足利義 福沢諭吉，藤原道長，紫式部，75％以上85％未満

政，小野妹子，豊臣秀吉，紫 織田信長，鑑真，小野妹子，

式部，鑑真，徳川家康，徳川 清少納言，行基，豊臣秀吉，

家光，清少納言，藤原道長， 歌川広重，近松門左衛門

行基

歌川広重，本居宣長，聖武天 聖武天皇，徳川家康，本居宣65％以上75％未満

皇，近松門左衛門，平清盛 長，源頼朝，源義経，徳川家

光

源頼朝，源義経，北条時宗 北条時宗，平清盛，中大兄皇55％以上65％未満

子，中臣鎌足

中大兄皇子，中臣鎌足， 東郷平八郎，板垣退助45％以上55％未満

東郷平八郎，西郷隆盛，板垣

退助

陸奥宗光，伊藤博文，勝海舟， 西郷隆盛，小村寿太郎，陸奥35％以上45％未満

明治天皇 宗光，伊藤博文，明治天皇

小村寿太郎，大隈重信，木戸 勝海舟，大隈重信，木戸孝允，35％未満

孝允，大久保利通（23.5 ） 大久保利通（19.9 ）% %

誤答をみると，以下のように, 同時代や分野の近い人物を誤答している割合

が高い傾向がみられた。

（100人以上が誤答しているもの）誤答している例

業績から人物を選択する問題 人物から業績を選択する問題

○ 中大兄皇子と中臣鎌足 ○ 中大兄皇子と中臣鎌足

中大兄皇子の業績→中臣鎌足（14.6%） 中大兄皇子→中臣鎌足の業績（14.2%）

中臣鎌足の業績→中大兄皇子（16.8%） 中臣鎌足→中大兄皇子の業績（13.0%）

なお,上記以外にも

中大兄皇子の業績→聖武天皇（9.6%）

中臣鎌足の業績→藤原道長（6.2%）

○ 行基と鑑真 ○ 行基と鑑真

行基の業績→鑑真（10.9%） 行基→鑑真の業績（11.2%）

鑑真の業績→行基（11.5%） 鑑真→行基の業績（10.5%）
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○ 紫式部と清少納言 ○ 紫式部と清少納言

紫式部の業績→清少納言（13.5%） 紫式部→清少納言の業績（13.4%）

清少納言の業績→紫式部（14.2%） 清少納言→紫式部の業績（12.2%）

○ 源義経と源頼朝 ○ 源義経と源頼朝

源義経の業績→源頼朝（12.9%） 源義経→源頼朝の業績（8.2%）

源頼朝の業績→源義経（10.1%） 源頼朝→源義経の業績（11.4%）

○ 足利義満と足利義政 ○ 徳川家康と徳川家光

足利義満の業績→足利義政（8.9%） 徳川家康→徳川家光の業績（6.8%）

足利義政の業績→足利義満（8.8%） 徳川家光→徳川家康の業績（7.7%）

○ 近松門左衛門と歌川広重 ○ 近松門左衛門と歌川広重

近松門左衛門の業績→歌川広重（14.2%） 近松門左衛門→歌川広重の業績（8.1%）

歌川広重の業績→近松門左衛門（9.8%） 歌川広重→近松門左衛門の業績（12.8%）

○ 木戸孝允と大久保利通 ○ 木戸孝允と大久保利通

木戸孝允の業績→大久保利通（17.1%） 木戸孝允→大久保利通の業績（10.7%）

大久保利通の業績→木戸孝允（11.8%） 大久保利通→木戸孝允の業績（16.2%）

○ 大隈重信と伊藤博文 ○ 板垣退助と大隈重信

大隈重信の業績→伊藤博文（10.1%） 大隈重信→板垣退助の業績（7.5%）

伊藤博文の業績→大隈重信（6.8%）

○ 陸奥宗光と小村寿太郎 ○ 陸奥宗光と小村寿太郎

陸奥宗光の業績→小村寿太郎（15.2%） 陸奥宗光→小村寿太郎の業績（13.4%）

小村寿太郎の業績→陸奥宗光（14.0%） 小村寿太郎→陸奥宗光の業績（14.4%）

（ ）内の数値は解答者数に占める割合

質問紙調査の結果(ｲ)

○ 人物についての指導（学校質問紙 設問１）

42名の人物の中で 「特に重点的に（複数時間をかけて）指導した人物」とし，

て，織田信長（92.0％ ，徳川家康（ ％ ，豊臣秀吉（89.3％）と回答した） ）90.2

教師の割合が高かった。

具体的にどのような指導の工夫を行ったかをみると，全体として「児童に興

味を持たせるエピソードを扱った （32.4％ 「人物の肖像画・写真や年表など」 ），

の具体的な資料を用意した （24.7％ 「学習問題や学習過程を工夫した」」 ），

（16.9％ 「人物年表や人物事典作りなど，表現活動を取り入れた」(12.3％)），

と回答した教師の割合が多かった。
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一方，42名の人物の中で 「指導にあまり時間をかけなかった人物」として，，

東郷平八郎（62.5％ ，木戸孝允（46.4％ ，勝海舟（41.1％）と回答した教師） ）

の割合が多かった。

指導にあまり時間をかけられなかった理由をみると，全体として 「登場する，

人物が多い （28.7％ 「学習問題や学習過程を工夫できない （22.9％ 「児」 ）， 」 ），

童に興味を持たせるエピソードが少ない （14.8％ 「子ども向けの伝記や人物」 ），

の物語の具体的な資料を用意できない （12.6％）などが多かった。」

16.9 32.4 24.7 5.2 12.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

学習問題や学習過程を工夫した

児童に興味を持たせるエピソードを扱った

人物の肖像画・写真や年表などの具体的な資料を用意した

見学や体験活動などを取り入れた

人物年表や人物事典作りなど，表現活動を取り入れた

地域の素材を取り上げた

その他

特定不可

無回答

学校質問紙 特に重点的に（複数時間をかけて）指導した人物についての指導方法

22.9 14.8 12.6 1.9 28.7 10.7

0 % 20% 40% 60% 80 % 100%

全体

学習問題や学習過程を工夫できない

児童に興味を持たせるエピソードが少ない

子ども向けの伝記や人物の物語の具体的な資料を用意できない

見学や体験活動などを取り入れることができない

表現活動を取り入れることができない

地域の素材がない

登場する人物が多い

人物の業績が分かりづらい

指導していない

その他

無回答

学校質問紙 指導に時間をかけなかった理由
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関連する問題との関係をみると，例えば，大久保利通について「児童に興味

を持たせるエピソードを扱った 「人物年表や人物事典作りなど，表現活動を」，

取り入れた 「人物の肖像画・写真や年表など具体的な資料を用意した」と回」，

答した教師が担当した児童は 「指導にあまり時間をかけなかった」と回答した，

教師が担当した児童より，通過率が高い傾向がみられた。

○ 人物についての学習方法，人物に対する意識（児童質問紙 設問２～５）

調査Ⅰの解答状況（通過率）を考察するための一つの手がかりとするため，

児童質問紙調査では，人物についての理解（ よく分かった 「分かりにくかっ「 」

た」等）やその理由についての質問を行っている。なお，児童の回答の負担等

を考慮し，特に，過去の教育課程実施状況調査で課題がみられた江戸時代の文

化や学問，明治維新や明治時代に活躍した人物に絞ることにした。

≪江戸時代に文化や学問で活躍した人物≫

江戸時代に文化で活躍した人物のうち 「近松門左衛門」及び「歌川広重」と，

，「 」 ，「 」もに よく分かった と回答した児童の割合が約60％ よく分からなかった

と回答した児童は約25％であった。

江戸時代に学問で活躍した人物のうち 「杉田玄白」及び「伊能忠敬」につい，

ては 「よく分かった」と回答した児童の割合が80％以上であったが 「本居宣， ，

長」については「よく分かった」と回答した児童の割合は46.2％に対し 「よく，

分からなかった」と回答した児童は32.5％であった。

本居宣長 について よく分からなかった と回答した理由については 江「 」 「 」 「

戸時代の学問について興味がなかった」は23.5％ 「資料があまりなく，調べに，

くかった」は45.2％ 「覚えていない」は22.8％ 「その他」は7.1％で,「本居， ，

宣長は分かっている所が少ししかない」などの記述もみられた。

36.6 33.8
44.4

21.7

0

20

40

60

80

100

調査票Ａ

学校質問紙 重点的に指導した人物についての指導方法

回答状況と通過率（大久保利通）

児童に興味を持たせる

エピソードを扱った

人物の肖像画・写真や年表などの

具体的な資料を用意した

人物年表や人物事典作りなど，
表現活動を取り入れた

指導にあまり時間を
かけなかった
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≪明治維新や明治時代の政治や文化などで活躍した人物≫

，「 」，「 」，「 」，質問紙で取り上げた９人の人物のうち 勝海舟 木戸孝允 大久保利通

「大隈重信」については 「よく分かった」と回答した児童の割合は40％未満，，

「分かりにくかった」と回答した割合は40％以上であった。

「分かりにくかった」と回答した理由については,「何をした人物か，はっき

りしない」は約65％ 「資料があまりなく，調べにくかった」は約20％ 「理由， ，

は分からない」は約10％であった。

61.8

62.2

25.3

24.0

12.3

12.9

0% 20% 40% 60% 8 0% 100%

① 近松門左衛門

② 歌川広重

よく分かった 分かりにくかった 覚えていない
学習していない その他 無回答

児童質問紙 (1) 江戸時代に文化で活躍した人物

46.2

84.8

80.9

32.7

10.2

11.2

19.9

4.5

7.2

0 % 20% 40% 60% 80% 100%

① 本居宣長

② 杉田玄白

③ 伊能忠敬

よく分かった 分かりにくかった 覚えていない

学習していない その他 無回答

児童質問紙 (1)江戸時代に学問で活躍した人物

23.5 45.2 22.8 7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 本居宣長

分かりにくかった理由

江戸時代の学問について
興味がなかった

資料があまりなく，
調べにくかった

覚えていない その他

特定不可 無回答
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≪明治時代の後半に活躍した人物≫

質問紙で取り上げた４人の人物のうち 「野口英世」について,「よく分かっ，

た」と回答した児童の割合は91.7％ 「分かりにくかった」と回答した児童は，

4.9％であった。野口英世は明治後期以降の中で唯一の文化に関わる人物で伝記

などにもよく知られている人物であり，印象に残ったと考えられる。

一方 「陸奥宗光 「東郷平八郎 「小村寿太郎」について「よく分かった」， 」， 」，

と回答した児童の割合はおおむね35～50％ 「分かりにくかった」と回答した児，

童は30～35％であった。

「分かりにくかった」と回答した理由については 「何をした人物か，はっき，

りしない」は約65％ 「資料があまりなく，調べにくかった」は約20％ 「理由， ，

66.2

67.8

66.3

66.7

21.1

17.4

17.6

18.0

9.7

11.1

12.5

12.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 勝海舟

④ 木戸孝允

⑤ 大久保利通

⑧ 大隈重信

分かりにくかった理由

何をした人物か，

はっきりしない

資料があまりなく，

調べにくかった

理由は

分からない

その他 特定不可 無回答

26.9

63.6

41.0

28.0

34.6

81.4

60.2

27.1

65.5

43.3

25.0

37.8

45.4

42.8

11.5

26.6

44.7

22.2

25.9

10.7

19.1

24.5

20.8

6.1

12.2

25.5

11.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 勝海舟

② 西郷隆盛

③ 明治天皇

④ 木戸孝允

⑤ 大久保利通

⑥ 福沢諭吉

⑦ 板垣退助

⑧ 大隈重信

⑨ 伊藤博文

よく分かった 分かり

にくかった

覚えていない 学習していない その他 無回答

児童質問紙 (1)明治維新や明治時代の政治や文化などで活躍した人物
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は分からない」は約10％であった。なお 「陸奥宗光」の「その他」の回答，

（3.9％）では「小村寿太郎と反対に覚えていた」などの記述がみられた。

これらの児童質問紙の結果とペーパーテストの結果を比べると，質問紙にお

いて「分かりにくかった」と回答した割合が高い人物については，ペーパーテ

ストにおける通過率も低い傾向がみられた。

政治④

ア 出題のねらい

「政治」に関する問題は, 10分間で実施した。国会・内閣・裁判所の働き，及

び憲法の三原則について 「用語から説明文を選択する問題 （調査票Ａ）と「説， 」

明文から用語を選択する問題 （調査票Ｂ）を出題した。」

イ 調査結果の分析

通過率（ア）

， ，「 」調査結果では 通過率は48.9％～97.3％で 用語から説明文を選択する問題

（調査票Ａ）が74.4％ 「説明文から用語を選択する問題 （調査票Ｂ）が82.9， 」

％であった。

49.9

36.7

49.1

91.7

31.4

33.6

31.4

4.9

17.4

24.4

17.7

2.7

0% 2 0% 40% 60% 80% 100%

① 陸奥宗光

② 東郷平八郎

③ 小村寿太郎

④ 野口英世

よく分かった 分かり

にくかった

覚えていない 学習していない その他 無回答

児童質問紙 (1 ) 明治時代の後半に活躍した人物

67.2

64.2

65.7

16.7

22.4

16.5

11.7

10.6

13.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 陸奥宗光

② 東郷平八郎

③ 小村寿太郎

分かりにくかった理由

何をした人物か，

はっきりしない

資料があまりなく，

調べにくかった

理由は

分からない

その他 特定不可 無回答
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正答した問題数（６問中）でみると,「用語から説明文を選択する問題」が

4.5問 「説明文から用語を選択する問題」が5.0問であった。６問すべてに正答，

した児童は,「用語から説明文を選択する問題」が26.5％ 「説明文から用語を，

選択する問題」が50.1％であった。

二つの出題形式の通過率を比較すると,「裁判所 （28.4ポイント）,「内閣」」

（12.9ポイント）など,「基本的人権の尊重」を除く６問中５問において「説明

文から用語を選択する問題」が「用語から説明文を選択する問題」より高い傾

向がみられた。

用語から説明文を選択する 説明文から用語を選択する

（ ） （ ）問題 問題調査票Ａ 調査票Ｂ

58.1％ 63.5％国会の働き

通 48.9％ 61.8％内閣の働き

過 64.7％ 93.1％裁判所の働き

率 91.6％ 85.9％基本的人権の尊重

91.5％ 95.5％国民

91.7％ 97.3％平和主義

誤答として,「裁判所」については 「用語から説明文を選択する問題」(正答，

は「事件などについて法律にもとづいて判断する」)で「法律に違反した人を取

り締まる」を選択した児童の割合が33.3％みられた 「説明文から用語を選択す。

る問題」では，説明文（ 事件などについて法律にもとづいて判断する ）に対「 」

して「警察」を選択した割合が6.1％みられた。

「内閣」については 「用語から説明文を選択する問題」(正答は「法律や予，

算にしたがって，実際に政治をおこなう」)で「法律をつくったり, 国の予算を

決めたりする」を選択した児童の割合が30.9％みられた 「説明文から用語を選。

」 ， （「 」）択する問題 では 説明文 法律や予算にしたがって実際に政治をおこなう

に対して「国会」を選択した割合が31.2％みられた。

「国会」については 「用語から説明文を選択する問題」(正答は「法律をつ，

くったり，国の予算を決めたりする」)で「法律や予算にしたがって実際に政治

をおこなう」を選択した児童の割合が18.1％みられた 「説明文から用語を選択。

する問題」では，説明文（ 法律をつくったり, 国の予算を決めたりする ）に「 」

対して「内閣」を選択した割合が23.8％みられた。

質問紙調査の結果（イ）

○ 政治に関することについての学習活動（児童質問紙 設問６，７）

「自分で調べたことがありますか」に対して 「ある」と回答した児童の割合，

は約43～55％であった。

「 ， 」 ，「 」テレビで 国会や内閣などの政治のニュースを見る に対して よくする
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又は「ときどきする」と回答した児童の割合は85.0％であった。

関連する問題との関係をみると 「テレビで，国会や内閣などの政治のニュー，

スを見る や 新聞で 国会や内閣などの政治のニュースを読む に対して よ」 「 ， 」 ，「

くする」又は「ときどきする」と回答した児童は 「あまりしない」又は「まっ，

たくしない」と回答した児童より，通過率が高い結果であった。

○ 政治に関することについての指導（学校質問紙 設問２）

国会 内閣 裁判所 の指導に関する質問に対しては, 三つの機関を す「 」「 」「 」 「

べて同じように扱う （42.9％）や「 国会」と「内閣」を中心に（時間的にも」 「

54.3

46.0

44.2

43.2

52.8

39.4

46.0

47.6

48.1

40.0

0% 20% 40% 60% 80 % 100%

① 国会

② 内閣

③ 裁判所

④選挙

⑤税金

ある ない 覚えていない その他 無回答

児童質問紙 自分で調べたことがありますか。

42.6

11.5

8.1

42.4

26.5

23.7

10.7

38.2

35.2

3.7

23.0

32.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① テレビで，国会

や内閣などの政治

のニュースを見る

② 新聞で，国会や

内閣などの政治の

ニュースを読む

③ 家族や友だちと

政治のニュースにつ

いて会話する

よくする ときどきする あまりしない まったくしない その他 無回答

児童質問紙

76.0 73.8 72.4 72.1

0
20

40
60
80

100

Ⅰ (2)Ａ 1[6問]

よくする ときどきする あまりしない まったくしない

① テレビで，国会や内閣などの政治のニュースを見る

関連する問題の通過率

76.6 75.7 73.9 73.4

0
20

40
60
80

100

Ⅰ (2)Ａ 1[6問]

よくする ときどきする あまりしない まったくしない

② 新聞で，国会や内閣などの政治のニュースを読む

関連する問題の通過率
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重きをおいて）扱う （32.1％）と回答した学校の割合が高かった。」

このうち，内閣に関する具体的な指導については 「国会で制定された法律や，

議決された予算に基づいて実際に政治を行うこと，国会によって内閣総理大臣

が選ばれること （66.1％）や「国会で制定された法律や議決された予算に基づ」

いて実際に政治を行うこと （23.2％）と回答した学校の割合が高かった。」

日本国憲法の三原則の指導に関する質問に対しては,「国民主権 「基本的人」，

権の尊重 「平和主義」を「すべて同じように扱う」と回答した学校の割合は」，

83.9％であった。

42.9 23.2 32.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

すべて同じように扱う

「国会」を中心に（時間的にも重きを置いて）扱う

「内閣」を中心に（時間的にも重きを置いて）扱う

「裁判所」を中心に（時間的にも重きを置いて）扱う

「国会」と「内閣」を中心に（時間的にも重きを置いて）扱う

「国会」と「裁判所」を中心に（時間的にも重きを置いて）扱う

「内閣」と「裁判所」を中心に（時間的にも重きを置いて）扱う

その他

特定不可

無回答

学校質問紙 「国会」「内閣」「裁判所」の指導について

23.2 3.6 66.1 5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

国会で制定された法律や議決された

予算に基づいて実際に政治を行うこと

国会によって内閣総理大臣が

選ばれること

国会で制定された法律や議決された

予算に基づいて実際に政治を行うこと，

国会によって内閣総理大臣が

選ばれること

国会との関連で，軽く触れた程度

特に指導していない その他

特定不可 無回答

学校質問紙 「内閣」の指導について
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83.9 7.1
4.5

3.6

0% 2 0% 40% 60% 80% 100%

全体

すべて同じように扱う

「国民主 権」を中 心に（時間的にも重きを置いて ）扱う

「基本的 人権の尊重」を中心に（時間的にも重きを置いて ）扱う

「平和主 義」を中 心に（時間的にも重きを置いて ）扱う

「国民主 権」と「基本的人権の尊重」を中心に（時間的にも重きを置いて）扱う

「国民主 権」と「平和主義」を中心に（時間的にも重きを置いて ）扱う

「基本的 人権の尊重」と「平和主義」を中心に（時間的にも重きを置いて）扱う

そ の他

特定不可

無回答

学校質問紙 「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の指導について

15.2 55.4 17.0 10.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

朝の会などで政治に関する

ニュースの発表をさせている

家庭でテレビニュースや新聞を

見たり読ませたり，話題にしたり

するよう啓発している

教室などの掲示板に政治の

ニュースコーナーを作っている

工夫していない

その他 特定不可

無回答

学校質問紙 日常の指導の中で，政治学習が児童に親しみやすく

なるように工夫していることはありますか
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（3）分析結果からみた主な課題と指導上の改善

① 方位や主な地図記号などを理解し,活用できるようにする指導の工夫

方位・方角，縮尺，地図記号，等高線などについては，地図を活用した学習を支える

知識である。第３学年及び第４学年の「学校のまわりや市(区，町，村)のようす」など

の単元の学習において，観察や調査したことを白地図にまとめながら，方位や地図記号

の表す意味や活用の仕方を理解し，作図や読図などの場面でこれらの知識を活用できる

ようにする必要がある。

今回の調査では，地図上の地点から見た方角を求めることや正しい方位を選ぶこと，

地図から実際の距離を求めること，等高線から正しい高さを読み取ることなどに課題が

みられた。また，質問紙調査の結果から，地図記号の指導に比べて方位の指導の実施状

況が高くないこと，社会科の学習で地図を使用する際に，方位や縮尺を確かめる児童が

少ないことなどが見受けられた。

これらのことから，次のような指導を通して，方位や主な地図記号などを理解し，活

用できるようにする指導の工夫が望まれる。

○ 方位・方角については，フィールドワークや観察を行う際に，方位磁石などを使

って方位を確認させること，地図を読み取る際に方位を意識させることなどの工夫

が望まれる。

○ 縮尺については，自分たちの市の位置を調べる学習などにおいて，地図に掲載さ

， ，れた距離を表す目盛りを用いて ２点間の距離を求める方法があることを取り上げ

この方法を用いることができるようにすることが求められる。

○ 地図記号については，主なものとして，建物・施設や土地利用に関するもの，そ

の他駅，港，橋などが考えられるが，それらを実際に観察し，地図記号を用いて白

地図に表すことや，地図を活用した学習において地図記号を意識させることなどが

求められる。

○ 地図上で方位や等高線を確認させること，地図に掲載されている距離を表す目盛

りに着目させること，立体模型を用いることなど，方位や縮尺，土地の高さなどに

関する指導を工夫することが大切である。

② 都道府県の名称と位置を確実に身に付け活用できるようにする指導の工夫

都道府県の名称と位置については，現行の小学校学習指導要領（平成10年告示）の下

では，第６学年までに 「次第に我が国の都道府県の構成について分かるようにするこ，

と」とされているが，新しい小学校学習指導要領（平成20年3月告示，平成21年4月より

移行措置，平成23年4月より完全実施）では，第３学年及び第４学年で「我が国におけ

る自分たちの県（都，道，府）の地理的位置」や「47都道府県の名称と位置」を指導す

ることとされている。

ペーパーテストの結果から，通過率が高い道県がみられる半面 「隣接している県」，

や「名称が似ている県」で誤答がみられるなど，全体としては，約55％の通過率であっ

た。また，質問紙調査の結果からは，白地図を使った作業，47都道府県をまとめて覚え
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ること，地図帳を活用した地名の位置の確認について，行っていると回答した割合が教

師と児童で差がみられたことや，地図帳の活用状況について，４，５年生での活用に比

べ，６年生の地図帳の活用状況は比較的低い傾向がみられた。

こうしたことから，次のような指導を通して，都道府県の名称と位置の理解を確実に

身に付け活用できるようにする指導の工夫が望まれる。

○ 地域の生産や販売，農業や水産業，工業の盛んな地域や運輸の働き，我が国の地

形や気候の概要などの学習や歴史学習において，そこで登場する都道府県の名称と

位置を児童自ら地図帳を活用して日本地図で確認したり，白地図に整理したりする

などの活動を，繰り返し行うことが望ましい。

○ 社会科の学習以外の場面でも，日常的に地図帳で各都道府県の名称と位置を確認

する習慣を身に付けさせることが必要である。

○ それらの学習と関連付けて，都道府県を表す地図を教室に常に掲示し，その活用

を図るなど，教室環境を工夫した継続的指導に努めることが大切である。

③ 主な人物の業績を歴史的事象と結び付けて具体的に理解し,定着させる指導の工夫

小学校学習指導要領では，我が国の主な歴史的事象について，人物の働きを通して学

習できるよう，42人の人物を示している。

本調査では，学習指導要領に示されている歴史上の人物と業績について，全体として

は，通過率の平均は約70％であったが，同時代に活躍した人物が多い場合や，活躍した

， 。分野が似ている場合に誤答が多くがみられるなど 人物の業績の理解に課題がみられた

こうしたことから，次のような指導を通して，主な人物の業績を歴史的事象と結びつ

けて具体的に理解し，定着させる指導の工夫が望まれる。

○ 内容項目ごとに，中心となる歴史的事象及び関連のある人物を取り上げ，肖像画

や人物年表，業績に関する資料など具体的な資料を取り上げ，歴史的事象と関連付

けて人物の働きを考え，理解を深める指導の工夫が必要である。

○ 特に明治時代前後に登場する人物については，登場する人物が多いことにも留意

し，個々の人物の業績を調べた後に，人物同士を対比させたりすることや，人物年

表や人物事典作りなど具体的に理解させることが求められる。

○ 上記の指導において，重点的に取り上げた人物と他の人物との結び付きや関係を

， 。整理するなど 関連的に取り上げる人物の取り上げ方を工夫することが求められる

○ 児童が我が国の歴史や人物の働きに対する理解と関心が一層高められるよう，学

校図書館や地域の博物館なども積極的に活用し，人物に関する伝記やエピソードを

取り上げることにも留意することが望まれる。

④ 日常生活における具体的な事柄と関連付け，政治の働きを理解させる指導の工夫

我が国の政治の働きについては，新しい小学校学習指導要領では 「国会と内閣と裁，

判所の三権相互の関係，国民の司法参加」を取り上げ，三権がそれぞれ大切な働きをし
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ていることや，三権が相互に関連し合っていることを理解できるようにするなど，指導

の充実が図られているところである。

本調査結果では，日本国憲法の基本的な考え方についての理解が良好な半面，内閣と

国会の仕事の内容を混同してとらえていること，裁判所の働きが理解できていないこと

など，我が国の政治の働きについての理解に課題がみられた。

こうしたことから，我が国の政治に関する学習において，国会，内閣，裁判所のそれ

ぞれの仕事を日常生活と関連付けて，具体的に調べさせ，それぞれの働きを理解できる

ようにすることが必要である。



- 42 -

２ 問題解決的な学習の実現状況に関する調査（調査Ⅱ）

(1) 調査Ⅱの出題のねらい

① 問題作成の基本的な考え方

子どもの能力を把握するペーパーテスト及び社会科学習の実態を把握する質問紙

調査の二つの調査を実施した。

小学校の社会科の授業においては，社会的事象について，あらかじめ，学級全体

で追究していく共通のテーマやめあて（「学習問題」）を設け，問題解決的な学習

が展開されることが多い。こうしたことから，ペーパーテストについては，連続的

な学習のプロセスの中で，社会科の問題解決的な学習を通して子どもに身に付けさ

せたい力を，次の三つの力の総合力ととらえ，これらの力がどの程度身に付いてい

るのかを把握する問題（ペーパーテスト）の開発に努めた。

○ 学習問題を見出す力：主として問題を発見したり把握したりする力（問題の発

見・把握）

○ 学習問題を追究・解決する力：主として社会的事象相互の関係や意味を思考し

たり，問題の解決策を考え，よりよい方法を選択・判断したりする力（関係・意

味の思考，解決策の選択・判断）

○ 実社会・実生活に参加・参画する力：実社会・実生活の問題に目を向け，具体

的な解決策を考え提案したり説得したりする力（解決策の提案・説得）

その際，学級の話し合いの様子や，調べたことをまとめたノートや黒板などを提

示することにより，実際の授業の場面を再現し，児童が，学習問題に対して連続的

な学習のプロセスを経て追究していくことができるよう工夫した。

質問紙調査については，問題解決的な学習が日々の社会科学習において「どのよ

うに」・「どの程度」行われているのか，その傾向を探る教師及び児童を対象とし

た質問紙調査を開発した。そして，問題解決的な学習の経験と問題を解決する力の

関係について，ペーパーテストと質問紙調査の結果の相関に着目して分析し，問題

解決的な学習の実現状況を総合的に把握・分析できるようにした。

② ペーパーテストの構成と出題のねらい

学習場面が異なる四つの大問構成（電気エネルギーの持続的利用，携帯電話の開

発，森林資源の保護・育成，政治による身近な問題の解決）とし，それぞれの大問

の中に，三つ程度の小問題を設けた。なお，問題(1)をふまえて，問題(2)の内容が

問われている(作成されている)など，小問題間が連続問題となるように構成した。

これは，問題を解決する力は学習のプロセスの中で連続的に発揮される力であり，

どの段階まで進むことができるのかを把握しようと考えたからである。四つの大問

の構成と各小問題のねらいは，下に示す通りである。
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身に付けさせたい力 問題 出題のねらい

学習問題を見 １ (1) 学習の場面から，学級全体で追究していく

出す力 電気エネル 学習問題を，自分で考えることができる。

（問題の発見 ギーの持続 (2) ① (1)の学習問題を解決するために，何を調

・把握） 的利用 べればよいか，①調べたいことと，②その

内 ② 理由を記述することができる。

２ (1) ① 示された学習問題(「携帯電話はなぜこん

携帯電話の なに変わってきたのだろう」)を解決する

開発 ② ために，①調べたいことを選び，②その理

容 由を記述することができる。

学習問題を追 (2) (1)の学習問題を解決するために，消費者

究・解決する のニーズや生産技術に関する，必要な資料

力 を選ぶことができる。

（関係・意味 ① (3) 資料をもとに，学習問題について分かった

の思考） ことを説明するために，必要な資料を選び，

文章や矢印などを書きながら，事象の相互

の関係を考え，ワークシートにまとめるこ

とができる。

３ (1) 示された学習問題(「人工林を守るために，

森林資源の わたしたちに何ができるのだろう」)を解

（解決策の選 保護・育成 決するために，三つの資料から，事象の相

択・判断） 互の関係を考え，人工林を守ることにつな

がる理由を記述することができる。

(2) ① 学習の場面を手がかりに，人工林を守るた

② めに，①自分ができることを記述し，その

内 ③ 中から，②よりよい方法を選び，③その理

由を記述することができる。

(3) ① 人工林を守るための取組をまとめたノート

を手がかりに，自分の知識や経験に基づい

容 ② て，問題の解決策を考え，①標語にし，②

標語で伝えたいことを記述することができ

る。

実社会・実生 ４ (1) 学習の場面を手がかりにして，政治の働き

活に参加・参 ② 政治による で解決しなければならない，自分が住む地

画する力 身近な問題 域の問題を指摘することができる。

（解決策の提 の解決 (2) (1)の地域の問題の解決に向けて，解決策

案・説得） を提案することができる。

(3) (2)の解決策を，より多くの人に納得して

もらえるように，その解決策のよさや問題

点に言及しながら，工夫して表現すること

ができる。
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(2) 調査結果

本調査では，それぞれの問題の出題形式（文章・図による記述問題や多肢選択問

題）や大問を構成する小問題の問題数が異なるため，通過率の平均などを用いて一

様に比較することは難しい。

問題を解決する力を構成する三つの力ごとの通過率を比較してみると，「実社会

・実生活に参加・参画する力」を把握する調査問題の通過率の平均は81.7％（ｐ57

の表２－４）であり，他に比べて最も高く，「学習問題を見出す力」の通過率の平

均は58.5％（ｐ45の表２－１）であった。

そこで，ここでは，上記の三つの力を把握するために作成した問題ごとに，結果

を分析する。

① 「学習問題を見出す力」

「学習問題を見出す力」を把握する「電気エネルギーの持続的利用」の問題は，

学習問題を考える問題１(1)，学習問題を追究していくために調べることを記述す

る問題１(2)①，調べる事柄を選んだ理由を記述する問題１(2)②の３問で構成され

ている。この問題の解答状況（表２－１及びｐ46～49）をみると，出題した３問に

ついてすべての問題を通過した児童は28.6％であり，４つの大問の中で最も低い。

しかし，問題１(1)で学習問題を設定できた児童の72.1％は，問題１(2)①において，

調べたいことを適切に解答している(ｐ47～48参照）。これらのことから，この問

題の通過率が低かった要因として，「まとまった文章による記述を求める問題であ

ること」，「連続問題であること」の二点があげられる。

もう一つの「学習問題を見出す力」を把握する「携帯電話の開発」の問題は，学

習問題を追究していくために調べたいことを選択する問題２(1)①，調べたいこと

を選んだ理由を記述する問題２(1)②の２問で構成されている。この問題も連続問

題であるが，解答状況（表２－１）をみると，「電気エネルギーの持続的利用」の

問題と比べて高い通過率を示している。この問題には多肢選択問題２(1)①が含ま

れているため，解答しやすかったものと考えられる。

なお，「電気エネルギーの持続的利用」については，通過率が他に比べて最も低

く，それは，豊富な資料（情報）をもとにしながら単元を貫く学習問題とその学習

問題を追究していくために何を調べたいかを記述するというこの問題の特徴とも関

係していると思われる。

また，「電気エネルギーの持続的利用」の問題１(2)②と「携帯電話の開発」の

問題２(2)①の結果を比べると，これらは連続問題であるが，「電気エネルギーの

持続的利用」の問題１(2)②の通過率が低いが，前問である問題１(2)①を正答した

児童のうち，本問も正答できた割合は72.4％に当たることから，調べたいことを記

述する問題と，その理由を文章によって答える問題を比べると，著しく低い結果は

みられなかった。
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表２－１ 問題の発見・把握をみる問題の通過率

問 番号 出題のねらい 通過率(％) 無

題 正答 準 誤答 解答

正答 (％) (％)

(1) 学習の場面から，学級全体で追究して 54.9 1.1 53.7 42.7 2.5

いく学習問題を，自分で考えることが

電 できる。

(2) ① (1)の学習問題を解決するために，何 39.6 39.6 － 57.1 3.3

気 を調べればよいか，①調べたいことと，

② ②その理由を記述することができる。 34.3 34.3 － 61.4 4.2

携 (1) ① 示された学習問題(「携帯電話はなぜ 90.4 90.4 － 8.4 1.2

帯 こんなに変わってきたのだろう」)を

電 解決するために，①調べたいことを選

話 ② び，②その理由を記述することができ 73.5 73.5 － 22.4 4.1

る。

問題の発見・把握をみる問題の通過率の平均 58.5

≪「学習問題を見出す力」を把握する「電気エネルギーの持続的利用」の問題≫

ア 問題(1)

(ｱ) 調査問題

明さんのクラスでは，昔と今のくらしをくらべ，電気のつくり方や使い方などの資

料を手がかりにして，くらしを支える電気について考える学習問題を話し合いました。

次の①から④を読んで，あとの問題に答えなさい。

①「昔と今のくらし」をくらべる。

－中略－

②「電気のつくり方」の資料を手がかりにして，疑問を出し合う。

≪明さんたちが話し合ったあとの黒板≫
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－中略－

③「電気のムダ使いをなくす工夫」について，知っていることを話し合う。

－中略－

④学級全体の学習問題について話し合う。

(1) この後，明さんのクラスでは，これまでに出された疑問などを整理しながら，く

らしを支える電気について考える学習問題を，みんなで話し合っています。あなた

が考えた学級全体の学習問題を，下の の中に書きなさい。

(ｲ) 問題(1)の通過率

本問で，電気を「作り出す側」の仕事や工夫・努力と電気を「使う側」の

取組に触れて，追究する課題を記述できた児童の割合（通過率）は54.9％で

あった。誤答の内訳をみると，「問題文と関係のない事柄をあげているもの」

が29.6％と多くみられた。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

解答類型と解答例 反応率(％)

解 １ 電気を「つくり出す側」の仕事や工夫・努力と電気を「使う側」 ◎ 1.1

答 の取組や工夫・努力の両面から追究していく問題（「どのように」

類 「どのような」「なぜ」などの疑問表現を含む文章や，学習活動の

型 方向を示す文章など）を記述しているもの。

〈例〉電気をつくる工場では，大量の電気をつくるためにどのよ

うな工夫をしているのか。また，電気の使用量全体をへらすには，

どのような工夫や努力をすればよいか。

２ 電気を「つくり出す側」の仕事や工夫・努力，かかえる課題など ○ 3.5

を追究していく問題（同上）を記述しているもの。

〈例〉家で使う電気はどこからきたものでしょうか。

３ 電気を「使う側」の取組や工夫・努力，使用量が増えてきたわけ ○ 14.0

などを追究していく問題（同上）を記述しているもの。

〈例〉電気のムダづかいをどうしたらなくせるか。

４ 電気を「つくり出す側」の仕事や工夫・努力，電気を「使う側」 ○ 36.3

の取組や工夫・努力に触れているが，問題文（「どのように」「ど

のような」「なぜ」などの疑問表現を含む文章や，学習活動の方向

を示す文章など）としての表現が不完全なもの。

〈例〉電気のつくり方

５ 電気を「つくり出す側」の仕事や工夫・努力，電気を「使う側」 8.9

の取組や工夫・努力のどちらにもつながらない問題（同上）を記

述しているもの。

〈例〉電気がないくらしはどうなってしまうのか。
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９ 上記以外の解答（内訳は，以下の表のとおり） 33.8

０ 無解答 2.5

解答類型９の内訳 割合

○電気と関係する事柄をあげているが，問題としては適さないもの 3.3％

例：・いろいろ役立つ電気 ・便利な電気 ・電気の消し忘れ

○問題文と関係のない事柄をあげているもの 29.6％

例：・くらしを支える水 ・地球温暖化 ・飲酒運転の交通事故

○上記以外の解答で意味が読み取れないもの 0.9％

例：・ぜんぜん学校のだからいいと思っている人がいるので

イ 問題(2)

(ｱ) 調査問題（①及び②）

(2) 学習の計画を立てるために，先生が，次のようなワークシートを準備してくださ

いました。上の(1)であなたが考えた学習問題の解決に向けて，何を調べればよい

と思いますか。下の の中に書きなさい。

また，それを調べることが，なぜ，必要だと思いましたか。その理由を，下の

の中に書きなさい。

学級全体の学習問題

① これを考えるためには，ぜひ次のことを調べたい！

② 上のことを調べることが必要だと考える理由

(ｲ) 問題(2)①の通過率

本問で，「学習問題」を解決するために調べる必要がある事柄を記述でき

た児童の割合（通過率）は39.6％であった。誤答については，調べる必要が

あると判断される事柄を読み取れないもの（解答類型３），問題に示した事

柄とほぼ同じ内容を記述したもの（解答類型４），問題１(1)で，電気を「つ

くり出す側」の仕事や工夫・努力，電気を「使う側」の取組や工夫・努力の
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どちらにもつながらない問題を記述したもの（解答類型５）などがみられた。

なお，本問を正答・準正答した児童（39.6％）は，問題１(1)を正答・準正

答した児童（54.9％）の72.1％に当たる。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答

解答類型と解答例 反応率(％)

解 １ 問題(1)の解答類型番号が「１」～「４」に当たるものの中で，問 ◎ 7.7

答 題(1)に書いた学習問題を追究していくために調べる必要があると

類 判断される事柄（調べること）が「二つ以上」読み取れるもの。

型 〈例〉発電所のしくみと年間の電気の利用量

２ 問題(1)の解答類型番号が「１」～「４」に当たるものの中で，問 ◎ 31.9

題(1)に書いた学習問題を追究していく上で，調べる必要があると

判断される事柄（調べること）が「一つ」読み取れるもの。

〈例〉火力発電所は，どれくらいの石油を使っているか。

３ 問題(1)の解答類型番号が「１」～「４」に当たるものの中で，問 6.8

題(1)に書いた学習問題を追究していく上で，調べる必要があると

判断される事柄（調べること）が読み取れないもの。

〈例〉どこでどうやってつくられているか。

４ 問題(1)の解答類型番号が「１」～「４」に当たるものの中で，問 7.5

題(1)に書いた学習問題と，ほぼ同じ内容の事柄（調べること）

が書かれているもの。

〈例〉自分は1日に何時間電気を使っているか。

５ 問題(1)の解答類型番号が「５」，「９」，「０」の解答のうち，調べ 42.1

る事柄が記述されているもの。

〈例〉家庭内で，年間，何にどのくらいの水が使われているか。

９ 上記以外の解答 0.8

０ 無解答 3.3

(ｳ) 問題(2)②の通過率

本問で，問題１(2)①を調べたいと考えた理由を記述できた児童の割合（通

過率）は34.3％であった。誤答については，理由が曖昧なものや読み取れな

いもの（解答類型２）などがみられた。

なお，本問を正答した児童（34.3％）は，問題１(2)①を正答した児童

（39.6％）の72.4％に当たる。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答

解答類型と解答例 反応率(％)

解 １ 問題(2)の①を調べたいと考えた理由が読み取れるもの。 ◎ 34.3

答 〈例〉資源の少ない日本はどのようにして発電しているのか，ま

類 た，その電気をどのように使っているのか調べ，今後どのように

型 した方がいいか考えるため。

２ 問題(2)の①を調べたいと考えた理由が曖昧なもの，読み取れない 18.6

もの。

〈例〉今と昔では，どのくらい電気を使っているか調べる必要が

あるから。
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３ 問題(2)の①の解答類型番号が「５」，「９」，「０」の場合。 42.3

〈例〉どのくらい自分が水を使っているのかを知り，ムダに水を

使っていないだろうかと考えて，それから水を少しでも節約する

ようになると思うから。

９ 上記以外の解答 0.4

０ 無解答 4.2

なお，電気エネルギーの持続的利用についての問題（３問）すべて通過し

た児童の割合は，28.6％であった。

電気エネルギーの持続的利用に関する３問の通過状況

問題(1)の通過した児童 通過率の内訳（割合）

問題(1)，問題(2)①，問題(2)②の３問をすべて通過 28.6％

問題(1)及び問題(2)①を通過し，問題(2)②を通過 10.9％ 54.9％

問題(1)及び問題(2)②を通過し，問題(2)①を通過 5.7％ (通過率)

問題(1)のみ通過 9.6％

② 「学習問題を追究・解決する力」

②－１ 「関係・意味の思考」

「学習問題を追究・解決する力」のうち「関係・意味の思考」を把握する問題は，

「携帯電話の開発」の問題（２問）と「森林資源の保護」の問題（１問）の３問から

構成されている。

この問題の解答状況（表２－２）をみると，「携帯電話の開発」の小問題である学

習問題を追究・解決するために必要な資料を選択する問題２(2)の通過率は他に比べ

て低いが，資料をもとに社会的事象相互の関係や意味を表現する問題２(3)の通過率

は高い結果であった。前者の誤答例を分析してみると，たくさんの資料を丹念に読み

取り，その上で必要な資料を選択することが児童には難しく，通過率が低かったもの

と考えられる。一方，資料をもとに社会的事象相互の関係や意味を表現する問題２(3)

の結果から，二つ程度の視点から社会的事象相互の関連や意味を考える力は比較的身

に付いていると考えられる。（詳細はｐ51）

「森林資源の保護」の小問題である，資料をもとに社会的事象相互の関係を考える

問題３(1)は他に比べて通過率が低い。この問題もたくさんの資料を読みとり，社会

的事象相互の関係を文章記述によってまとめる問題であり，多様で豊富な資料を読み

とり，それを活用して考える力が十分身に付いていないと考えられる。
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表２－２ 関係・意味の思考をみる問題の通過率
問 番 出題のねらい 通過率(％) 無

題 号 正答 準 誤答 解答

正答 (％) (％)

携 (2) (1)の学習問題を解決するために，消費者の 57.5 37.1 20.4 41.3 1.2

帯 ニーズや生産技術に関する，必要な資料を選

電 ぶことができる。

話 (3) 資料をもとに，学習問題について分かったこ 75.8 20.8 55.1 23.1 1.0

の とを説明するために，必要な資料を選び，文

開 章や矢印などを書きながら，事象の相互の関

発 係を考え，ワークシートにまとめることがで

きる。

森 (1) 示された学習問題(「人工林を守るために， 66.3 36.8 29.5 30.7 3.0

林 わたしたちに何ができるのだろう」)を解決

資 するために，三つの資料から，事象の相互の

源 関係を考え，人工林を守ることにつながる理

由を記述することができる。

注：「携帯電話の開発」と「森林資源の保護」に関する問題については，解答した児童が異なる

ため，平均を算出することはできない。

≪「関係・意味の思考」を把握する「携帯電話の開発」の問題≫

ア 調査問題

春子さんたちは，東京にある電話の博物館を見学し，「なぜ，携帯電話がこんなに

変わってきたのだろう」という，学級全体の学習問題を考えました。そのときの見学

メモや話し合いのようすを読んで，あとの問題に答えなさい。

● 電話博物館の見学メモ －略－

(3) 春子さんたちは携帯電話についてわかったことを図にまとめ，学習問題について

考えています。「携帯電話はなぜこんなに変わってきたのだろう」を説明するため

に必要な資料を資料シールから選び，右のページのワークシートにはりなさい。次

に，矢印や言葉，文章などを書き加えて，あなたの考えを図にまとめなさい。



- 51 -

（資料シール１～６の例）

イ 問題(3)の通過率

本問で，生産技術の変化や消費者のニーズの多様化などの視点から，資料を矢

印や線で結んだり，適切なキーワードを用いて，自分の考えを表現している児童

の割合（通過率）は75.8％，誤答の割合は23.1％であった。正答の内訳をみると，

三つの視点のすべてに触れているもの（解答類型１）が20.8％，二つの視点に触

れているもの（解答類型２，３，４）が29.3％であった。視点は一つだが２つの

資料を関連付けているもの（解答類型５，６，７）が最も多く25.8％であった。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

解答類型と解答例 反応率(％)

解 １ 生産技術の変化と消費者のニーズの多様化の両面から，以下の① ◎ 20.8

答 ②③のすべての視点に触れて，資料を矢印や線で結んだり適切な

類 キーワードを用いたりして，自分の考えを表現しているもの。

型 ①組立工場の生産の仕方の変化という視点

②関連工場の工夫や努力という視点

③消費者のニーズに応える工夫や努力という視点
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〈例〉

２ 生産技術の変化と消費者のニーズの多様化の両面から，以下の① ○ 10.9

②の視点に触れて，資料を矢印や線で結んだり適切なキーワード

を用いたりして，自分の考えを表現しているもの。

①組立工場の生産の仕方の変化という視点

②関連工場の工夫や努力という視点

３ 生産技術の変化と消費者のニーズの多様化の両面から，以下の② ○ 10.1

③の視点に触れて，資料を矢印や線で結んだり適切なキーワード

を用いたりして，自分の考えを表現しているもの。

②関連工場の工夫や努力という視点

③消費者のニーズに応える工夫や努力という視点

４ 生産技術の変化と消費者のニーズの多様化の両面から，以下の① ○ 8.3

③の視点に触れて，資料を矢印や線で結んだり適切なキーワード

を用いたりして，自分の考えを表現しているもの。

①組立工場の生産の仕方の変化という視点

③消費者のニーズに応える工夫や努力という視点

５ 組立工場の生産の仕方の変化という視点から，「資料３と５」を矢 ○ 9.3

印や線で結び，「作り方の変化」「技術の向上」「一度に何種類もの

携帯電話ができるようになった」などの言葉や説明が付けられて

いるもの。

６ 関連工場の工夫や努力という視点から，「資料２，５，６」を矢印 ○ 4.7

や線で結び，関連工場の「工夫や努力」「協力」「技術の向上」な

どの言葉や説明が付けられているもの。

７ 消費者のニーズに応える工夫や努力という視点から，「資料１，４， ○ 11.8

５」を矢印や線で結び，「新しい機能の開発」「お客の期待に応え

る工夫」などの言葉や説明が付けられているもの。

９ 上記以外の解答 23.1

０ 無解答 1.0
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②－２ 「解決策の選択・判断」

「学習問題を追究・解決する力」のうち「解決策の選択・判断」を把握する「森林

資源の保護」の問題は，問題の解決策を記述する問題３(2)①，よりよい方法を選択

する問題３(2)②，選択した理由を記述する問題３(2)③，解決策を標語で表現する問

題３(3)①，標語の意図を記述する問題３(3)②の５問から構成されている。この問題

の解答状況（表２－３）をみると，連続問題であることを考慮すれば，問題３(2)①，

問題３(2)②，問題３(2)③は，他に比べて通過率は高く，解決策を選択・判断する力

は比較的身に付いていると考えられる。

一方，問題３(3)①，問題３(3)②の通過率は低く，誤答例を分析すると，問題文の

意図を正しく読み取る力が不十分であるという児童の実態が考えられる。

（詳細はｐ55～56）

表２－３ 解決策の選択・判断をみる問題の通過率

問 番号 出題のねらい 通過率(％) 無

題 正答 準 誤答 解答

正答 (％) (％)

(2) ① 学習の場面を手がかりに，人工林を守る 87.8 65.8 22.0 10.3 1.9

森 ために，①自分ができることを記述し，

林 ② その中から，②よりよい方法を選び，③ 73.9 73.9 － 23.4 2.7

資 ③ その理由を記述することができる。 68.3 39.6 28.6 28.7 3.0

源 (3) ① 人工林を守るための取組をまとめたノー 62.9 27.0 36.0 31.5 5.6

の トを手がかりに，自分の知識や経験に基

保 づいて，問題の解決策を考え，①標語に

護 ② し，②標語で伝えたいことを記述するこ 56.5 13.0 43.5 38.0 5.5

とができる。

解決策の選択・判断をみる問題の通過率の平均 69.9

≪「解決策の選択・判断」を把握する「森林資源の保護」の問題≫

ア 調査問題（①及び②）

明さんたちは，「日本の森林が抱える問題をどのように解決していったらよいのか」

を話し合いました。下の黒板とノートを読んで，あとの問題に答えなさい。
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(3) カートカンを調べた明さんたちは，人工林を守るための他の取組を調べ，ノート

に標語を考えています。次の三人のノートを参考にして，あなたなら人工林を守る

ための取組にどんな標語をつけますか。下の の中に書きなさい。また，そ

の標語であなたが伝えたいことを の中に書きなさい。

① あなたが考えた標語
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② 標語で伝えたいこと

イ 問題(3)①の通過率

本問で，「人工林を守ることの大切さ」や「人工林を守ろう」などの意味が読

み取れる標語を記述することができた児童の割合（通過率）は62.9％であった。

誤答の割合は31.5％であったが，内訳をみると，「問いに正対していないもの・

意味が読み取れないもの」が多くみられた。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○準正答

解答類型と解答例 反応率(％)

解 １ 標語の中から，「人工林を守ることの大切さ」「人工林を守ろうと ◎ 27.0

答 いう呼びかけ」「人工林を守る取組の促進」などの意味が読み取れ

類 るもの。

型 〈例〉まわり見て募金してみて森林整備

２ 上記以外で，意味が読み取れるもの。 ○ 36.0

〈例〉人が人工林を救う！

３ 正さん，秋子さん，明さんのノートの中の言葉を，そのまま書い 1.4

ているもの。

〈例〉人工林で地球のＣＯ２ダイエット！！

４ 問いに正対していないもの，標語の中から，「人工林を守ることの 27.3

大切さ」「人工林を守ろうという呼びかけ」「人工林を守る取組の

促進」などの意味が読み取れないもの。

〈例〉森林は水や空気をきれいにする

９ 上記以外の解答 2.8

０ 無解答 5.6

解答類型４の解答例 解答類型４に

占める割合

○標語の中にカートカンを取り上げているもの 72.0％

例：カートカンを使うと募金をしているよ （643人）

○上記以外の解答 28.0％

例：みんなで守ろう小さな命 （250人）
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ウ 問題(3)②の通過率

本問で，前問①の標語で伝えたいことを記述できた児童の割合（通過率）は

56.5％であった。誤答の内訳をみると，「汚い水を飲みたくないなら森林を大事

にしてもらう。」「空気が汚くなると人間たちは病気にかかったりしてもいいの

か。」など，人工林の保護・育成と無関係の自然環境の問題を解答しているもが

多くみられた。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○準正答

解答類型と解答例 反応率(％)

解 １ 標語との整合性が見られ，人工林を守ることにつながる具体的な ◎ 13.0

答 取組とその意味や効果が読み取れるもの。

類 <例>自然運動をして，木のことについて学び，周りの人たちに木

型 のよさを伝え，より多く木材を使ってもらえるようにする。

２ 標語との整合性が見られ，人工林を守ることにつながるものが1つ ○ 43.5

でも読み取れるもの。

<例>木を使ったらいろいろのものができること，資源を大切にし

てほしい。自分も大切にしようと思ってこの標語にし た。

３ 問いに正対していないもの，標語との整合性が見られないもの。 4.1

<例>ポイ捨てをせず，みんなで環境問題に役立てよう

４ ①の解答類型番号が，「３」，「４」，「９」，「０」のうち，標語で伝 31.4

えたいことが書かれているもの。

９ 上記以外の解答 2.6

０ 無解答 5.5
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③ 「実社会・実生活に参加・参画する力」

「実社会・実生活に参加・参画する力」を把握する「政治による身近な問題の解決」

の問題は，身近な地域の問題を記述する問題４(1)，具体的な解決策を記述する問題

４(2)，解決策を工夫して表現する問題４(3)，の３問から構成されている。前述のと

おり，この問題の通過率は全体的に高く，地域の問題を発見してその解決策を考える

力はよく身に付いていると考えられる。しかし，解決策を表現する問題４(3)が他の

問題よりも比較的通過率が低いことから，選択した解決策を説得力のある方法で工夫

して表現する力に課題が見うけられる。

表２－４ 実社会・実生活に参加・参画する力をみる問題の通過率

問 番 出題のねらい 通過率(％) 無

正答 準 誤答 解答

題 号 正答 (％) (％)

政 (1) 学習の場面を手がかりにして，政治の働きで 91.4 88.2 3.2 6.3 2.3

治 解決しなければならない，自分が住む地域の

に 問題を指摘することができる。

よ

る (2) (1)の地域の問題の解決に向けて，解決策を 86.1 61.1 25.0 11.2 2.7

身 提案することができる。

近

な (3) (2)の解決策を，より多くの人に納得しても 67.6 24.2 43.4 28.2 4.1

問 らえるように，その解決策のよさや問題点に

題 言及しながら，工夫して表現することができ

の る。

解

決

実社会・実生活に参加・参画する力をみる問題の通 81.7

過率の平均

≪実社会・実生活に参加・参画する力をみる「政治による身近な問題の解決」に関する問題≫

ア 調査問題（(1)，(2)及び(3)）

夏子さんのクラスでは，政治の働きの学習で「新交通システム」について調べ，ま

んが『新交通システム物語』をつくりました。そのあと夏子さんは，政治の働きで解

決しなければならない身近な地域の問題の中から通学路の問題を選び，解決策を考え

ました。それらをよく読んで，あとの問題に答えなさい。
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(1) あなたの住む市（区，町，村）にも，夏子さんの地域と同じように，政治の働き

で解決しなければならない，問題はありませんか。解決したい地域の問題を考え，下

の の中に書きなさい。

(2) あなたが提案する解決策（できるだけたくさん考えましょう。）

(3) 提案を多くの人に納得してもらうためのアピール文を の中に書きなさ

い。



- 59 -

イ 問題(1)の通過率

本問で，解決したい身近な問題を記述できた児童の割合（通過率）は91.4％，

誤答は6.3％であった。正答の内訳をみると，「例示にとらわれることなく，政

治の働きで解決できる自分の地域の問題をあげているもの。」(解答類型１)が

65.8％であったが，さらにその内訳をみると，多い順に以下のとおりである。

① 道路・交通の危険を指摘したり，安全性の向上を求めるタイプ

② 道路が暗く，不審者等の危険性を指摘したタイプ

③ ごみの捨て方やゴミ捨て場，美化に関するタイプ

④ 高齢者や障害者の安全性・利便性向上を求めるタイプ

⑤ 違法駐車・駐輪の改善を求めるタイプ

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

解答類型と解答例 反応率(％)

解 １ 例示にとらわれることなく，政治の働きで解決できる自分の地域 ◎ 65.8

答 の問題をあげているもの。

類 〈例〉自分の地域のコミュニティセンターの図書室の本が少ない。

型 ２ 通学路の問題を除いた，例示の写真と同様の問題（洪水対策，防 ◎ 7.1

犯灯や公園の建設，点字ブロックや歩道橋の設置）をあげている

もの。

〈例〉山付近の地域で土砂災害が起きているという問題。

３ 特に詳しく例示されている新交通システムに関する問題や通学路 ◎ 15.2

の問題をあげているもの。

〈例〉通学路の保育園の道に車が止まっていて，車道を歩いてい

ること。

４ 広く社会生活にかかわる問題をあげているもの。 ○ 3.2

〈例〉自然の減少。

５ 例文とほぼ同じ内容をあげているもの。 1.4

〈例〉歩道がせまく，登下校が危険。

９ 上記以外の解答 4.9

０ 無解答 2.3

ウ 問題(2)の通過率

本問で，提案する解決策を記述できた児童の割合（通過率）は86.1％であった。

前問(1)との関連が読み取れないものなど，誤答の割合は11.2％であった。

正答・準正答の内訳をみると，問題文の「できるだけたくさん考えましょう」

を受けて，解決策を複数あげることができた児童（解答類型１）の割合は61.1％

であった。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

解答類型と解答例 反応率(％)

解 １ 問題(1)の解答類型番号が「１」～「４」にあたるものの中で，上 ◎ 61.1

答 記(1)で指摘した問題の解決につながると判断される具体的な解決

類 策が「複数」ふくまれているもの。

型 〈例〉①車いすの人たちは主に段差が不便。なのでスロープの多
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いゆるやかな道をつくる。②ブロックは駅とかくらいにしかあん

まりないので，地域にもふやす。③点字はさらに少ない。それに

盲導犬が入れない店も多いので犬も入れる店を増やす。

２ 問題(1)の解答類型番号が「１」～「４」にあたるものの中で，上 ○ 20.0

記(1)で指摘した問題の解決につながると判断される具体的な解決

策，例えば新しい施設の建設，きまり，（規制や条例）をつくるこ

と，広く人々に呼びかけるといった具体的な行動などが「一つ」

含まれているもの。

〈例〉カーブミラーをつける。

３ 問題(1)の解答類型番号が「１」～「４」にあたるものの中で，個 ○ 4.9

人の努力によって問題の解決を図ろうとしているもの。

〈例〉①一人ひとりがごみを家に持ち帰る。②見つけたごみは自

分のじゃなくても拾う。

４ 問題(1)の解答類型番号が「１」～「４」にあたるものの中で，(1) 0.3

との関連が読み取れないもの。

〈例〉「目の不自由な人が通る黄色い点字に自転車を置くこと。」

に対し①犬のふんを持って帰る。②道にごみを捨てない。③川に

ごみを捨てない。

５ 問題(1)の解答類型番号が「１」～「４」にあたるものの中で，(1) 1.4

の解決策になっていないもの。

〈例〉「どの道も車道を二車線にする。」に対し，①交通事故で起

こったデータを集める。

６ 問題(1)の解答類型番号が「１」～「４」にあたるものの中で，例 3.2

文とほぼ同じ内容を書いているもの。

７ 問題(1)の解答類型番号が「５」，「９」，「０」にあたるものの内， 5.8

解決策を記述しているもの。

９ 上記以外の解答 0.6

０ 無解答 2.7

エ 問題(3)の通過率

本問で，解決策を多くの人に納得してもらうアピール文を記述できた児童の割

合（通過率）は67.6％であった。誤答の割合は28.2％であったが，内訳をみると，

「解決策の効果やメリットが読み取れないもの」（解答類型３）が16.2％と他よ

りも高かった。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

解答類型と解答例 反応率(％)

解 １ 問題(2)の解答類型番号が「１」～「３」にあたるものの中で，「解 ◎ 24.2

答 決策の効果やメリット」と「解決策を進めるにあたっての解決す

類 べき問題」（費用，時間，他の立場に対する調整など）の両面に言

型 及するなど問題を多面的に捉えて，自分の解決策を納得してもら

えるように表現しているもの。

〈例〉私の住んでいるところでは地域をおしゃれにしたいという

ことで，カーブミラーはつけないことになっているそうです。ま

た，電気もあるのですが，とても暗く，少ししかありません。お
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しゃれな地域よりもまず先に安全な地域にした方がよいと思いま

す。わたしのおすすめは①です。これが一番シンプルでやりやす

いからです。ただ，おしゃれにしたいのであれば，変わった形の

おしゃれなものにしても良いんじゃないかなと思います。ただ，

おしゃれな形にできるかどうかが問題です。電気とカーブミラー

をつける場所がないのであれば２つを合体させてもいいと思いま

す。

２ 問題(2)の解答類型番号が「１」～「３」にあたるものの中で，「解 ○ 43.4

決策の効果やメリット」をあげているもの。

〈例〉私のアイデアは夜に街灯が少なくて危険だと思ったので良

い考えだと思います。この中で私のおすすめは①です。完成すれ

ば夜も安心して散歩や車の運転をしている人も安心だと思います。

３ 問題(2)の解答類型番号が「１」～「３」にあたるものの中で，「解 16.2

決策の効果やメリット」などが読み取れないもの。

〈例〉ごみを捨てればこの日本全体ごみだらけになってしまう。

そんな空気や環境の悪い所で暮らしていたら多分みんないい気に

はなれないと思います。だから絶対にごみは捨てないでほしい。

４ 問題(2)の解答類型番号が「１」～「３」にあたるものの中で，例 0.6

文とほぼ同じ内容を記述しているもの。

〈例〉ぼくのアイデアは私たちの安全なくらしを守るためにとて

もよい考えだと思います。この中でもぼくのおすすめは②です。

完成すればドライバーにも私たちにも安心だからです。

５ 問題（３）について解決策を納得してもらうためのアピール文を 10.5

記述しているもののうち，(2)の類型が「４」「５」「６」「７」「９」

「０」にあたる場合。

〈例〉私のこのアイデアは緑が増えて，自然にも人にもいいこと

だと思います。私は２番のアイデアがいいと思いました。完成す

れば植物が増えるので人間に必要な酸素がふえると思います。私

たちは植物に支えられて生きています。だから今，減少している

自然をおぎなわなければ私たち人間は生きていけなくなるかもし

れないと思います。

９ 上記以外の解答 0.9

０ 無解答 4.1
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(3) 質問紙調査の結果

① 問題解決的な学習の経験にかかわる児童の意識

（児童質問紙① 設問10(5)，設問11(6)，児童質問紙② 設問８(3),(4)，設問９(5)）

児童質問紙調査の結果（表２－５）をみると，本調査で出題したタイプの学び方を

経験している児童の割合は，全体的に低い。その内訳については，「学習問題の設定

にかかわる学習」（①設問10(5)）が52.2％,「関係図などによる表現」（①設問11(6)）

が33.7％,「言葉や短い文章による表現」（②設問９(5)）「身近な地域の問題発見，

問題解決」（②設問８(3)）及び「解決策の提案やアピール文による表現」（②設問８

(4)）が20％に満たなかった。

表２－５ 児童質問紙調査（問題解決的な学習の経験にかかわる児童の意識）

② 問題解決的な学習の進め方にかかわる教師の指導の実際

（学校質問紙① 設問14(1)～(5)，(8)，学校質問紙② 設問３(1)～(5)，(8)）

一方，学校質問紙の結果（表２－６）をみると，「問題把握，資料活用，思考・判

断，表現といった流れの学習」（①設問14(1)，②設問３(1)）が約60％であった。児

童質問紙の結果も含めてその実施状況を判断すれば，問題解決的な学習の実施状況は

十分でないことが分かる。

また，問題解決的な学習における，学習の場面を比較してみると，特に「学級全体

で追究・解決していく共通のテーマやめあて（学習問題）を設定する学習」（①設問

14(2)，②設問３(2)）や「子どもが自分の力で学習問題を追究・解決する学習」（①

設問14(4)，②設問３(4)）が十分には行われていないことがわかる。それに比べると，

「子どもの興味・関心や課題に応じた多様な調べ学習」（①設問14(3)，②設問３(3)）

「 調べたことを発表したり，討論したりする学習」（①設問14(5)，②設問３(5)）「学

んだことや考えたことなどを言葉や短い文章で表現する学習」（①設問14(8)，②設

問３(8)）は，比較的よく行われている。

このことから，問題解決的な学習の中でも観察・調査，まとめ・表現にかかわる活

5 2 . 2

3 3 . 7

1 5 . 6

1 6 . 9

1 5 . 3

4 7 . 3

6 4 . 5

8 1 . 6

8 0 . 2

8 2 .5

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

① 1 0 (5 ) 社 会 科 の 学 習 で，資 料 な ど か ら疑 問 を 出

し合 っ たり ， み んな で 話 し合 った りして ，学 級 全 体
で追 究 ・解 決 して い く共 通 の テ ーマ や めあ て （学

級 全 体 の 学 習 問 題 ） を考 え る 学 習 をした ことが …

① 1 1 (6 ) 社 会 科 の 学 習 の ま とめ で ， 図 （関 係 図 な
ど ）に ま とめ た ことが あ りますか 。

② 9 (5 ) 今 まで に社 会 科 の 学 習 で，標 語 など の よ う

に ，学 ん だこ とや 考 えた ことなど を 言 葉 や 短 い文

章 で 表 現 する 学 習 を した ことが あ りま す か 。

② 8 (3 ) 社 会 科 の 学 習 で，身 近 な 地 域 の 問 題 を 見

つけ て，そ れ を 解 決 してい く学 習 をし たこと が あり

ます か 。

② 8 ( 4 ) 今 まで に身 近 な地 域 の 問 題 につ いて ，問

題 を解 決 する 提 案 を した り ，多 くの 人 に納 得 し て
も らう た めの ア ピ ール 文 を 書 い たりす る 学 習 を し

た ことが あ り ます か 。

児 童 質 問紙

あ る な い そ の 他 無 回 答
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動に重点がおかれる傾向にあり，単元を貫く学習問題の設定やその問題解決にかかわ

る学習活動が不十分であると考えられる。問題を解決する力は学習のプロセスの中で

連続的に発揮・育成される力であり，問題把握，資料活用，思考・判断，表現といっ

た一連の学習活動に偏りがないよう配慮することが必要である。

表２－６ 学校質問紙調査（問題解決的な学習の進め方にかかわる教師の実態）

63.7

61 .6

64.6

61 .6

81.4

84.8

51.3

53.6

83.2

80.4

70.8

67.9

71.7

75.9

87.6

85.7

36.3

38.4

35 .4

33.9

18.6

14.3

48.7

46.4

16.8

19.6

29.2

32 .1

28.3

24.1

12.4

13.4

0% 20 % 40% 60% 80% 100%

(1 )問題文の事例のような問題把握，資料活用，思考・判断，表現といった流れの

学習展開を行っていますか。 内容①設問1 4

(1 )問題文の事例のような問題把握，資料活用，思考・判断，表現といった流れの

学習展開を行っていますか。 内容②設問3

(2 )資料などから疑問を出し合ったり，話し合ったりして，学級全体で追究・解決し

ていく共通のテーマやめあて（学級全体の学習問題）を設 定していますか。

内容①設問14

(2 )資料などから疑問を出し合ったり，話し合ったりして，学級全体で追究・解決し

ていく共通のテーマやめあて（学級全体の学習問題）を設 定していますか。

内容②設問3

(3) 子どもの興味・関心や課題に応 じた多様な調べ学習を行っていますか。

内容①設問1 4

(3) 子どもの興味・関心や課題に応 じた多様な調べ学習を行っていますか。

内容②設問3

(4) 学習問題を追究・解決していく過程で，個 別に指導・支援するなど，一人ひとり

の子どもが自分の力で学習問題を追究・解決していく力を育てる指導を意図的に

行っていますか。 内容①設問14

(4) 学習問題を追究・解決していく過程で，個 別に指導・支援するなど，一人ひとり

の子どもが自分の力で学習問題を追究・解決していく力を育てる指導を意図的に

行っていますか。 内容②設問3

( 5) 学級全体で調べたことを発表したり，討論したりする学習を行っていますか。

内容①設問14

( 5) 学級全体で調べたことを発表したり，討論したりする学習を行っていますか。

内容②設問3

(6) 話し合い活動の中で，ペアや 小グループなどの小集団で，学習問題に対する

一人ひとりの子どもの考えを伝え合ったり検討し合ったりする場や機会を意図的

に設けていますか。 内容①設問1 4

(6) 話し合い活動の中で，ペアや 小グループなどの小集団で，学習問題に対する

一人ひとりの子どもの考えを伝え合ったり検討し合ったりする場や機会を意図的

に設けていますか。 内容②設問3

(7) 話し合い活動の中で行う板書について，子どもの意 見や考えを関係付けたり，

共通点を見つけたりして，それらを矢印や線，言葉や文章などで構造的に

書き表すなど，子どもの集団思考を促す板書の工夫をしていますか。

内容①設問14

(7) 話し合い活動の中で行う板書について，子どもの意 見や考えを関係付けたり，

共通点を見つけたりして，それらを矢印や線，言葉や文章などで構造的に

書き表すなど，子どもの集団思考を促す板書の工夫をしていますか。

内容②設問3

(8 )調べ学習やまとめの学習などで，子どもたちによる表現活動を

行っていますか。 内容①設問14

(8 )調べ学習やまとめの学習などで，子どもたちによる表現活動を

行っていますか。 内容②設問3

学校質問紙

行っている 行っていない その他 無回答
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注：表中の①については内容①（電気エネルギーの持続的利用，携帯電話の開発）を，②につ

いては内容②（森林資源の保護・育成，政治による身近な問題の解決）を回答した学校。

③ ペーパーテストとの関連

下のグラフ図１から図４は，問題解決的な学習展開の実施状況と各問題の通過率の

平均（全問）との関係を示したものである。

以下の図１から図４をみると，全体として，授業において問題解決的な学習を行っ

ている場合が，そうでない場合より，一部の質問を除き，通過率が高い傾向にある。

特に，「問題解決的な学習の展開」，「学習問題の設定」，「発表・討論」を行っている

場合については，いずれの問題においても，通過率が高い傾向がみられた。

43.1 43.4 42.9 42.7 43.8 42.7 42.8 43.342.6 42.0 42.8 43.1 38.6 43.5 43.2 40.2

0
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40

60

80

100

(1) 問題解決的な学習展開 (2) 学習問題の設定 (3) 調べ学習 (4) 追究・解決 (5) 発表・討論 (6) 小集団学習 (7) 板書の工夫 (8) 表現活動

行っている 行っていない

図１ 学校質問紙 電気エネルギーの持続的利用

74.9 74.8 74.7 74.9 74.7 74.7 74.1 74.873.2 73.4 72.5 73.7 72.7 73.5 74.8 71.1

0

20

40

60

80

100

(1) 問題解決的な学習展開 (2) 学習問題の設定 (3) 調べ学習 (4) 追究・解決 (5) 発表・討論 (6) 小集団学習 (7) 板書の工夫 (8) 表現活動

行っている 行っていない

図２ 学校質問紙 携帯電話の開発

70.1 70.8 69.5 70.6 70.1 70.7 69.3 69.167.8 66.9 68.0 67.7 66.0 66.3 69.1 70.0
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(1) 問題解決的な学習展開 (2) 学習問題の設定 (3) 調べ学習 (4) 追究・解決 (5) 発表・討論 (6) 小集団学習 (7) 板書の工夫 (8) 表現活動

行っている 行っていない

図３ 学校質問紙 森林資源の保護・育成

82.5 83.1 81.8 83.2 82.4 82.1 81.9 81.280.4 79.3 80.8 80.0 78.7 81.0 81.2 84.0
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(1) 問題解決的な学習展開 (2) 学習問題の設定 (3) 調べ学習 (4) 追究・解決 (5) 発表・討論 (6) 小集団学習 (7) 板書の工夫 (8) 表現活動

行っている 行っていない

図４ 学校質問紙 政治による社会参加
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(4) 分析結果からみた主な課題と指導上の改善

現行の小学校学習指導要領（平成10年告示）においては，問題解決的な学習を重視

し，児童一人一人が社会的事象の意味や働きなどを考えたり自分の意見を述べたりす

る授業への改善を求めきた。

本調査においては，そうした学習指導要領の趣旨を実現する問題解決的な学習の実

施状況と実現状況の把握に努めたが，ペーパーテスト及び質問紙調査の結果をみると，

今後，次の四点について改善を図り，問題解決的な学習の一層の充実に努めていく必

要があると思われる。

① 問題解決的な学習の経験を積ませること

本調査のペーパーテストと質問紙調査との相関をみると，日々の授業において問

題解決的な学習を行っている場合の方が，そうでない場合よりも通過率が高い傾向

がみられた。一方，学校質問紙調査の結果をみると，「問題把握，資料活用，思考

・判断，表現といった流れの学習」を行っていると回答した教師は，全体の半数強

であった。

こうしたことから，まずは教師が自らの指導を振り返り，問題解決的な学習を指

導計画に位置付け，継続的にこうした学習の経験を積ませることが重要である。そ

の際，問題把握，資料活用，思考・判断，表現といった一連の学習活動に偏りがな

いよう配慮することも必要である。

② 問題構成の場面における指導の充実

ペーパーテストの結果から，学習問題を見出す力，とりわけ多様で豊富な資料（情

報）をもとにしながら自力で問題を発見・把握する力の育成が不十分であるという

課題が明らかになった。また，児童質問紙調査からも，これらに関連する学習が十

分に行われていないことが明らかになった。

このことから，例えば，次のような指導に力を入れ，学習問題の構成・設定に関

わる学習の充実を図ることが重要である。

・多様な資料を丹念に読み取ったり相互に関連付けたりしながら，子どもの驚きや

疑問を引き出すなど，子どもの問題意識の醸成を図ること

・個々の驚きや疑問を共有し，それらをもとにして学級全体で追究・解決していく

共通のテーマやめあて（学級全体の学習問題）を考え合う場面の充実を図ること

・個々の子どもが，「自分は何を，どのように調べるのか（調べ問題）」を決める

など，調べる計画を立てる指導の充実を図ること

③ 考える（思考・判断）と表す（表現）の一体化

学習問題を追究・解決する力のうち，「関係・意味の思考」と「解決策の選択・

判断の思考」に関連するペーパーテストの結果を比較すると，「関係・意味の思考」

の「学習問題に対する自分なりの考えを，関連する資料を矢印や線で結んだり，関
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連の意味を言葉や文章で表現する」問題（携帯電話の開発）の実現状況は比較的高

かったが，「解決策の選択・判断の思考」の「調べた事実と自らの知識・経験を結

び付けて問題の解決策を考え，それを標語に表現する」問題や「自分が考えた標語

で何を伝えたかったのかを記述する」問題（いずれも，森林資源の保護）の通過率

は比較的低かった。

一方，質問紙調査の結果では，「解決策の選択・判断の思考」に関する「学んだ

ことや考えたことなどを言葉や短い文章に表現する学習（学校質問紙）」はよく行

われている半面，「関係・意味の思考」に関する「関係図などにまとめる学習（児

童質問紙）」は十分に行われていないことが明らかになった。

以上の結果から，ペーパーテストと質問紙調査との間の結果にずれが見られたの

は，「関係・意味の思考」の問題では，ペーパーテストの問題の中に例示されてい

た関係図による表現の仕方をもとに，児童は問題に取り組む中でその表現方法を理

解し，それを用いて考えを組み立てていくことができたが，「解決策の選択・判断

の思考」の問題では，考えたことなどを言葉や文章に表現する学習を経験していた

にもかかわらず，そこでの学習がペーパーテストの問題を解く際に生かすことがで

きなかったことが考えられる。

こうしたことから，「関係・意味の思考」については，関係図などによる表現の

仕方を身に付け，活用し，児童が自らの考えを組み立てていく学習経験を積ませて

いくことが必要であること，「解決策の選択・判断の思考」については，日頃の社

会科授業で言葉などによる表現活動の質を高めるなど，言語活動を通して考え，表

現する指導の充実が必要であり，例えば，次のような指導に一層力を入れ，考える

（思考）と表す（表現）が一体的に行われるような学習活動の工夫が望まれる。

・関係図など，調べた事実を比較し，関係付け，総合しながら再構成する表現活動

を工夫すること

・標語による表現などに加えて，自分が何を伝えたいのかを言葉や文章で記述する

学習を大切にするなど，考えていることを表現する言語活動の充実を図ること

④ 解決策を考え，提案・説得する学習の充実

本調査では，学習問題を見出す力，追究・判断する力，実社会・実生活に参加・

参画する力の三つを問題を解決する力ととらえ，その実施状況や実現状況を把握し

た。

その結果，実施状況については，児童質問紙調査から，「身近な地域の問題を見

つけて，それを解決していく学習」や「身近な地域の問題について，問題を解決す

る提案をしたり，多くの人に納得してもらうためのアピール文を書いたりする学習」

を経験している児童の割合が低いという実態が明らかになった。

一方，ペーパーテストの結果から，「自分の提案(解決策)がより多くの人に納得

してもらえるように，その提案(解決策)のよさや問題点などに言及しながら，工夫

して表現する」小問題の実現状況に課題がみられたが，「政治の働きで解決できる

自分の身近な地域の問題を指摘する」，「地域の問題解決に向けて具体的な解決策

を考える」といった小問題の実現状況は良好であったことから，小学校高学年の児
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童であれば，実社会・実生活における問題を見出し，その解決策を考える学習にも

十分に対応できるものと考えられる。

以上を踏まえ，今後は，「社会科の学習内容と密接にかかわる実社会・実生活に

おける問題を見出し，その解決策を考え，提案・説得する」といったタイプの学習

にも力を入れ，実社会・実生活に参加・参画する力の基礎を高めていくことが求め

られる。
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中学校（地理的分野）

１ 社会科における基礎・基本となる知識や概念に関する調査（調査Ⅰ）

(1) 調査Ⅰの出題のねらい

中学校社会の地理的分野では，基礎・基本となる知識や概念について，二つの異な

る出題方法である調査票Ａ及び調査票Ｂ各55問を出題し，世界の主な国の名称と位置，

日本の都道府県の位置と名称，都道府県庁所在地の名称，世界と日本の地域構成，基

本的な地理用語の理解・定着状況を把握することを目指した。

調査結果全体についてみると，通過率の平均は調査票Ａ 61.2％，調査票Ｂ 60.9％

であった。各冊子55問のうち，通過率が80％以上の問題数は調査票Ａ 10問／55問，調

査票Ｂ 12問／55問，通過率が60％以下の問題数は調査票Ａ 28問／55問，調査票Ｂ

31問／55問であった。

(2) 調査結果

① 世界の主な国の名称と位置

ア 出題のねらい

本問では，世界の主な国の名称と位置をどの程度理解しているかを把握するた

め，世界の主な国として各州から合計20か国を取り上げて，「地図上の位置から

国名を記述する問題」（調査票Ａ）及び「国名から地図上の位置を選択する問

題」（調査票Ｂ）を出題した。

世界の主な国の名称と位置
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イ 調査結果

(ｱ) 通過率

調査結果では，世界の主な国の名称と位置に関する内容の通過率の平均は，

「地図上の位置から国名を記述する問題」は，56.4％であり，「国名から地図

上の位置を選択する問題」は，58.4％であった。８割以上を正答した生徒は，

「地図上の位置から国名を記述する問題」(22.1％)，「国名から地図上の位置

を選択する問題」(26.2％)であった。

「地図上の位置から国名を記述する問題」では，通過率が９割を超えたもの

は，オーストラリア，ロシア，中国，アメリカ合衆国の４か国であった。逆に

４割を下回ったのが，ナイジェリア,エクアドル，イラク，ポルトガル，サウ

ジアラビア，ノルウェー，タイの７か国であった。無解答の割合は，平均

18.5％であり，30％を超えた国は，エクアドル（38.5％），ナイジェリア

（38.0％），南アフリカ共和国（31.5％），イラク（31.4％），サウジアラビ

ア（30.8％），ポルトガル（30.4％）の６か国であった。

「国名から地図上の位置を選択する問題」では，通過率が80％を超えたもの

は，オーストラリア，ロシアであり，中国，アメリカ合衆国と続く。逆に40％

を下回ったものは，ナイジェリア，エクアドル，ポルトガル，タイ，サウジア

ラビア，イラクの６問であった。なお，無解答の割合の平均は2.7％であり，

一番高かった問題でも5.7％であった。

地図上の位置から国名を記述する 国名から地図上の位置を選択する

問題（調査票Ａ） 問題（調査票Ｂ）

80％以上 オーストラリア（95.7％）， オーストラリア（93.6％），

ロシア（93.8％）， ロシア（93.3％），

中国(91.2％)， 中国（87.9％），

アメリカ合衆国（90.4％） アメリカ合衆国（86.3％）

60％以上80％未満 インド（76.9％），ブラジル ブラジル（76.4％），インド

（76.8％），韓国（75.6％）， （75.5％），韓国（71.4％），

エジプト（68.9％）， エジプト（70.0％），

イギリス（67.9％） イギリス（65.4％）

40％以上60％未満 ニュージーランド（57.8％）， ニュージーランド（57.6％），

フランス（56.7％）， 南アフリカ共和国（56.8％），

南アフリカ共和国（44.1％）， フランス（48.8％），

アルゼンチン（41.1％） アルゼンチン（48.7％），

ノルウェー（46.9％）

40％未満 タイ（37.5％），ノルウェー イラク（39.6％），

（33.9％），サウジアラビア サウジアラビア（35.1％），

（32.9％），ポルトガル（29.5 タイ（32.7％），

％），イラク（24.0％）， ポルトガル（32.4％），

エクアドル（21.9％）， エクアドル（29.7％），

ナイジェリア（11.3％） ナイジェリア（19.8％）

以上の結果から，今回出題した国々の中で通過率が高い国は，面積が大きく

太平洋に面した国が並び，通過率が低い国は，ヨーロッパや東南アジア，アフ
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リカ及び中南米の一部地域のように比較的面積の小さい国が隣接している地域

にある国や，西アジアの国があげられる。

出題した国の中では，社会科の学習やテレビ・新聞等のメディアで多く取り

扱われている国の通過率が高い傾向にあると考えられる。また，小学校の調査

でも共通に出題された「ロシア」「中国」「韓国」「アメリカ合衆国」「オー

ストラリア」の５か国については，出題形式は異なるものの，すべての国の通

過率が中学校の調査結果では上昇している。

二つの設問形式（「国名から地図上の位置を選択する問題」と「地図上の位

置から国名を記述する問題」）を比較すると，通過率の差は２ポイントであり，

全体としては，顕著な差がみられなかったが，個別にみると，イラク，ノルウ

ェー，南アフリカ共和国において，10ポイント以上の差がみられた。

(ｲ) 質問紙調査の結果

○ 特に覚えている国（生徒質問紙 設問２(1)）

本調査で出題した国について「特に覚えている国を三つ答えなさい」に対

して，生徒は「アメリカ合衆国」（61.7％）,「ロシア」（40.5％）,

「中国」（39.3％）,「オーストラリア」（38.6％）を回答しており，調査問

題での通過率上位４か国と一致した。

○ 世界の主な国の名前と位置に関する学習（生徒質問紙 設問２(2)～(6)）

学習方法をみると，「国の形や大きさ，特産物など，その国を示す特色を

学習したか」（64.4％），「白地図を使って学習したか」（47.9％）に肯定

的な回答をした割合が高かった。

問題１（20問）を解答した生徒を通過問題数の多い順に並べかえ，人数比

率によりおおむね25％刻みで４つの群に分けて，各群に関連する質問紙に対

する肯定的な回答の割合をみると，16点(１問の正答を１点とみなす)以上の
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(2) 「世界の主な国の名前と位置」の学習で，

白地図を使って学習しましたか。

(3) 「世界の主な国の名前と位置」の学習で，

地球儀を活用して学習しましたか。

(4) 「世界の主な国の名前と位置」の学習で，

国名のビンゴやクロスワード，しりとりなどの

ゲームを取り入れた学習をしましたか。

(5) 「世界の主な国の名前と位置」の学習で，

国の形や大きさ，特産物など，その国を示す

特色を学習しましたか。

(6) 「世界の主な国の名前と位置」の学習で，

国名や国旗の由来などを調べる学習を

しましたか。

生徒質問紙

よくした ある程度した あまりしなかった まったくしなかった おぼえていない その他 無回答
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者では，質問(6)を除き，他の群より肯定的な回答の割合が高い傾向がみられ

た。

○ 世界の主な国の名前と位置に関する指導（学校質問紙 設問２(1)～(5)）

生徒質問紙調査と学校質問紙調査のそれぞれに対応する設問の回答状況を

みると，設問の内容について「指導している」と回答した学校の割合に対し

て，「学習した」と回答した生徒の割合は低く，教師と生徒に意識の違いが

みられた。
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(2) 「世界の主な国の名前と位

置」の学習で，白地図を使って

学習しましたか。

(3) 「世界の主な国の名前と位

置」の学習で，地球儀を活用して

学習しましたか。

(4) 「世界の主な国の名前と位

置」の学習で，国名のビンゴやク

ロスワード，しりとりなどのゲー

ムを取り入れた学習をしました

か。

(5) 「世界の主な国の名前と位

置」の学習で，国の形や大きさ，

特産物など，その国を示す特色

を学習しましたか。

(6) 「世界の主な国の名前と位

置」の学習で，国名や国旗の由

来などを調べる学習をしました

か。

通過問題数別にみた肯定的な回答（「よくした」＋「ある程度した」）の割合 調査票Ａ
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(2) 「世界の主な国の名前と位

置」の学習で，白地図を使って

学習しましたか。

(3) 「世界の主な国の名前と位

置」の学習で，地球儀を活用して

学習しましたか。

(4) 「世界の主な国の名前と位

置」の学習で，国名のビンゴやク

ロスワード，しりとりなどのゲー

ムを取り入れた学習をしました

か。

(5) 「世界の主な国の名前と位

置」の学習で，国の形や大きさ，

特産物など，その国を示す特色

を学習しましたか。

(6) 「世界の主な国の名前と位

置」の学習で，国名や国旗の由

来などを調べる学習をしました

か。

通過問題数別にみた肯定的な回答（「よくした」＋「ある程度した」）の割合 調査票Ｂ

55.4
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(1) 「世界の主な国の名称と位置」の学習で，

白地図を使って指導していますか。

(2) 「世界の主な国の名称と位置」の学習で，
地球儀を使って指導していますか。

(4) 「世界の主な国の名称と位置」の学習で，

パズルなどのゲーム的要素を取り入れて

指導していますか。

(3) 「世界の主な国の名称と位置」の学習で，
名称や位置と併せて国の特色などの学習を

取り入れて指導していますか。

(5) 「世界の主な国の名称と位置」の学習で，

国名や国旗の由来などを調べさせる学習を

取り入れて指導していますか。

学校質問紙

よくしている ある程度している あまりしていない まったくしていない その他 無回答
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② 都道府県の位置と名称，都道府県庁所在地の名称

ア 出題のねらい

本問は，日本における都道府県の位置と名称について，どの程度理解している

かを把握するため，各地方から合計15都道府県を取り上げて，「都道府県名から

地図上の位置を選択する問題」（調査票Ａ）と「地図上の位置から都道府県名を

記述する問題」（調査票Ｂ）を出題した。

また，都道府県庁所在地の名称については，都道府県名と名称が異なる都道府

県庁所在地を中心に５都道府県庁所在地を取り上げて，調査票Ａ，Ｂともに「地

図上の位置から都道府県庁所在地名を記述する問題」を出題した。

都道府県の位置と名称
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イ 調査結果

＜都道府県の位置と名称＞

(ｱ) 通過率

調査結果では，「都道府県名から地図上の位置を選択する問題」（調査票

Ａ）は66.3％，「地図上の位置から都道府県名を記述する問題」（調査票Ｂ）

は60.9％であった。

「都道府県名から地図上の位置を選択する問題」では，通過率が80％を超え

たのは，「北海道」「青森県」「東京都」，50％を下回ったものは，「福井

県」「徳島県」であった。

「地図上の位置から都道府県名を記述する問題」では，通過率が80％を超え

たのは，「北海道」「青森県」「東京都」であり，50％を下回ったものは，

「島根県」「福井県」「徳島県」「岡山県」「岐阜県」「栃木県」であった。

小学校の調査（全都道府県の位置と名称を問う）結果と比較すると，小学校

の通過率を上回っており（北海道は同程度），通過率の高いものと低いものも

同様の傾向がみられた。
都道府県名から地図上の位置を 地図上の位置から都道府県名を

選択する問題（調査票Ａ） 記述する問題（調査票Ｂ）

80％以上 北海道（99.2％），青森県 北海道（99.1％），青森県

（96.3％），東京都（85.1％） （97.0％），東京都（82.9％）

50％以上80％未満 鹿児島県（79.6％），大阪府 鹿児島県（73.2％），大阪府

（76.6％），福岡県(62.6％) （71.3％），和歌山県(57.2％)

山形県（60.4％），和歌山県 山形県（55.6％），福岡県

（59.4％），岐阜県(58.0％) （54.9％），山梨県（51.9％）

栃木県（56.4％），山梨県

（56.4％），岡山県(54.5％)

島根県（54.2％）

50％未満 徳島県（48.3％）， 栃木県（49.5％），岐阜県

福井県（47.7％） （47.3％），岡山県(45.2％)

徳島県（43.1％），福井県

（42.9％），島根県（42.5％）

二つの設問形式を比較すると，同じ都道府県で「都道府県名から地図上の位

置を選択する問題」が「地図上の位置から都道府県名を記述する問題」の通過

率を上回るものは15問中14問であった。

(ｲ) 質問紙調査の結果

○ 都道府県の名前と位置に関する学習（生徒質問紙 設問２(7)～(10)）

都道府県の位置と名称について，「白地図を使って学習しましたか」や

「都道府県の形や大きさ，特産物など，その都道府県を示す特色を学習しま

したか」に対して，「よくした」又は「ある程度した」と肯定的な回答をし

た生徒の割合は，68.9％であった。
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問題２（20問）を解答した生徒を通過問題数の多い順に並べかえ，人数比

率によりおおむね25％刻みで４つの群に分けて，各群に関連する質問紙に対

する肯定的な回答の割合をみると，14点(１問の正答を１点とみなす)以上の

者では，設問２(10）を除き，他の群より肯定的な回答の割合が高い傾向がみ

られた。
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(7) 「都道府県の位置と名称」の学習で

は，白地図を使って学習しましたか。

(8) 「都道府県の位置と名前」の学習で，

都道府県の形や大きさ，特産物など，そ

の都道府県を示す特色を学習しました

か。

(9) 「都道府県の位置と名前」の学習で，

都道府県名のビンゴやクロスワード，カ

ルタなどのゲームを取り入れた学習をし

ましたか。

(10) 「都道府県の位置と名前」の学習

で，都道府県名の由来などを調べる学

習をしましたか。

通過問題数別にみた肯定的な回答（「よくした」＋「ある程度した」）の割合 調査票Ａ
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(7) 「都道府県の位置と名称」の学習で

は，白地図を使って学習しましたか。

(8) 「都道府県の位置と名前」の学習で，

都道府県の形や大きさ，特産物など，そ

の都道府県を示す特色を学習しました

か。

(9) 「都道府県の位置と名前」の学習で，

都道府県名のビンゴやクロスワード，カ

ルタなどのゲームを取り入れた学習をし

ましたか。

(10) 「都道府県の位置と名前」の学習

で，都道府県名の由来などを調べる学

習をしましたか。

通過問題数別にみた肯定的な回答（「よくした」＋「ある程度した」）の割合 調査票Ｂ
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(7) 「都道府県の位置と名称」の学習では，

白地図を使って学習しましたか。

(8) 「都道府県の位置と名前」の学習で，

都道府県の形や大きさ，特産物など，

その都道府県を示す特色を学習

しましたか。

(9) 「都道府県の位置と名前」の学習で，

都道府県名のビンゴやクロスワード，

カルタなどのゲームを取り入れた学習を

しましたか。

(10) 「都道府県の位置と名前」の学習で，

都道府県名の由来などを調べる学習を

しましたか。

生徒質問紙

よくした ある程度した あまりしなかった まったくしなかった おぼえていない その他 無回答
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○ 都道府県の名前と位置に関する指導（学校質問紙 設問２(7)～(10)）

都道府県の位置と名称についての指導について，教師が「よくしている」,

「ある程度している」と肯定的な回答をした割合の多いものは，「白地図を

使って指導しているか」，「位置や名称と併せて都道府県の特色などの学習

を取り入れて指導しているか」であった。

生徒質問紙調査と学校質問紙調査のそれぞれに対応する設問の回答状況を

みると，設問の内容について「指導している」と回答した学校の割合に対し

て，「学習した」と回答した生徒の割合は低く，教師と生徒の意識の違いが

みられた。

57.4

23.8

15.8
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61.4

27.7

21.8
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11.9

37.6

46.5

15.8

26.7
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(7) 「都道府県の位置と名称」の学習で，

白地図を使って指導していますか。

(8) 「都道府県の位置と名称」の学習で，

位置や名称と併せて都道府県の特色

などの学習を取り入れて指導して

いますか。

(9) 「都道府県の位置と名称」の学習で，

パズルなどのゲーム的要素を取り

入れて指導していますか。

(10) 「都道府県の位置と名称」の学習で，

県名の由来を調べさせる学習を取り

入れて指導していますか。

学校質問紙

よくしている ある程度している あまりしていない まったくしていない その他 無回答
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＜都道府県庁所在地の名称＞

(ｱ) 通過率

調査結果では，出題した都道府県庁所在地（7市）の名称を選ぶ問題の通過

率は27.8％～60.7％であった。「盛岡市」，「名古屋市」，「横浜市」，｢仙

台市」は，通過率が比較的高い半面，｢高松市」，「前橋市」，「松山市」は

比較的低い結果であった。全体として，都道府県の名称の問題と比べると低い

結果であった。

(ｲ) 質問紙調査の結果（生徒質問紙 設問２(11)，学校質問紙 設問２(12)）

生徒質問紙調査と学校質問紙調査のそれぞれに対応する設問の回答状況をみ

ると，設問の内容について指導を「よくしている」，「ある程度している」と

回答した学校が87.2％に対して，学習を「すべてについて学習した」「半分く

らいについて学習した」と回答した生徒が45.4％であった。

33.7 53.5 8.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(12) 都道府県庁所在地名を

身に付けさせる指導を，

どれくらいしていますか。

学校質問紙

よくしている ある程度

している

あまり

していない

まったく

していない

その他 無回答

34.9 10.5 31.5
3.8

19.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(11) 47ある都道府県庁所在地の

名前について，学校の授業で

どれくらいの数の所在地を学習

しましたか。

生徒質問紙

すべてについて

学習した

半分くらいに

ついて学習した

主なものだけ

学習した

まったく学習

しなかった

おぼえていない その他 無回答
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③ 世界と日本の地域構成

ア 出題のねらい

本問は，世界の地域構成について，緯度・経度や大陸と海洋の分布の地球的規

模での位置関係をとらえる基礎的な知識や技能をどの程度身に付けているかを把

握するため，日本の地域構成については，七地方区分の名称及び北方領土の範囲

について，基礎的な知識をどの程度身に付けているかを把握するために，四肢選

択形式及び記述式による問題を，調査票Ａ，調査票Ｂで各11問を出題した。この

うち，調査票ＡとＢで対となる問題を４組（各４問）出題した。

世界の地域構成に関する問題例

イ 調査結果

(ｱ) 通過率

＜大陸と海洋の位置と名称＞

大陸として「アフリカ大陸」及び「ユーラシア大陸」，大洋として「太平
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洋」を３問を出題した。いずれも「半球図」（調査票Ａ）と「平面図（正角図

法）」（調査票Ｂ）として出題したが，通過率は71.3％～87.9％であり，二つ

の地図による差はみられなかった。

半球図 正角図法

（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

通 アフリカ大陸 地図中の大陸の名称を記述 71.8％ 71.3％

過 ユーラシア大陸 大陸の名称から地図中の位置を選択 87.9％ 85.2％

率 太平洋 地図中の大洋の名称を記述 80.0％ 81.6％

＜経線，赤道，日付変更線，日本標準時＞

「経線」，「赤道」，「日付変更線」について，地図（平面図及び半球図）

に表示された線の名称を記述する問題として出題したところ，「経線」の通過

率は56.4％，「赤道」の通過率は88.4％，「日付変更線」の通過率は58.8％で

あった。

「日本標準時子午線」について，地図（平面図及び半球図）に表示された，

正しい線を選択する問題として出題したところ，通過率は83.1％であった。

これらの４問のうち，誤答の割合が高かったのは，「日付変更線」の名称を

「本初子午線」とした15.0％であった。

通過率

経線（子午線） （調査票Ａ） 56.4％

赤道 （調査票Ｂ） 地図中の表示から用語を記述 88.4％

日付変更線 （調査票Ｂ） 58.8％

日本標準時子午線 （調査票Ａ） 問題文から地図中の表示を選択 83.1％

＜緯度・経度＞

北緯45度，西経105度の地点について，「地図中の地点から正しい緯度・経度

を選ぶ問題」（調査票Ａ）の通過率は63.3％，「緯度・経度から地図中の地点

を選ぶ問題」（調査票Ｂ）の通過率は53.8％であった。

誤答として，「地図中の地点から正しい緯度・経度を選ぶ問題」では，北緯

45度を正しく選んだが，西経105度を東経105度と誤答した生徒の割合が24.5％

みられた。また，「緯度・経度から地図中の地点を選ぶ問題」でも，北緯45度

を正しく選んだが，西経105度については，東経105度の地点を選んだ割合が

35.9％みられ，北緯・南緯については理解しているが, 東経・西経についての

理解が不十分であると考えられる。

地図中の地点から正しい緯度 緯度・経度から地図中の地点を

・経度を選ぶ問題（調査票Ａ） 選ぶ問題 （調査票Ｂ）

北緯45度・西経105度 63.3％ 53.8％
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＜日本の地方名＞

日本地図上の七地方区分のうち「東北地方」と「九州地方」について，位置

の名称を記述する問題として出題したところ，「東北地方」の通過率は82.2％，

「九州地方」の通過率は80.4％であった。

＜北方領土＞

「北方領土の正しい範囲を選択する」問題の通過率は67.4％であった。誤答

の割合が高いのは，択捉島以北の千島列島の範囲を示した15.6％，北方四島を
えとろふ

含んだ千島列島全域を示した13.9％であった。

平成15年度中学校教育課程実施状況調査での類似の問題(第１学年で出題)と

比較すると,同調査における通過率は47.2％であった。

(ｲ) 質問紙調査の結果

○ 大陸や大洋，緯度・経度などについての学習における地球儀の活用

（生徒質問紙 設問２(12)）

「大陸や大洋，緯度・経度など，世界の姿をとらえる授業では，どれくら

い地球儀を使って学習しましたか」に対して，「よくした」又は「ある程度

した」と肯定的な回答をした生徒の割合は36.6％であった。

9.7 26.9 28.5 18.2 16.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(12) 大陸や大洋，緯度・経度など，

世界の姿をとらえる授業では，

どれくらい地球儀を使って

学習しましたか。

よくした ある程度した あまりしなかった

まったくしなかった おぼえていない その他

無回答

生徒質問紙
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④ 基本的な地理用語

ア 出題のねらい

本問は，基本的な地理用語について，どの程度理解しているかを把握するため

に，四肢選択形式及び記述式による問題を，調査票Ａでは８問，調査票Ｂでは７

問を出題した。このうち，調査票ＡとＢで対となる問題を４組（各４問）出題し

た。

イ 調査結果

(ｱ) 通過率

調査結果では，基本的な地理用語の通過率の平均は，調査票Ａの問題（全８

問中説明文選択４問，記述４問）が60.5％，調査票Ｂの問題（全７問中用語選

択４問，記述３問）が63.7％であった。また，全てに正答した生徒の割合は，

調査票Ａの問題が16.1％，調査票Ｂの問題が15.9％であり，全問不正解の生徒

は，調査票Ａでは3.5％，調査票Ｂでは1.6％であった。

二つの出題形式の通過率を比較すると，「季節風」では，「用語から説明文

を選ぶ問題」の通過率は59.2％に対し，「説明文から用語を選ぶ問題」の通過

率は77.0％と，17.8ポイントの差があった。誤答で多かったのは，「やませ」

の説明文を選択した18.0％，「偏西風」の12.6％であった。

「三角州」については，「用語から説明文を選ぶ問題」の通過率が10.1ポイ

ント高い結果であった。「説明文から用語を選ぶ問題」の誤答として，「扇状

地」を選んだ生徒が38.5％と高く，「三角州」と「扇状地」とを混同している

と考えられる。

「熱帯気候」については，「用語から説明文を選ぶ問題」では「熱帯」を

「乾燥帯」と，「説明文から用語を選ぶ問題」では「熱帯」を「温帯」と誤答

している生徒が20％を超えている。

記述式の設問で誤答の割合が高かった用語としては，「過疎」では「少子

化」と記述した生徒の割合が21.9％，「イスラム教」では「ヒンドゥー教」と

記述した生徒の割合が21.2％みられた。

用語から説明文を選ぶ問題 説明文から用語を選ぶ問題

（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

熱帯気候 69.1％ 75.4％

三角州 64.5％ 54.4％

用語から地図中の表示を選ぶ 地図中の表示から用語を選ぶ

問題 （調査票Ａ） 問題 （調査票Ｂ）

黒潮（日本海流）の流れ 59.0％ 62.4％

用語から説明文を選ぶ問題 説明文から用語を選ぶ問題

（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

季節風（モンスーン） 59.2％ 77.0％
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通過率

環太平洋造山帯 （調査票Ａ） 地図中の表示から用語を記述 65.0％

アルプス・ヒマラヤ造山帯 （調査票Ｂ） 53.5％

通過率

経済水域 （調査票Ａ） 71.7％

イスラム教 （調査票Ｂ） 50.2％

過疎 （調査票Ａ） 説明文から用語を記述 52.2％

近郊農業 （調査票Ａ） 43.6％

ヨーロッパ連合（ＥＵ） （調査票Ｂ） 72.8％

(ｲ) 質問紙調査の結果

○ 基本的な地理用語と授業での説明の状況（学校質問紙 設問２(13)）

「学校の授業の中でどれくらい説明しているか」に対する教師の回答状況

と調査結果を比較すると，通過率が高かった「ＥＵ」や「経済水域」は，

６割以上の教師が「十分に説明している」と回答している。通過率の低かっ

た「近郊農業」や「イスラム教」は，「十分に説明している」と回答してい

る教師の割合は30％未満にとどまっている。
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① 熱帯

② 三角州

③ 黒潮（日本海流）

④ 季節風

⑤ 環太平洋造山帯

⑥ アルプス・ヒマラヤ造山帯

⑦ 経済水域

⑧ 過疎

⑨ 近郊農業

⑩ イスラム教

⑪ ＥＵ

十分に説明している ある程度説明している あまり説明していない

まったく説明していない その他 無回答

学校質問紙
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２ 問題解決的な学習の実現状況に関する調査（調査Ⅱ）

(1) 調査Ⅱの出題のねらい

中学校社会の地理的分野では，問題解決的な学習の実現状況を把握するため，写真

・図表・グラフ・地図などの資料（資料集）を活用し，調べ，考え，判断し，自分の

考えを適切に表現する力をみる記述式の問題を出題した。

(2) 調査結果

① 身近な地域の調査（島根県斐川町）

ア 出題のねらい

問題１は，島根県斐川町を対象地域に設定して，身近な地域の地域的特色を明
し ま ね ひ か わ

らかにして課題を追究する問題である。資料から地域的特色を読み取り課題を

見いだし，グラフを作成したり，資料を関連付けてまとめたりして課題を追究し，

これからの地域の在り方についても考察し，提案する力を把握することを目指した。

イ 問題の構成，内容

問題番号 出題のねらい

(1) 地形図や写真から，身近な地域の調査課題を設定することができる。

(2) ① 農産物の統計データから適切な円グラフを作成することができる。

② 地図記号を読み取り，地形図に着色して分布図を作ることができる。

③ 地形図や資料を読み取り，比較しながら分かったことをまとめることができる。

(3) 資料から町が抱える課題を見つけることができる。また，資料を選択して具

体的なまちづくりのプランを提案することができる。
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ウ 個々の問題の内容と結果

ａ 複数の資料から調査課題を見いだす力

(ｱ) 出題のねらい

本問では，地形図・空中写真・景観写真から，地域の特色を読み取り課題を

見いだす力が，どの程度身に付いているかを把握する。

地形図２（抜粋） 写真１ 上空から見た調査地域の様子

写真２ 屋敷林に囲まれた家

(ｲ) 通過率

調査結果では，地形図や写真から調べたいことを記述することができた生徒

の割合(通過率)は，90.7％であった。調べてみたいことの内訳をみると，「農業

の様子や農業土地利用」(67.2％)に着目して記述した割合が最も多く，「屋敷

林」(18.3％)，「集落の立地や分布」(2.0％)などがみられた。

また，調べてみたいことについて一つ記述できた生徒の割合は79.1％であっ

たが，「集落の立地や分布」,「屋敷林」，「農業の様子や農業の土地利用」のう

ち二つ以上適切に記述できた割合は11.5％であった。

以上の結果から，様々な資料から課題を見いだす力はおおむね身に付いてい

ると考えられるが，散村や屋敷林など集落に関する斐川町独特の地理的事象に

着目し，課題を設定できた生徒の割合は少なく，斐川町の農業に関する一般的

な課題をあげる傾向がみられた。
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【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

問題番号 解答類型 反応率（％）

(1) ①集落の立地や分布に着目して，調べてみたいことをあげてい ◎1 0.3

るもの

<例>家と家が離れて建っているのはなぜだろう

②屋敷林に着目して，調べてみたいことをあげているもの

<例>屋敷林って，何なのだろう

③農業の様子や農業土地利用に着目して，調べてみたいことを

あげているもの

<例>地域全体に水田が広がっているのはなぜだろう

について，三つとも記入しているもの

①集落の立地や分布に着目して，調べてみたいことをあげてい ◎2 0.2

るもの

②屋敷林に着目して，調べてみたいことをあげているもの

について，①②それぞれ一つ以上記入しているもの

①集落の立地や分布に着目して，調べてみたいことをあげてい ◎3 0.8

るもの

③農業の様子や農業土地利用に着目して，調べてみたいことを

あげているもの

について，①③それぞれ一つ以上記入しているもの

②屋敷林に着目して，調べてみたいことをあげているもの ◎4 10.2

③農業の様子や農業土地利用に着目して，調べてみたいことを

あげているもの

について，②③それぞれ一つ以上記入しているもの

①集落の立地や分布に着目して，調べてみたいことを，一つ以 ◎5 0.7

上記入しているもの

②屋敷林に着目して，調べてみたいことについて，一つ以上記 ◎6 7.6

入しているもの

③農業の様子や農業土地利用に着目して，調べてみたいことに ◎7 55.9

ついて，一つ以上記入しているもの

「集落の立地や分布」，「屋敷林」，「農業の様子や農業土地利用」 ○8 14.9

以外の点に着目して，斐川町について，調べてみたいことを一

つ以上記入しているもの

<例>（斐川町の）土地利用の様子はどう変わってきているのだ

ろう

上記以外の解答 9 4.3

無解答 0 5.0

「集落の立地や分 「屋敷林」に着目 「農業の様子や土 左記以外の点に
布」に着目して記 して記述 地利用」に着目し 着目して記述
述 て記述

2.0 18.3 67.2 14.9

調べたいこと 割合(％)

三つとも適切に記述 0.3

二つとも適切に記述 11.2

一つ適切に記述 79.1

誤答，無回答 9.3
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(ｳ) 質問紙調査の結果(生徒質問紙 設問３(1)，学校質問紙 設問３(3))

「写真や地形図から地理的事象を見いださせる指導をしているか」（学校質問

紙３(3)）について，「よくしている」，「ある程度している」が65.4％であった。

「写真や地形図をみて，調べたい事柄や疑問を見つける学習をしたか」（生徒質

問紙３(1)）について，「よくした」，「ある程度した」という割合は36.1％であ

り，「指導している」という教師と「学習した」という生徒の両者に意識の違い

があることがうかがわれる。

ｂ 地理情報の基本的なグラフ作成，作図表現能力

(ｱ) 出題のねらい

本問では，農産物の生産や出荷の様子について，統計資料からグラフを作成

したり，土地利用の様子を調べて図を作ったりする地理的技能が，どの程度身

に付いているかを把握する。

7.9 28.2 32.3 14.7 16.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1)写真や地形図をみて，調べたい事柄や

疑問を見つける学習をしましたか。

よくした ある程度した あまり
しなかった

まったく
しなかった

おぼえて
いない

その他 無回答

生徒質問紙

12.9 52.5 31.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(3) 地理の調べ学習の際に，

写真や地形図から地理的

事象を見いださせる指導を
していますか。

よくしている ある程度
している

あまり
していない

まったく
していない

その他 無回答

学校質問紙
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資料１ 斐川町役場農林振興課の方からの話（一部）

資料２ 斐川町の主な農産物の産出額と割合 写真３ 斐川町内の玉ねぎ畑の様子

資料３ 斐川町の主な農産物の出荷時期カレンダー

(ｲ) 通過率

グラフを作成する問題の通過率は89.1％であり，分布図を作成する問題の通

過率は29.8％であった。数値データを基にして円グラフを作成する技能は身に
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付いているといえるが，地図記号を手がかりにして分布図を作成する地理的

技能が必ずしも十分に身に付いていない状況がうかがわれる。

分布図を作成する問題の誤答の中には，田や荒地の地図記号など，畑の地

図記号以外を着色している生徒が40.8％いることから，地図記号が十分に理

解されているとはいえない状況もうかがわれる。また，畑の地図記号を理解

しているが，それが分布している範囲を的確に着色ができていない生徒も多く，

土地利用図などの地図作成の学習が十分に行われていない状況も推察される。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

問題番号 解答類型 反応率（％）

(2) 四つの項目の区切り線の割合が，それに対応する項目名ととも ◎1 86.9

① にほぼ正確に示されており，一般的な円グラフの様式に従って，

印刷されている線を区切りの始点として，時計回りに割合の大

きな順（「米」「野菜」「花き」）及び「その他」で区切られ，項

目名が記されているもの <例>

四つの項目の区切り線の割合が，それに対応する項目名ととも ○2 2.2

にほぼ正確に示されており，一般的な円グラフの様式とは異な

っているもの

四つの項目の区切り線の割合が，ほぼ正確に示されているが， 3 0.1

二つ又は三つの項目名が記されておらず，割合と項目名の対応

関係が全く記されていないもの

四つの項目の区切り線の割合が，ほぼ正確に示されているが， 4 0.2

項目名が全く記されていないもの

上記以外の解答 9 7.8

無解答 0 2.9

(2) 畑の地図記号を理解し，それが記された部分を的確に着色して ◎1 26.6

② いるもの

畑の地図記号を理解し，それが記された部分を的確に着色して ○2 3.2

いるが，一部，他の地図記号が記された部分も着色しているも

の

畑の地図記号を理解しているが，それが記された部分の着色が 3 6.6

不十分なもの

田や荒地など，畑以外の地図記号が記された部分を着色してい 4 40.8

るもの

上記以外の解答 9 11.1

無解答 0 11.7
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(ｳ) 質問紙調査の結果(生徒質問紙 設問３(9)，(10))

「統計をもとにして分布図などの地図を作る学習をしたか」（生徒質問紙３

(9))について，「よくした」，「ある程度した」の割合は25.6％であり，また「そ

の学習が好きかどうか」（生徒質問紙３(10))について，「好き」，「どちらかとい

えば好き」の割合は33.0％であった。

(9)で「よくした」「ある程度した」「あまりしなかった」と回答した生徒のみ対象

ｃ 課題解決のための資料の読解力，地理情報の比較考察力

(ｱ) 出題のねらい

本問では，複数の資料を読み取り，比較しながら課題について調査して，

分かったことをまとめる力が，どの程度身に付いているかを把握する。

8.6 24.4 41.0 21.7 4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(10)こうした学習は好き

ですか。

生徒質問紙

好き どちらかといえば

好き

どちらかといえば

好きではない

好きではない

分からない その他 無回答

4.1
21.5 26.4 19.2 28.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(9) 統計をもとにして

分布図などの地図を

作る学習をしましたか。

よくした ある程度した あまり

しなかった

まったく

しなかった
おぼえて

いない

その他 無回答

生徒質問紙
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(ｲ) 通過率

本問の通過率は41.4％であった。誤答をみると，米の［出荷時期］が2.0％，

野菜の［栽培地域］が35.6％，米の［産出額］が2.9％，野菜の［栽培地域］と

米の［出荷時期］が3.2％，米の［産出額］と［出荷時期］が0.7％，米の［産

出額］と野菜の［栽培地域］が6.8％であった。

以上の結果から，特に，野菜の［栽培地域］について誤答の部分が35.6％で

あったことは，前問題との関連が深く，野菜を栽培する畑の地図記号に対する

理解度が低かったことも，通過率に影響していると考えられる。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答

問題番号 解答類型 反応率（％）

(2) 米の［産出額］と野菜の［栽培地域］及び米の［出荷時期］に ◎1 41.4

③ ついて，それぞれ「農業産出額の約半分を占めている」，「集落

の周辺や町内のところどころで栽培されている」，「（９月の一か

月と）短い」と適切に解答しているもの

米の［産出額］と野菜の［栽培地域］について，それぞれ「農 2 2.0

業産出額の半分を占めている」，「集落の周辺や町内のところど

ころで栽培されている」と適切に解答しているが,コメの[出荷

時期]については不適切な解答又は無解答のもの

米の［産出額］と［出荷時期］について，それぞれ「農業産出 3 35.6

額の半分を占めている」，「（９月の一か月と）短い」と適切に解

答しているが，野菜の［栽培地域］については不適切な解答又

は無解答のもの

野菜の［栽培地域］と米の［出荷時期］については，それぞれ 4 2.9

「集落の周辺や町内のところどころで栽培されている」，「（９月

の一か月と）短い」と適切に解答しているが，米の［産出額］

については不適切な解答又は無解答のもの

米の［産出額］について，「農業産出額の半分を占めている」と 5 3.2

適切に解答しているが，野菜の［栽培地域］と米の［出荷時期］

については不適切な解答又は無解答のもの

野菜の［栽培地域］について，「集落の周辺や町内のところどこ 6 0.7

ろで栽培されている」と適切に解答しているが，米の［産出額］

と［出荷時期］については不適切な解答又は無解答のもの

米の［出荷時期］について，「（９月の一か月と）短い」と適切 7 6.8

に解答しているが，米の［産出額］と［栽培地域］については

不適切な解答又は無解答のもの

上記以外の解答 9 2.8

無解答 0 4.6

(ｳ) 質問紙調査の結果（生徒質問紙 設問３(15)，学校質問紙 設問３(10)）

「野外調査や聞き取り調査をしたことがあるか」（生徒質問紙３(15)，学校質

問紙３(10)）について，「ある」と回答した生徒は21.2％，「よくしている」，「あ

る程度している」と回答した学校は20.8％である。
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平成15年度中学校教育課程実施状況調査の調査結果では，「調査や観察・見

学，体験を取り入れた授業を取り入れているか」について，肯定的な回答をし

た学校の割合は19.2％であった。

ｄ 課題解決のための論理的思考力・提言力

(ｱ) 出題のねらい

本問では，まちが現在抱えている課題をグラフから発見し，さらに，その課

題を解決する方策を資料と関連させながら，これからのまちづくりプランを提

案する力が，どの程度身に付いているかを把握する。

21.2 47.2 29.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(15) 「身近な地域の調査」で，

野外での調査や聞き取り調査

など，校外に出て学習活動を
おこなったことがありますか。

ある ない おぼえていない その他 無回答

生徒質問紙

5.0
15.8 36.6 41.6

0% 20% 40% 60 % 80% 100%

(10) 「身近な地域の調査」の
学習の際に，フィールドワーク

や聞き取り調査などを取り

入れて指導していますか。

よくしている ある程度
している

あまり
していない

まったく
していない

その他 無回答

学校質問紙
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資料４ 斐川町の年少人口割合と老年人口割合 資料５

資料６

資料７

(ｲ) 通過率

本問の通過率は，82.0％であった。正答としては，問題点を｢少子高齢化」と

とらえ，資料５を選択して，まちづくりのプランを具体的に提案しているもの

が10.4％，問題点を｢少子高齢化」ととらえ，資料６を選択して，まちづくりの

プランを具体的に提案しているものが8.1％であった。準正答としては，一部，

提案の内容に具体性が乏しかったり，提案が選択された資料に対する意見や感

想にとどまっていたりしているが，問題点を｢少子高齢化」ととらえ，資料７を

選択して，まちづくりのプランを具体的に提案しているものが15.9％，問題点

を｢少子高齢化」ととらえ，資料５～資料７の中から選択し，まちづくりプラン

を提案しているものが47.7％であった。

以上の結果から，約80％の生徒は資料を読み取ってまちが抱える課題をとら

え，その解決のためのまちづくりのプランについて，何らかの記述をしている

ことが分かる。しかし，まちづくりのプランを，選択した資料に即して具体的

に提案する力は，必ずしも十分とはいえない状況がうかがわれる。
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【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

問題番号 解答類型 反応率（％）

(3) 問題点を「少子高齢化が進んでいる」又は「15歳未満の年少人 ◎1 10.4

口割合が減少している」と的確にとらえ，

資料５を選択して，まちづくりのプランを，

・「保育園や幼稚園をたくさんつくるなど，共働きの家庭の子供

を預かる場を増やし，安心して子育てができるまちづくり」「子

どもの医療費を無料にするなど，子育て支援を充実させて，安

心して子育てができるまちづくり」など，具体的に提案してい

るもの

問題点を「少子高齢化が進んでいる」又は「65歳以上の老年人 ◎2 8.1

口割合が増加している」と的確にとらえ，

資料６を選択して，まちづくりのプランを，

・「デイサービスの一日無料体験など，介護サービスを充実させ

たまちづくり」，「高齢者の医療費を無料にするなど，経済的に

支援して高齢者が安心して生活できるようなまちづくり」など，

具体的に提案しているもの

問題点を「少子高齢化が進んでいる」又は「65歳以上の老年人 ○3 15.9

口割合が増加している」と的確にとらえ，

資料７を選択して，まちづくりのプランを，

・「学校の授業でも農業体験を取り入れて農家になりたい人を増

やす」，「小学生だけでなく若者向けの農業体験講座を開いて後

継者づくりをする」など，具体的に提案しているもの

一部，提案の内容に具体性が乏しかったり，提案が選択された ○4 47.7

資料に対する意見や感想にとどまっていたりしているが，問題

点を｢少子高齢化」ととらえ，資料７を選択して，まちづくりの

プランを具体的に提案しているものが15.9％，問題点を｢少子高

齢化」ととらえ，資料５～資料７の中から選択し，まちづくり

プランを提案しているもの

問題点を「少子高齢化が進んでいる」又は「15歳未満の年少人 5 5.1

口割合が減少している」や，「65歳以上の老年人口割合が増加し

ている」と的確にとらえているが，それぞれの資料に対応した

まちづくりプランの提案が不適切なもの

問題点を的確にとらえていないもの 6 2.3

上記以外の解答 9 6.2

無解答 0 4.5

(ｳ) 質問紙調査の結果（生徒質問紙 設問３(16)，学校質問紙 設問３(9)）

「身近な地域の特色や抱えている課題を調べることを通して，将来のまちづ

くりについて考える学習をしたか」（生徒質問紙３(16)，学校質問紙３(9)）に

ついて，「した」と回答した生徒は18.7％，「よくしている」と回答した学校は

5.0％に対して，「しなかった」と回答した生徒は34.1％，「まったくしていない」

と回答した学校は11.9％であった。また，「覚えていない」と回答した生徒が
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46.1％と約半数を占めている。

さらに，「写真や地形図をみて，調べたい事項や疑問を見つける身近な地域の

学習は好きか」（生徒質問紙３(2)）について，「好きではない」，「どちらかとい

うと好きではない」と否定的な回答をした生徒が51.0％であり，「好き」，「どち

らかというと好き」と肯定的な回答をした生徒の45.3％を上回っている。

以上のことから，身近な地域の調査に対する意欲や，地域の課題解決に主体

的にかかわる態度をはぐくむ学習は，十分に行われていない状況がうかがわれ

る。

18.7 34.1 46.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(16) あなたがおこなった「身近な地域

の調査」では，身近な地域の特色や

抱えている課題を調べることを通して，

将来のまちづくりについて考える

学習をしましたか。

した しなかった おぼえて

いない

その他 無回答

生徒質問紙

5.0
34.7 46.5 11.9

0% 20% 40% 60% 8 0% 100%

(9) 「身近な地域の調査」の学習の

際に，身近な地域の特色や抱えて

いる課題を調べる学習を通して，

将来のまちづくりについて生徒に考え

させるような指導をしていますか。

よくしている ある程度

している

あまり

していない

まったく

していない

その他 無回答

学校質問紙

12.0 33.3 32.6 18.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(２)写真や地形図をみて，調べたい

事項や疑問を見つける身近な

地域の学習は好きですか。

生徒質問紙

好き どちらかと

いえば好き

どちらかといえば

好きではない

好きではない

分からない その他 無回答
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② 世界の国の調査（ブラジル）

ア 出題のねらい

問題２は，ブラジルを対象地域に設定して，国家規模の地域的特色を明らかにし

て課題を追究する問題である。写真などの資料から課題を見いだし，グラフを作成

したり，様々な資料から適切な資料を選択したり，論理的に思考し表現する力を把

握することを目指した。

ブラジルの位置

イ 問題の構成，内容

問題番号 出題のねらい

(1) 複数の写真資料を総合的に読み取り，課題を設定することができる。

(2) 気温のデータから適切な折れ線グラフを作成することができる。

(3) 下線 複数の資料を関連付けて，様々な情報を適切に選別することができる。

資料 調査の目的にあった資料を適切に収集することができる。

(4) 様々な写真や資料から地域的特色を読み取り，短い文で適切にまとめるこ

とができる。また，その理由を適切に論述できる。

ウ 個々の問題の内容と結果

ａ 複数の資料から調査課題を見いだす力

(ｱ) 出題のねらい
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本問では，複数の写真資料を総合的に読み取って，適切な課題を設定する力

が，どの程度身に付いているかを把握する。

写真４ ブラジル・サンパウロの様子

(ｲ) 通過率

本問の調査結果では，通過率は90.4％であった。そのうち，複数の写真をみ

て適切に課題をあげている（日本文化として総合化し疑問を書いている）生徒

が83.4％，一枚の写真のみをみて適切な課題をあげている（鳥居がブラジルに

あるのはなぜかなどの疑問を書いている）生徒が7.0％であった。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

問題番号 解答類型 反応率（％）

(1) 複数の写真を全体的にみて，的確な課題をあげているもの ◎1 83.4

一枚の写真のみをみて，的確な課題をあげているもの ○2 7.0

写真をみて，一般的な課題を指摘しているもの 3 2.5

写真とはかかわりのないブラジルについての課題をあげている 4 0.3

もの

上記以外の解答 9 0.9

無解答 0 5.9
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(ｳ) 質問紙調査の結果(学校質問紙 設問３(3)，(5))

「写真や地形図から地理的事象を見いださせる指導をしているか」（学校質問

紙３(3))について，「よくしている」，「ある程度している」と約65％以上の学校

が回答している。また，「地図や景観写真，統計などの読み取りをさせる指導を

しているか」（学校質問紙３(5)）について，「よくしている」，「ある程度してい

る」と約84％の学校が回答している。これらの回答があった学校の生徒は，そ

れぞれ約90％の通過率であった。このことから，一つ又は複数の資料から，課

題を見いだすという問題解決的な学習の導入としての取組は，各学校で実施さ

れ，効果が上がっていると考えられる。

通過率が90.4％という高い数値を示したことについて，調査Ⅰにおける「世

界の主な国の名称と位置」を問う問題との関係をみると，ブラジルは，調査票

Ａ及びＢでいずれも80％近くの通過率を示しており，生徒にとって認知度が高

い国であることも一因となっていることが推察される。

ｂ 地理情報の基本的なグラフ作成能力

(ｱ) 出題のねらい

本問では，気候に関する資料から，気温の折れ線グラフを作成する地理的技

能が，どの程度身に付いているかを把握する。

20.8

12.9

63.4

52.5

12.9

31.7

0% 50% 100%

(5)地理の調べ学習の際に，

地図や景観写真，統計などの

読み取りをさせる指導をして

いますか。

(3)地理の調べ学習の際に，

写真や地形図から地理的

事象を見いださせる指導を
していますか。

学校質問紙

よくしている ある程度

している

あまり

していない

まったく

していない

その他 無回答
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資料８ 東京とサンパウロの月別平均気温と月別降水量

(ｲ) 通過率

本問の通過率は88.3％であった。そのうち，正答の適切な折れ線グラフを作

成した生徒が66.9％，準正答の折れ線グラフを棒グラフにした生徒が18.8％，

折れ線グラフを選択したものの，折れ線の点のみを記入した生徒が2.6％であっ

た。作業はしているが，数値の読みまちがいなど明らかにグラフの作成段階で

間違えた生徒は4.8％であった。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

問題番号 解答類型 反応率（％）

(2) 各月の気温に相当する適切な点を直線で結び，【別掲２】のよう ◎1 66.9

に的確なグラフを作成しているもの

各月の気温に相当する適切な高さの棒グラフを作成しているも ○2 18.8

の

各月の気温に相当する適切な点のみを記入しているもの ○3 2.6

折れ線グラフを作成していて，各月の気温を示す点の位置が明 4 3.9

らかに誤っているもの

棒グラフを作成していて，各月の気温を示す棒の高さが明らか 5 0.9

に誤っているもの

上記以外の解答 9 0.6

無解答 0 6.2
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(ｳ) 質問紙調査の結果(生徒質問紙 設問３(7)，学校質問紙 設問３(6))

「統計をもとにしてグラフや図表を作る学習をしましたか」（生徒質問紙３

(7)）について，「よくした」，「ある程度した」と回答した生徒が56.1％であっ

た。回答状況と通過率との関係をみると，肯定的な回答をした生徒の通過率が

高い傾向がみられた。

「データをもとにして図・グラフや表を作成させる指導をしているか」（学校

質問紙３(6)）について，「よくしている」，「ある程度している」と回答した割

合は58.5％であった。回答状況と通過率との関係をみると，肯定的な回答をし

た学校において指導を受けた生徒の通過率が高い傾向がみられた。

ｃ 課題解決のための資料の収集・選択力

(ｱ) 出題のねらい

本問は，複数の資料を関連付けて様々な情報を適切に選別することと，調査

の目的に合った資料を適切に収集する力が，どの程度身に付いているかを把握

するために出題した。

14.9 41.2 20.7 8.3
14.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(7) 統計をもとにして

グラフや図表を作る

学習をしましたか。

よくした ある程度した あまり

しなかった

まったく

しなかった
おぼえて

いない

その他 無回答

生徒質問紙

91.4 91.6 90.0
78.7

0
20
40
60
80

100

調査Ⅱ

生徒質問紙

よくした ある程度した

あまりしなかった まったくしなかった

13.9 44.6 37.6 3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(6) 地理の調べ学習の

際に，データをもとにして

図・グラフや表を作成

させる指導をして

いますか。

よくしている ある程度

している

あまり

していない

まったく

していない

その他 無回答

学校質問紙

91.5 88.2 88.1 88.5

0
20
40
60
80

100

調査Ⅱ

学校質問紙

よくしている ある程度している

あまりしていない まったくしていない
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資料９ 太郎さんと花子さんが集めた資料（略）

Ａ 日本に住むブラジル人登録者数の推移

Ｂ 日本の成田国際空港からおおよその所要時間

Ｃ 半球図

Ｄ 世界の主な国の面積と順位（2001年）
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(ｲ) 通過率

本問の資料の『日本とブラジルの時差は，ブラジルの大都市サンパウロやリ

オデジャネイロだと12時間もあります｡』に下線を引く問題の通過率は，71.2％

であった。

誤答では，「『また，ブラジルの面積は，日本の20倍以上もあります。世界で

５番目に面積の大きな国で，南アメリカ大陸では最大です。』だけに下線を引い

たもの」が5.6％だったほか，無解答の割合も14.2％と高く，日本との面積の比

較や世界から見た面積の比較についての資料を理解しにくい傾向がみられた。

必要な情報に関する資料を選択して提示する問題の通過率は，59.5％であっ

た。正答の「日本とブラジルの時差が直接表されている『等時帯(時刻帯)』な

どの地図・表や，時差を読み取る手がかりとなる経度（経線）が表されている

地図・表をあげているもの」が57.0％であった。無解答の割合は17.5％であり，

前問と同様に無解答の割合が高くなっている。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

問題番号 解答類型 反応率（％）

(3) 「日本とブラジルの時差は，ブラジルの大都市サンパウロやリ ◎1 65.8

下線 オデジャネイロだと12時間もあります」だけに下線を引いたも

の

「日本とブラジルの時差は，ブラジルの大都市サンパウロやリ ○2 5.4

オデジャネイロだと12時間もあります」に加えて，他の文にも

下線を引いたもの

「日本からブラジルまでは，飛行機を使っても20時間以上もか 3 1.4

かります」だけに下線を引いたもの

「でも，日本にも多くのブラジル人が住んでいます」だけに下 4 3.2

線を引いたもの

「また，ブラジルの面積は，日本の20倍以上もあります。世界 5 5.6

で５番目に面積の大きな国で，南アメリカ大陸では最大です」

だけに下線を引いたもの

「日本と違って，国土のほとんどが南半球に位置しています」 6 2.4

だけに下線を引いたもの

「日本とブラジルの時差は，ブラジルの大都市サンパウロやリ 7 1.6

オデジャネイロだと12時間もあります」を除く，複数の文に下

線を引いたもの

上記以外の解答 9 0.4

無解答 0 14.2

(3) 日本とブラジル（サンパウロやリオデジャネイロ）の時差が直 ◎1 57.0

資料 接表されている「等時帯（時刻帯）」などの地図・表や，時差を

読み取る手がかりとなる経度（経線）が表されている地図・表

をあげているもの

日本とブラジル（サンパウロやリオデジャネイロ）の時差が直 ○2 2.6

接表されている「等時帯（時刻帯）」などの地図・表や，時差を

読み取る手がかりとなる経度（経線）が表されている地図・表

に加えて，時差とかかわりのない資料をあげているもの

上記以外の解答 9 23.0

無解答 0 17.5
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(ｳ) 質問紙調査の結果（生徒質問紙 設問３(3)）

「調べる目的に合った資料を自分で集めたり，選んだりする学習をしたか」

（生徒質問紙３(3)）について，「よくした」，「ある程度した」と肯定的な回答

をした生徒は47.4％であった。一方，「あまりしなかった」，「まったくしなかっ

た」と否定的な回答をした生徒は39.5％であった。また，資料に下線を引く問

題，資料を選択し提示する問題において，「よくした」と回答した生徒の通過率

は，「まったくしなかった」と回答した生徒の通過率より高い傾向がみられた。

ｄ 考察結果をもとにした論理的思考力並びに表現力

(ｱ) 出題のねらい

本問では，様々な写真や資料から国家規模の地域的特色を読み取り，短い文

で適切にまとめることとその理由について適切に論述する力が，どの程度身に

付いているかを把握する。

(ｲ) 通過率

本問の通過率は，65.9％であった。このうち，正答の「ブラジルの特色を示

す言葉を一つ以上用いてキャッチフレーズを作成し，その理由もキャッチフレ

ーズの趣旨に即して的確にあげているもの」は43.2％であった。誤答として，

ブラジルの特色を示す言葉を一つ以上用いてキャッチフレーズを作成し，その

理由もキャッチフレーズの趣旨に即して的確にあげているが，その理由が適切

でないもの（解答類型４～６）の割合は13.3％であった。また，「キャッチフレ

ーズ，理由ともに無解答」は18.5％であった。

13.6 33.8 24.5 15.0 13.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(3) 調べる目的に合った資料を自分で集め
たり，選んだりする学習をしましたか。

生徒質問紙

よくした ある程度

した

あまり

しなかった

まったく

しなかった

おぼえて

いない

その他 無回答

64.3 61.0 59.3 57.9

0
20
40
60
80

100

調査Ⅱ（資料を選択し提示する問題）

生徒質問紙

よくした ある程度

した

あまり

しなかった

まったく

しなかった

74.6 73.5 72.6
64.3

0

20

40

60

80

100

調査Ⅱ（資料に下線を引く問題）

生徒質問紙

よくした ある程度

した

あまり

しなかった

まったく

しなかった
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【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

問題番号 解答類型 反応率（％）

(4) 写真や統計などから読み取れる「日本文化」，「人種や民族（移 ◎1 43.2

民）」，「気温や降水量」，「面積」，「地下資源」，「コーヒー栽培」，

「南半球」，「位置」などのブラジルの特色を表す言葉を一つ以

上用いてキャッチフレーズを作成し，その理由もキャッチフレ

ーズの趣旨に即して的確にあげているているもの

<例>キャッチフレーズ：「日本に遠くて近い国」

理由：ブラジルは日本から飛行機で20時間以上もかかるが，移

民として渡った日系人も多く住んでいる

写真や統計などから読み取れる「日本文化」，「人種や民族（移 ○2 2.6

民）」，「気温や降水量」，「面積」，「地下資源」，「コーヒー栽培」，

「南半球」，「位置」などのブラジルの特色を表す言葉を一つ以

上用いて，キャッチフレーズを作成し，その理由もキャッチフ

レーズの趣旨に即して的確にあげているが，資料からは読み取

れない内容が含まれているものもの

写真や統計などから読み取れる「日本文化」，「人種や民族（移 ○3 20.1

民）」，「気温や降水量」，「面積」，「地下資源」，「コーヒー栽培」，

「南半球」，「位置」などのブラジルの特色を表す言葉を一つ以

上用いて，キャッチフレーズを考えた理由は的確にあげている

が，キャッチフレーズには特色を示す言葉がなく的確に特色が

つかめないもの

写真や統計などから読み取れる「日本文化」，「人種や民族（移 4 2.3

民）」，「気温や降水量」，「面積」，「地下資源」，「コーヒー栽培」，

「南半球」，「位置」などのブラジルの特色を表す言葉を一つ以

上用いて，キャッチフレーズを作成しているが，その理由がキ

ャッチフレーズの趣旨に即していないもの

写真や統計などから読み取れる「日本文化」，「人種や民族（移 5 5.8

民）」，「気温や降水量」，「面積」，「地下資源」，「コーヒー栽培」，

「南半球」，「位置」などのブラジルの特色を表す言葉を一つ以

上用いて，キャッチフレーズを作成し，その理由を説明しよう

としているが，資料を読み違えたり事実を誤解した表現をした

り具体性を欠いた内容であったりするなど，どちらからも的確

に特色がつかめないもの

写真や統計などから読み取れる「日本文化」，「人種や民族（移 6 0.7

民）」，「気温や降水量」，「面積」，「地下資源」，「コーヒー栽培」，

「南半球」，「位置」などのブラジルの特色を表す言葉を一つ以

上用いて，キャッチフレーズのみを解答し，その理由について

は無解答のもの

写真や統計などから読み取れないキャッチフレーズのみを解答 7 0.6

し，その理由については無解答のもの

上記以外の解答 9 6.2

無解答 0 18.5

(ｳ) 質問紙調査の結果（学校質問紙 設問３(7)）

「資料の内容をキャッチフレーズ化するなど，簡潔に表現させる指導をして

いるか」（学校質問紙３(7)）について，「よくしている」，「ある程度している」
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と肯定的な回答をした学校の割合が22.8％に対し，「あまりしていない」，「まっ

たくしていない」と否定的な回答をした学校の割合が76.2％であった。

3.0
19.8 56.4 19.8

0% 20% 4 0% 60% 80% 100%

(7)地理の調べ学習の際に，

資料の内容やキャッチフレーズ化
するなど，簡潔に表現させる

指導をしていますか。

よくしている ある程度

している

あまり

していない

まったく

していない

その他 無回答

学校質問紙
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３ 分析結果からみた主な課題と指導上の改善

(1) 地図を活用し，地域の特色と関連付けた国や都道府県の位置と名称の学習の工夫

調査Ⅰにおける世界の主な国や日本の都道府県の名称と位置に関する調査結果で

は，日本と関係の深い国や面積の大きい国，都道府県では北海道などのように，学習

の機会が多く，特徴的な国・都道府県の通過率が高かった。学習の機会が多い特徴的

な国・都道府県の指導は今後とも継続しながら，一部の国々や一部の都道府県などに

偏ることのないように指導することが重要である。

また，主な国の名称と位置は，各州の範囲内だけでなく，世界地図上や地球儀上で

も確認するなど，世界的な視野で指導することが必要である。都道府県についても，

北から順番に確認するだけでなく，異なる順番でも確認するようにし，西日本や内陸

の府県についても指導の機会を充実させることが求められる。調査結果と生徒質問紙

との関連からは，名称と位置を国・都道府県の特色と併せて学習した経験のある生徒

の通過率が高い傾向にあることがうかがわれた。国・都道府県の名称や位置を確実に

定着させるには，その形や大きさ，特産物などの特色と関連付けて指導を工夫するこ

とが有効な手だてとして考えられる。

(2) 地域事例に即して地理用語の意味内容を理解させる指導の工夫

調査Ⅰにおける世界と日本の地域構成と基本的な地理用語に関する調査結果では，

類似する用語との混同や，用語の意味内容の理解が不十分である傾向がみられた。経

線と緯線，日付変更線，日本標準時子午線などについて，単に名称を確認させるだけ

でなく，その意味についても地球儀や世界地図などを活用する学習の機会を増やすこ

とによって確認することが重要である。

基本的な地理用語についても，用語の名称や意味を確認させるだけでなく，例えば，

地域事例に即した作業的な学習などを取り入れ，用語の内容理解を深めることが指導

の工夫として考えられる。

(3) 実生活や地域の課題と関連付けた身近な地域の調査の工夫

調査Ⅱにおける島根県斐川町を対象とした，身近な地域の調査に関する問題の調査

結果では，地形図や景観写真から地域的特色に関する課題を見いだすことは，通過率

が高かった。表を読み取り円グラフを作成する技能については，おおむね身に付いて

いると考えられるが，分布図を作成する技能については必ずしも十分とはいえない状

況がみられた。また，資料から地域の課題をとらえることはできるが，よりよいまち

づくりのプランを論理的に思考し，具体的に提案する力については十分とはいえない

状況がみられた。

今後は，野外調査を積極的に実施することによって，地形図及び地図記号との関係

を確認するとともに，調査を基に収集した情報の地図化を行ったり分布図を作成した

りする作業的な学習の充実が望まれる。また，地域に対する関心を深めさせ，その発

展に努力しようとする態度を養う観点から，実社会・実生活での出来事や地域の課題

を環境条件や人間の営みなどと関連付けて考察させる指導を工夫することが求められ

る。
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(4) 資料活用や言語活動を充実させた調べ学習の工夫

調査Ⅱにおけるブラジルを対象とした，国家規模の地域の調査に関する問題の調査

結果では，複数の写真から地域的特色に関する課題を見いだすことは，通過率が高か

った。また，表を読み取り大まかな折れ線グラフを作成する技能はおおむね身に付い

ている状況がみられた。その一方，様々な資料から目的に合った資料を収集したり，

地域的特色を自分の言葉で簡潔に表現し，その根拠を説明したりする力を問う問題の

通過率は，他の問題と比べて低い傾向がみられた。

今後は，調査対象とする国の地域的特色について，日本との共通性や異質性に着目

させ，多面的な課題意識をもたせることが重要である。また，地理情報の分析・処理

にかかわる能力をはぐくむために，様々な資料を読み取り，有用な情報を適切に選択

して活用する学習をより一層充実させることが必要である。調査結果に基づいて地域

的特色をまとめる際には，報告書やポスターに地図や図表で表現する学習活動ととも

に，簡潔な言葉で的確に表現する学習活動を工夫することなども考えられる。
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中学校（歴史的分野）

１ 社会科における基礎・基本となる知識や概念に関する調査（調査Ⅰ）

(1) 調査Ⅰの出題のねらい

中学校社会の歴史的分野では，基礎・基本となる知識や概念について，調査票Ａ・

Ｂ各52問を出題し，合計54の人物や歴史的事象の理解・定着状況を把握することを目

指した。問題の構成としては，①歴史上の人物に関する内容（調査票Ａ・Ｂ各７問）

と②歴史的事象に関する内容（調査票Ａ・Ｂ各45問）について出題した。問題の形式

としては，「説明文から用語を選択する問題」及び「用語から説明文を選択する問題」

の２種類を用いた。

(2) 調査結果

① 出題形式による通過率の比較

「説明文から用語を選択する問題」の通過率の平均は75.2％，「用語から説明文

を選択する問題」は70.9％であった。「説明文から用語を選択する問題」と「用語

から説明文を選択する問題」が対になっている問題50組のうち38組で，「説明文か

ら用語を選択する問題」より「用語から説明文を選択する問題」の通過率が低い傾

向がみられた。基礎・基本となる知識や概念と考えられる歴史的事象について，説

明文から用語を選択することは比較的よくできていると考えられるが，歴史的事象

の内容について説明文を選択することについては，課題がみられた。

② 大項目別・分野別にみた調査結果

次の表は，調査Ⅰの問題数と通過率の平均を，現行の中学校学習指導要領（平成

10年告示）の大項目別に示したものである。大項目別の調査結果については，項目

ごとの問題数が大きく異なるために，単純に比較できないが，「(2)古代までの日

本」が「説明文から用語を選択する問題」「用語から説明文を選択する問題」とも

に通過率が最も高かった（80.8％，75.6％）。一方，「(1)歴史の流れと地域の歴史」

は，「説明文から用語を選択する問題」「用語から説明文を選択する問題」の通過

率がともに最も低く（65.9％，58.6％），時代を世紀で表す問題や，中世などの時

代区分に関する問題に課題がみられた。

説明文から用語を 用語から説明文を

大項目 問題数 選択する問題（％） 選択する問題（％）

(1)歴史の流れと地域の歴史 4 65.9 58.6

(2)古代までの日本 20 80.8 75.6

(3)中世の日本 19 76.5 67.7

(4)近世の日本 20 69.0 70.2

(5)近現代の日本と世界 41 75.8 71.7
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分野別の調査結果については，分野ごとの問題数が大きく異なるために，単純

に比較できないが，経済分野が「説明文から用語を選択する問題」「用語から説

明文を選択する問題」ともに最も高く，「説明文から用語を選択する問題」82.5

％，「用語から説明文を選択する問題」79.9％であった。「説明文から用語を選

択する問題」「用語から説明文を選択する問題」がともに最も低かったのは社会

分野であり，「説明文から用語を選択する問題」64.7％，「用語から説明文を選

択する問題」58.6％であった。

説明文から用語を 用語から説明文を

分野 問題数 選択する問題（％） 選択する問題（％）

政治 39 77.2 71.0

経済 8 82.5 79.9

社会 6 64.7 58.6

文化 20 76.6 76.2

対外関係 27 72.8 69.0

③ 歴史上の人物に関する内容

ア 出題のねらい

本問では，国家・社会及び文化の発展や人々の生活の向上に尽くした歴史上の

人物について，基礎・基本となる知識がどの程度定着しているかを把握するため

に，７名の人物に関する問題（「業績から人物を選択する問題」及び「人物から

業績を選択する問題」）を出題した。

中学校社会の歴史的分野では，小学校社会の調査結果との関連をみるため，小

学校学習指導要領で示されている歴史上の人物42名から７名を選び，出題した。

問題文や選択肢で用いた「人物の業績」を説明する文章も，小学校調査とほぼ同

じ内容で出題しているが，小学校調査問題で使用した人物の氏名と肖像画のシー

ルは使用しなかった。中学校の調査Ⅰの他の問題と同様に正しい人物又は説明文

を選択させる出題形式を用い，６つの選択肢のうち，正答以外の５つの選択肢に

残りの35名を用いた。

イ 調査結果

調査結果をみると，「業績から人物を選択する問題」の通過率の平均が，79.8

％，「人物から業績を選択する問題」の通過率の平均が75.5％であった。７問の

うち通過率が高い問題は「聖徳太子」や「福沢諭吉」で，約90％であった。一方，

通過率が低い問題は「歌川広重」や「伊藤博文」で，60％前後であった。

小学校の調査結果と比較してみると，出題形式が異なるため単純な比較はでき

ないが，「伊藤博文」の通過率は「業績から人物を選択する問題」「人物から業

績を選択する問題」ともに小学校の通過率を上回っており，「歌川広重」の通過

率はともに下回った。
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業績から人物を選択する問題 人物から業績を選択する問題

通過率 小学校の関連問題 中学校と小学校との 通過率 小学校の関連問題 中学校と小学校との

（％） の通過率（％） 通過率の差 （％） の通過率（％） 通過率の差

聖徳太子 92.4 86.2 6.3 88.7 86.9 1.9

聖武天皇 82.8 72.1 10.7 80.7 73.9 6.8

足利義満 83.4 84.3 -0.8 69.0 89.2 -20.2

徳川家康 84.1 79.4 4.7 78.5 73.6 4.9

歌川広重 60.6 72.8 -12.2 58.3 76.0 -17.7

福沢諭吉 90.1 88.8 1.2 92.3 83.1 9.3

伊藤博文 65.6 40.1 25.5 61.1 37.7 23.5

④ 各時代の歴史的事象に関する内容

ア 出題のねらい

本問では，基礎・基本となる知識や概念がどの程度定着しているかを把握する

ために，歴史上の人物を除いた各時代の歴史的事象について，「説明文から用語

を選択する問題」と「用語から説明文を選択する問題」（調査票Ａ・Ｂ各45問）

を出題した。

イ 調査結果

(ｱ) 「説明文から用語を選択する問題」及び「用語から説明文を選択する問題」

の通過率がともに80％以上のもの

「説明文から用語を選択する問題」と「用語から説明文を選択する問題」の

両者において，通過率が80％以上であった歴史的事象は13問であった（「説明

文から用語を選択する問題」，「用語から説明文を選択する問題」のみの出題

であった「鎌倉幕府」「太平洋戦争」を含める）。

通過率が比較的高かった理由は，以下のように分類してとらえることができ

る。

○ 時代の転換にかかわる歴史的事象

「鎌倉幕府」「太平洋戦争」など

○ 用語から内容が推察されやすいもの

「刀狩」「廃藩置県」「富国強兵」「世界恐慌」「冷たい戦争（冷戦）」

など

○ 歴史的事象が視覚的にとらえやすいもの

「甲骨文字」「古墳」「東大寺南大門の金剛力士像」など

説明文から用語を 用語から説明文を

用語 選択する問題（％） 選択する問題（％）

古墳 95.7 94.6

冷たい戦争(冷戦) 92.9 82.8

刀狩 92.6 92.5

世界恐慌 91.2 87.0
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東大寺南大門の金剛力士像 90.7 81.9

富国強兵 89.6 80.2

鎌倉幕府 89.4 －

廃藩置県 89.2 85.1

大化の改新 85.9 81.5

産業革命 85.5 81.8

日清戦争 85.0 86.1

太平洋戦争 － 82.8

甲骨文字 81.8 85.3

(ｲ) 通過率が60％以下のもの

「説明文から用語を選択する問題」又は「用語から説明文を選択する問題」

のいずれかの通過率が60％以下の歴史的事象について，その通過率と，誤答の

中で多かったもの（最も高い反応率を示したもの）は次のとおりである。

説明文から用語を選択する問題 用語から説明文を選択する問題

通過率 誤答の中で最も高い反応 通過率 誤答の中で最も高い反応率

（％） 率を示したもの（％） （％） を示したもの（％）

応仁の乱 57.0 関ヶ原の戦い （23.0） 47.7 承久の乱 （30.2）

五・四運動 49.6 三・一独立運動（27.0） 48.6 三・一独立運動 （25.5）

国学 49.7 蘭学 （30.1） 75.7 蘭学 （14.0）

朝鮮戦争 57.7 中東戦争 （20.5） 49.9 日中戦争 （32.0）

五箇条の御誓文 50.2 大日本帝国憲法（30.0） － －

戦国大名 57.6 守護 （16.9） 51.8 外様大名 （22.1）

世紀（４世紀） 52.6 ３世紀 （38.4） 60.3 450年は４世紀 （31.0）

サンフランシスコ平和条約 54.8 日米安全保障条約 （32.0） 53.6 日米安全保障条約 （33.8）

大和朝廷 78.1 邪馬台国 （10.2） 54.9 邪馬台国 （27.6）

武家諸法度 71.9 御成敗式目 （22.2） 55.3 御成敗式目 （37.0）

金印(漢倭奴国王) 78.8 銅鏡 （12.2） 55.8 金印（親魏倭王）（32.9）

平家物語 69.0 源氏物語 （13.6） 56.3 源氏物語 （24.0）

中世 79.1 近世 （16.9） 56.9 近世 （23.3）

惣（惣村） 60.8 五人組 （17.1） 57.9 五人組 （19.0）

大正デモクラシー 73.3 世直し （12.1） 59.0 世直し （29.2）

自由民権運動 － － 59.0 普通選挙運動 （21.5)

町人 60.1 本百姓 （30.5） 59.1 本百姓 （22.2)

国際連合 59.1 国際連盟 （35.5） 62.6 国際連盟 （23.4）

平城京 76.0 平安京 （22.2） 59.8 平安京 （36.1）

※表中の「五箇条の御誓文」は「説明文から用語を選択する問題」のみ，

「自由民権運動」は「用語から説明文を選択する問題」のみ出題した。

上の表から，誤答との関連において次の傾向をとらえることができる。

○ 主に語意や概念が似ている誤答と混同したと考えられるもの

正答「国際連合」に対する誤答「国際連盟」など
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○ 主に時期が接近している歴史的事象同士で，歴史の流れや内容の理解が

不十分であるために混同したと考えられるもの

正答「サンフランシスコ平和条約」に対する誤答「日米安全保障条約」

など

○ 主に学習過程でより強い印象をもった歴史的事象に引きつけられたと考

えられるもの

正答「大和朝廷」に対する誤答「邪馬台国」など

○ 主に覚え間違いや曖昧なままの理解を続けていると考えられるもの

正答「西暦350年は４世紀である」に対する誤答「西暦450年は４世紀で

ある」など

なお，誤答の反応率が通過率を上回る歴史的事象はなかった。

(3) 質問紙調査の結果

① 歴史学習に対する意識（生徒質問紙 設問１(1)～(6)，設問２(1)～(3)）

「歴史の勉強は，好きですか」「歴史の勉強は大切だと思いますか」に対して，

肯定的な回答(「そう思う」「どちらかといえばそう思う」）をした生徒の割合は，

55％以上であったが，社会科全体の学習に対する質問に比べると低い傾向がみられ

た。

生徒の回答状況に対するペーパーテストの結果をみると，肯定的な回答をした生

徒の得点が高い傾向がみられた。

32.6

32.6

15.3

23.6

44.2

36.9

24.9

33.7

27.4

34.0

38.3

36.8

17.7

15.6

27.5

21.6

7.6

12.7

21.8

12.5

21.1

16.2

5.5

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(4)歴史の勉強は，好きですか。

(5)歴史の勉強は，大切だと思いますか。

(6)歴史の勉強は，ふだんの生活や社会に出

て役立つと思いますか。

(1)社会科の勉強は，好きですか。

(2)社会科の勉強は，大切だと思いますか。

(3)社会科の勉強は，ふだんの生活や社会に

出て役立つと思いますか。

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない 分からない その他

無回答

生徒質問紙
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「歴史の学習は，覚えることが多い，と思いますか」に対して「そう思う」又は

「どちらかといえばそう思う」と回答した生徒の割合は94.6％であった。

「歴史の学習で，一つずつの内容を覚えることは大切だ，と思いますか」，「暗

記したことよりも，自分で調べたり深く考えたりして身に付けたことの方が役立つ，

と思いますか」に対して，「そう思う」又は「どちらかと言えばそう思う」と回答

した生徒の割合は70％以上であった。

生徒の回答状況に対するペーパーテストの結果をみると，「歴史の学習で，一つ

ずつの内容を覚えることは大切だ，と思いますか」に対して肯定的な回答をした生

徒の得点が高い傾向がみられた。

54.4 51.1 47.4 44.8

0

20
40

60
80

調査Ⅰ
そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない
そう思わない

(4) 歴史の勉強は，好きですか。

得点との関係

52.1 50.5 48.8 46.4

0

20
40

60
80

調査Ⅰ
そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない
そう思わない

(5) 歴史の勉強は，大切だと思いますか。

得点との関係

81.9

41.4

42.3

12.7

36.8

30.0

10.9

10.5

6.0

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1) 歴史の学習は，覚えることが多い，
と思いますか。

(2) 歴史の学習で，一つずつの内容を覚える
ことは大切だ，と思いますか。

(3) 歴史の学習では，「暗記したこと」よりも，

自分で調べたり深く考えたりして「身に付けた
こと」の方が役立つ，と思いますか。

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

分からない その他
無回答

生徒質問紙

51.2 50.0 48.8 47.1

0
20
40
60
80

調査Ⅰ
そう思う どちらかといえば

そう思う
どちらかといえば

そう思わない

そう思わない

(2) 歴史の学習で，一つずつの内容を覚えること

は大切だ，と思いますか。

得点との関係
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② 歴史学習に対する取組（生徒質問紙 設問２(4)～(6)）

「歴史の授業で，新しく出てきた用語の意味を調べたりするために，資料集や参

考書を利用しましたか」「普段，テレビや本などで歴史に関係するものを見たり読

んだりしていますか」に対して肯定的な回答（「よく利用した」「ある程度利用し

た」）をした生徒の割合は，50％前後であった。

生徒の回答状況に対するペーパーテストの結果をみると，肯定的な回答をした生

徒の得点が高い傾向がみられた。

③ 興味がもてた時代・分野（生徒質問紙 設問２(7),(8)）

歴史の授業で，興味がもてた時代や分野については，「明治・大正・昭和などの

近現代」や「対外関係」を選択した生徒の割合が最も多かった。

17.3

17.2

37.4

30.6

28.3

37.1

16.7

15.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(4) 歴史の授業で，新しく出てきた用語

の意味を調べたりするために，資料集

や参考書を利用しましたか。

(6) あなたは普段，テレビや本などで歴
史に関係するものを見たり読んだりして

いますか。

よく利用した ある程度

利用した

あまり利用

しなかった

利用

しなかった

その他 無回答

生徒質問紙

36.2 21.8 20.6 21.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(5) 学校や学習塾以外で，歴史に関係

することを一週間にどれくらい学習
しましたか。

0分～10分間 10分～30分間 30分～1時間

1時間以上 その他 無回答

生徒質問紙

52.3 50.9 49.9 45.9

0

20

40

60

80

調査Ⅰ

よくしている ある程度

している

あまり

していない

まったく

していない

(6) あなたは普段，テレビや本などで歴史に関係

するものを見たり読んだりしていますか。

得点との関係

52.6 51.4 48.9 46.3

0

20

40

60

80

調査Ⅰ
よく利用した ある程度

利用した

あまり利用

しなかった

利用

しなかった

(4) 歴史の授業で，新しく出てきた用語の意味を調べた
りするために，資料集や参考書を利用しましたか。

得点との関係
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④ 年表の利用や地図帳などの活用（生徒質問紙 設問３(1)～(4)）

「歴史の授業で，教科書などに出ている年表を利用しましたか」に対して肯定的

な回答をした割合は68.2％であったが，「歴史の授業で，学習した内容を年表形式

にまとめる学習をしましたか」に対して肯定的な回答をした生徒の割合は36.2％で

あった。

生徒の回答状況に対するペーパーテストの結果をみると，「歴史の授業で，教科

書などに出ている年表を利用しましたか」「歴史の授業で，学習した内容を関係図

にまとめる学習をしましたか」に対して肯定的な回答をした生徒の得点が高い傾向

がみられた。

17.7 18.2 20.6 24.7 18.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(7) 歴史の授業で，一番

興味がもてたのは

どの時代ですか。

生徒質問紙

人類の誕生から奈良時代・

平安時代などの古代まで

鎌倉時代・室町時代などの中世

江戸時代などの近世 明治・大正・昭和などの

近現代

そう思う時代は特にない その他

無回答

16.3 12.77.3 16.8 22.1 24.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(8)歴史の授業で，一番

興味がもてたのは

どの分野ですか。

生徒質問紙

政治の分野 経済の分野

社会の分野 文化の分野

対外関係の分野 そう思う分野は特にない

その他 無回答

25.9

17.8

9.3

12.4

42.3

34.2

26.9

27.7

22.6

34.7

37.7

35.4

9.0

13.2

26.1

24.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1) 歴史の授業で，教科書などに

出ている年表を利用しましたか。

(2) 歴史の授業で，地図帳や歴史

地図を利用しましたか。

(3) 歴史の授業で，学習した内容を年表形

式にまとめる学習をしましたか。

(4) 歴史の授業で，学習した内容を関係図

にまとめる学習をしましたか。

生徒質問紙

よく利用した ある程度利用した あまり利用しなかった

利用しなかった その他 無回答
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⑤ 学習した知識や概念を定着させるための取組（学校質問紙 設問１(10)）

教師に対する学校質問紙では，「学習した知識や概念を定着させるために，どの

ような指導上の工夫を行っていますか」に対して「行っている」と回答した割合が

最も高いのは，「学んだ事柄をその後の授業のたびに取り上げる」（91.0％）や「授

業の始めなどに前の時間の復習を行う」（87.0％）であった。

52.0 50.8 49.9 48.3

0

20

40

60

80

調査Ⅰ

(4) 歴史の授業で，学習した内容を

関係図にまとめる学習をしましたか。

得点との関係

よく利用した ある程度利用した

ある程度利用した 利用しなかった

50.3 50.6 49.5 47.7

0

20

40

60

80

調査Ⅰ
よく利用した ある程度利用した
あまり利用しなかった 利用しなかった

(1)歴史の授業で，教科書などに出てくる
年表を利用しましたか。

得点との関係

56.0

67.0

46.0

87.0

91.0

69.0

34.0

30.0

43.0

29.0

52.0

11.0

8.0

28.0

62.0

65.0

0 % 20% 40% 60% 8 0% 100%

ア 宿題を出す

イ 小テストを行う

ウ 授業でドリル学習を行う

エ 授業の始めなどに前の時間の復習を
行う

オ 学んだ事柄をその後の授業でたびた

び取り上げる

カ 授業で課題を設けて調べたり考えたり
させる

キ 関連する伝記など書籍の読書をすす

める

ク 教室に地図や年表などを掲示する

行っている 行っていない その他 無回答

学校質問紙



- 116 -

⑥ 問題解決的な学習の取組との関係（生徒質問紙 設問３(7)，(8)）

調査Ⅰの問題(52問)を解答した生徒を通過問題数の多い順に整列し，人数比率に

よりおおむね25％刻みで４つの層に分けて，層別に関連する質問紙に対する肯定的

な回答の割合をみると，47点以上の者では，特に，歴史の授業で「資料などをみて

疑問点や調べたい課題を自分で見つける学習をしましたか」「必要な資料を自分で

集めたり選んだりする学習をしましたか」において，他の層より肯定的な回答の割

合が高い傾向がみられた。

8.5

9.1

24.1

28.4

38.5

39.1

28.7

23.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(8)歴史の授業で，必要な資料を自分で

集めたり選んだりする学習をしましたか。

(7) 歴史の授業で，資料などをみて疑問

点や調べたい課題を自分で見つける学
習をしましたか。

生徒質問紙

よくした ある程度した あまりしなかった しなかった その他 無回答

44.3
32.9 37.9

27.8
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3
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以
上

3

3

点
未
満

(7) 歴史の授業で，資料などをみて疑問点や調べたい課題を自分で見つける学習

をしましたか。

(8) 歴史の授業で，必要な資料を自分で集めたり選んだりする学習をしましたか。

通過問題数別にみた肯定的な回答（「よくした」＋「ある程度した」）の割合 調査票Ａ

44.3
32.9 35.9

27.6
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(7 ) 歴史の授業で，資料などをみて疑問点や調べたい課題を自分で見つける学
習をしましたか。

(8) 歴史の授業で，必要な資料を自分で集めたり選んだりする学習をしました
か。

通過問題数別にみた肯定的な回答（「よくした」＋「ある程度した」）の割合 調査票Ｂ
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２ 問題解決的な学習の実現状況に関する調査（調査Ⅱ）

(1) 調査Ⅱの出題のねらい

中学校社会の歴史的分野では，問題解決的な学習の実現状況を把握するため，写

真・図表・グラフ・年表・地図などの資料（資料集）を活用し，調べ，考え，判断

し，自分の考えを適切に表現する力をみる記述式の問題を出題した。

(2) 調査結果

① 弥生時代の矢じり

ア 出題のねらい

本問は，弥生時代の大きな石の矢じりの登場が，社会の発展にともなう集団間

の争いの開始と関係が深いことを追究する問題である。

資料１ 小さい矢じりと大きい矢じり 参考資料

イ 問題の構成，内容

出題のねらい問題番号

(1) 弥生時代に登場した大きな矢じりの使われ方を予想することができる。

(2) ① 年表やイラスト資料から，弥生時代の特色を読み取ることができる。

② 弥生時代に大きい矢じりが使われるようになった理由を，複数の資料から取

り出した情報から考察し表現することができる。

(3) 弥生時代の「首のない埋葬人骨」の写真資料をもとに，新たな課題を設定し

予想を立てることができる。
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ウ 個々の問題の内容と結果

ａ 課題に対する予想（仮説）を立てる力

(ｱ) 出題のねらい

写真資料「小さい矢じりと大きい矢じり」を見て 「弥生時代に登場した，

大きい矢じりは，どんな目的で使われたのだろうか」という疑問に対する自

分の予想（仮説）を設定する。

(ｲ) 通過率

疑問に対する自分の予想を述べる本問の通過率は96.5％であった。大きい

矢じりの使い方を「戦い」と関連付けて記述している正答が26.2％（解答類

型１）であったのに対して 「狩り」と関連付けて記述している準正答は，

52.1％（解答類型２）と最も高かった。無解答の割合は1.5％であった。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

問題番号 反応率（％）解答類型

26.2(1) 大きい矢じりの使い方を「戦い」と関連付けて記述して ◎1

いるもの

52.1大きい矢じりの使い方を主に「狩り」と関連付けて記述 ○2

しているもの

2.7大きい矢じりの使い方を 「槍」や「刀」などの手に持つ ○3，

武器と関連付けて記述しているもの

14.3大きい矢じりの使い方を，農具，工具，調理具と関連付 ○4

けて記述しているもの

1.2大きい矢じりの使い方を，機能面の向上と関連付けて記 ○5

述しているもの

2.1上記以外の解答 9

1.5無解答 0

ｂ 資料を読み取り時代の特色を見いだす力

(ｱ) 出題のねらい

年表「旧石器時代から弥生時代までの日本と世界の動き」と資料３のイラ

「 ， 」 ，スト資料 Ａ 縄文時代のむら Ｂ 弥生時代のむら の複数資料をもとに

弥生時代の特色を見いだし，疑問を解決するためにわかったことを自分の言

葉で適切に表現する力をみる。
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資料２ 旧石器時代から弥生時代までの日本と世界の動き

資料３ Ａ 縄文時代のむら Ｂ 弥生時代のむら

(ｲ) 通過率

， （ ，資料２又は資料３から読み取れる弥生時代の特色について ①稲作 農耕

畑作も可）が始まった，米などの蓄えが豊かとなった，②むらが大きくなっ

， ， ，た 各地に小さな国ができた ③戦いに備えてむらを防衛するようになった

④金属器の使用が始まった，⑤弥生土器が使われるようになった，⑥魏との

親交が行われるようになった，⑦王などの身分が生まれた，の七つの内容の

うち二つ以上を適切に記述している正答は51.7％（解答類型１）であった。

同様に，七つの内容のうち一つを適切に記述している準正答は，34.5％（解

答類型２）であった。無解答の割合は2.9％であった。
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【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

問題番号 反応率（％）解答類型

51.7(2) 資料2又は資料3から読み取れる弥生時代の特色について ◎1，

① 次の七つの内容のうち二つ以上を適切に記述しているも

の

１ 稲作（農耕，畑作も可）が始まった

米などの蓄えが豊かになった

２ むらが大きくなった

各地に小さな国ができた

３ 戦いに備えてむらを防衛するようになった

４ 金属器の使用が始まった

５ 弥生土器が使われるようになった

６ 魏との親交が行われるようになった

７ 王などの身分が生まれた

34.5資料2又は資料3から読み取れる弥生時代の特色について ○2，

上記の１～７のうちのいずれか一つを適切に記述してい

るもの

10.9上記以外の解答 9

2.9無解答 0

生徒質問紙では，この問題を解いていて「取り組みやすい」と感じたと回

答した生徒の割合は52.4％であったが（生徒質問紙３(16)イ ，通過率は）

86.2％であった。

ｃ 複数資料から情報を読み取り総合的に考察して結論を導く力

(ｱ) 出題のねらい

「 」 ，弥生時代になると大きい矢じりが使われるようになった理由 について

問題１(2)①で分かったことを踏まえ，さらに資料４～資料７の複数資料か

（ ） ， 。ら予想 仮説 を分析・考察し 適切に判断して自分の結論を導く力をみる

資料４ 13本の矢じりが刺さった人骨（略）

資料５ 殺傷された人の数 （略）

資料６ 石の矢じりと鉄の矢じり （略）

資料７ 中国の歴史書「魏志」倭人伝（略）
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(ｲ) 通過率

問題１(1)で「戦い」のことに言及した正答は26.2％だったが，本問では

資料４～７から分かることを踏まえて 「戦いの武器として大きい矢じりが，

使われた」など「戦い」のことに言及して正答した割合が71.3％（解答類型

１）に上昇している。適切な資料が示されることで，多くの生徒はそれらを

活用して推論し，自分の予想を修正して正しい結論に達することができてい

る。無解答の割合は5.4％であった。

誤答としては 「狩り」のみについて記述しているものが6.5％（解答類，

型２）みられた。また，上記以外の解答（解答類型９）の中には，一部の資

料の内容のみにとらわれてしまった結果，適切な結論を導き出せなかった誤

答もみられた。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答

問題番号 反応率（％）解答類型

資料4～資料7から分かることを踏まえて，適切に記 71.3(2) ◎1

述しているもの②

<例>・戦いの武器として大きい矢じりが使われた

「狩り」のみについて記述しているもの 6.52

16.8上記以外の解答 9

5.4無解答 0

ｄ 資料を基に新たな学習課題を自ら設定する力

(ｱ) 出題のねらい

弥生時代の特色について，問題１(1)，(2)を解きながら学習した内容を生

かして 「首のない埋葬人骨」の写真資料をもとに，新たな学習課題を適切，

に設定する力や，その疑問に対する予想（仮説）を，自分の言葉で表現する

力をみる。

資料８
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(ｲ) 通過率

問題１(1)，(2)の内容を踏まえて 「頭部 「葬り方」に関する疑問につ， 」

いては，合理的な内容の予想を記述している正答は70.6％（解答類型１）で

あった。以下，代表的な正答例を示す。

「なぜ頭がないのか」例１ 疑問

「戦いで首をとられたのではないか 「罪を犯して処刑された予想 」

のではないか」

「なぜカプセルのようなものの中に入っているのか」例２ 疑問

「身分の高い人だったのではないか 「このころの風習だった予想 」

のではないか」

誤答としては 「頭部 「葬り方」に関する疑問を書いているが，予想の， 」

内容が合理的でないものが9.7％（解答類型２）と最も高く，無解答の割合

は5.8％であった。

「なぜ頭がないのか」例 疑問

「大きな矢じりで殺されたから」予想

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答

問題番号 反応率（％）解答類型

(3) (1)，(2)の内容を踏まえて 「頭部 「葬り方」に関する ◎1 70.6， 」

疑問について記述し，合理的な予想を記述しているもの

疑問）なぜ頭がないのか<例>

予想）戦いで首をとられたのではないか

罪を犯して処刑された人ではないか

頭は別に葬られたのではないか など

頭部 葬り方 に関する疑問について記述しているが 2 9.7「 」「 」 ，

予想の内容が合理的でないもの

頭部 葬り方 に関する疑問について記述しているが 3 2.5「 」「 」 ，

予想を記述していないもの

上記以外の疑問（発展的な疑問，身体的特徴に関する疑 4 5.8

問など）について記述しているが，合理的な内容の予想

を記述しているもの

疑問）なぜ戦いはなくならないのか<例>

予想）領地や生活を守るため など

上記以外の解答 9 5.7

無解答 0 5.8

エ 質問紙調査の結果

ａ 歴史の学習で身に付けた調べ方や考え方の活用(生徒質問紙 設問３(12))

「弥生時代の大きな矢じりに関する問題を解くのに，あなたがこれまでに歴

史の学習で身に付けた調べ方や考え方が役立ちましたか」の質問に対して肯定

的な回答（ とても役立った」又は「ある程度役立った ）をした生徒の割合「 」

は49.4％であった。ペーパーテストとの関係をみると，肯定的な回答をした生

徒は，ペーパーテストの得点が高い傾向がみられた。
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ｂ 矢じりについての学習(生徒質問紙 設問３(15))

「 ， ，弥生時代になると 各地の集団どうしの戦いが行われるようになったため

それ以前よりも大きな矢じりが武器として使われるようになったことを，この

調査より前から知っていましたか」の質問に対して肯定的な回答（ よく知っ「

ていた」又は「ある程度知っていた ）をした生徒の割合は39.4％，否定的な」

回答（ あまり知らなかった」又は「全く知らなかった ）をした割合は53.8「 」

％であった。

ｃ 問題解決的な学習に対する意識（生徒質問紙 設問３(16)）

弥生時代の大きな矢じりに関する問題を解いていて 「取り組みやすい」と，

回答した割合は，アからキの中で 「弥生時代の集落の絵や多くの矢がささっ，

た人骨の写真からわかることを読み取るところ」が62.3％と最も高く 「複数，

の資料から課題の解決にふさわしい資料を見つけ出すところ」が41.7％と低か

った。

「この問題を解いていく活動全体について」取り組みやすいと回答した割合

は39.8％と，取り組みにくいと回答した割合57.5％を下回った。

なお，ペーパーテストとの関係をみると 「取り組みやすい」と回答した生，

徒は，ペーパーテストの通過率が高い傾向がみられた。

51.3 52.1 49.4 46.0

0

20

40

60

80

調査Ⅱ

得点との関係

とても役立った ある程度役立った

あまり役立たなかった 役立たなかった

10.7 38.7 22.3 11.1
17.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(12)弥生時代の大きな矢じりに関

する問題を解くのに，あなたがこれ
までに歴史の学習で身に付けた調

べ方や考え方が役立ちましたか。

生徒質問紙

とても役立った ある程度役立った

あまり役立たなかった 役立たなかった

よく分からない その他

無回答

11.0 28.4 33.1 20.7 5.9

0% 20% 40% 60% 8 0% 100%

(15)弥生時代になると，各地の集団どうしの

戦いが行われるようになったため，それ以前

よりも大きな矢じりが武器として使われるよう
になったことを，この調査より前から知って

いましたか。

生徒質問紙

よく知っていた ある程度知っていた あまり知らなかった まったく知らなかった

よく分からない その他 無回答
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59.8

52.4

62.3

55.4

41.7

48.0

56.5

39.8

38.4

45.2

35.5

42.2

55.7

49.4

41.0

57.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア (1)の弥生時代に大きな矢じりが使われた

目的を予想するところ

イ (2)①の弥生時代以前の年表からわかるこ

とを読み取るところ

ウ (2)の弥生時代の集落の絵や多くの矢がさ

さった人骨の写真からわかることを読み取ると
ころ

エ (2)②の石の矢じりの威力の話や魏志倭人

伝などの文章資料からわかることを読み取ると
ころ

オ (2)の複数の資料から課題の解決にふさわ

しい資料を見つけ出すところ

カ (2)②の大きな矢じりが使われた理由を自分

の結論として言葉で書くところ

キ (3)の首のない人骨の写真を見て自分で疑
問に思ったことを書くところ

ク この問題を解いていく活動全体について

生徒質問紙

取り組みやすい 取り組みにくい その他 無回答

97.6 95.4
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Ⅱ1(1)

取り組みやすい 取り組みにくい

ア 通過率
90.0 83.2
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Ⅱ1(2)①

取り組みやすい 取り組みにくい

イ 通過率
88.5 83.6

0
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Ⅱ1(2)①

取り組みやすい 取り組みにくい

ウ 通過率

77.0
65.1

0
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Ⅱ1(2)②

取り組みやすい 取り組みにくい

エ 通過率

74.4 70.1

0
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Ⅱ1(2)②

取り組みやすい 取り組みにくい

オ 通過率

78.7
65.3

0
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80

100

Ⅱ1(2)②

取り組みやすい 取り組みにくい

カ 通過率
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② 日英同盟の国際的背景

ア 出題のねらい

本問は，19世紀の強国だったイギリスが小国の日本と同盟を結んだ背景には，

当時の国際情勢やその変化が深く関わっていたことを追究する問題である。

資料９ 日英の同盟を記念する絵はがき

イ 問題の構成，内容

出題のねらい問題番号

(1) 日英同盟以前のイギリスの様子を資料から読み取り，課題を設定することが

できる。

(2) ① グラフ資料から，国際情勢の変化を読み取り説明することができる。

② イギリスが日英同盟を結んだ背景がわかる有用な資料を複数選択し，情報を

総合的に解釈し説明することができる。

(3) 日英同盟前後の国際情勢を，関係図に示すことができる。

ウ 個々の問題の内容と結果

ａ 資料を基にして課題を設定する力

(ｱ) 出題のねらい

資料９「日英の同盟を記念する絵はがき」と，イギリスが世界の工業生産

に占める割合が第１位であることを示す資料10「世界の列強の力」の円グラ

フ，イギリスの非同盟政策を説明した資料11「栄光ある孤立」の文書資料か

ら疑問を導き出し，学習課題を設定する力をみる。
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資料10 世界の列強の力 資料11 「栄光ある孤立」

(ｲ) 通過率

この問題の通過率は87.8％であった。このうち,イギリスが世界有数の経

済力・軍事力をもっていたことと，イギリスが他国と同盟しない「栄光ある

孤立」政策をとっていたことの両面について記述している正答は43.9％（解

答類型１）で，どちらか一方を答えている準正答は43.8％（解答類型２＋解

答類型３）であった。無解答の割合は3.7％であった。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

問題番号 反応率（％）解答類型

(1) イギリスが世界有数の経済力・軍事力をもっていたこと ◎1 43.9，

及び「栄光ある孤立」政策をとっていたことの両方につ

いて記述しているもの

<例>イギリスは世界有数の工業力を背景に 「栄光ある孤，

立」政策をとっていたにもかかわらず，どうして日英同

盟を結んだのだろうか？

イギリスが世界有数の経済力・軍事力をもっていたこと ○2 19.8

について記述していて 「栄光ある孤立」政策をとってい，

たことについては記述していないもの

イギリスが「栄光ある孤立」政策をとっていたことにつ ○3 24.0

いて記述していて，世界有数の経済力・軍事力をもって

いたことについては記述していないもの

資料を読み取っているが，適切ではないもの 4 1.8

上記以外の解答 9 6.8

無解答 0 3.7
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ｂ グラフ資料を読み取り説明する力

(ｱ) 出題のねらい

資料12の折れ線グラフ「世界の工業総生産に占める各国の割合の変化」か

ら，イギリスの工業生産の割合が他の欧米諸国に比べて低下傾向にあること

を読み取り，日英同盟の背景となったイギリスの立場の変化を説明する力を

みる。

資料12 世界の工業総生産に占める各国の割合の変化

(ｲ) 通過率

この問題の通過率は87.5％であった。このうち,グラフがイギリスの工業

生産の相対的な地位の低下を示していることを適切に読み取り記述している

正答は66.2％（解答類型１）であった。無解答の割合は5.8％であった。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

問題番号 反応率（％）解答類型

(2) 資料12を踏まえて，イギリスの工業生産の割合が他の欧 ◎1 66.2

① 米諸国と比べて低下していることを記述しているもの

，<例>かつてイギリスの工業生産力は１位を誇っていたが

アメリカやドイツなどに逆転されてきた

イギリスの相対的地位が低下したことについて記述して ○2 7.7

いるもの（工業生産のことについてふれていない）

最初は１位だったが，落ちてきた<例>



- 128 -

イギリスの工業生産額の低下について記述しているもの ○3 13.6

（相対的地位の低下についてふれていない）

<例>イギリスは工業生産量（額）が落ちた

上記以外の解答 9 6.6

無解答 0 5.8

ｃ 必要な資料を選択し，そこから取り出した情報を解釈する力

(ｱ) 出題のねらい

イギリスが日英同盟を結んだ背景となる東アジアの国際情勢の変化つい

て，あとの４つの資料から必要なものを二つ以上選択し，それらを用いて説

明する力をみる。

資料13 当時の国際関係を風刺した絵（1903年の新聞 （略））

資料14 日露戦争で日本の勝利を伝えるイギリスの新聞（1905年 （略））

資料15 アジアに触手を伸ばすロシア（ 滑稽欧亜外交地図」1904年 （略）「 ）

資料16 列強による中国分割（1900年頃 （略））

(ｲ) 通過率

， 。 ，この問題の通過率は 45.3％であった このうち二つ以上の資料を選んで

東アジアにおけるロシアの南下政策に対する懸念や，東アジアのイギリス権

益がロシアによって脅かされていること，あるいは，日本への期待感など，

日英同盟を結ぶ背景を答えている正答は，44.7％であった（解答類型１ 。）

誤答としては 二つ以上の資料を選んで 適切な記述をしていないもの(及， ，

び何も記述していないもの)(解答類型３)が48.2％であった。適切な記述を

していないもののうちでは,「日本が日露戦争で勝利したこと」を記述して

いるものが比較的多くみられた(11.7％)。その他の誤答では,「アジアの国

々がヨーロッパの各国に植民支配されるようになった」など，東アジアの情

勢については述べているが，正答である日英同盟の背景となったロシアの勢

力拡大にふれていないものがみられた。

解答類型３のうち資料を二つ以上選んで何も記述していなかったものが

10.8％であった。資料を一つも選ばず，無解答だった割合は4.2%であった。
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【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

問題番号 反応率（％）解答類型

(2) 二つ以上の資料を選んで，東アジアにおける南下政策に ◎1 44.7

② 対する懸念や東アジアのイギリスの権益がロシアによっ

て脅かされていることについて，適切な記述をしている

もの

<例>東アジアにおけるイギリスの勢力がロシアなどの進

出によって脅かされるようになり，力を持ち始めた日本

と同盟を結ぶことは有効だと考えられたから

一つの資料だけを選んで，適切な記述をしているもの ○2 0.6

二つ以上の資料を選んでいるが，不適切な記述をしてい 3 48.2

るもの（及び何も記述していないもの）

一つの資料だけを選んで，不適切な記述をしているもの 4 2.0

（及び何も記述していないもの）

資料を選んでいないが，適切な記述をしているもの 5 0.0

資料を選ばずに，不適切な記述をしているもの 6 0.0

上記以外の解答 9 0.3

無解答 0 4.2

ｄ 自分の考えを分かりやすく図示する力

(ｱ) 出題のねらい

これまでの問題の経緯を踏まえ，資料17「19世紀中ごろから20世紀初めご

ろまでの日本と世界の動き」の年表も参考にして，日本・イギリス・ロシア

・フランスを関係図に表す力をみる。

資料17 19世紀中ごろから20世紀初めごろまでの日本と世界の動き

年代 日 本 の 動 き 世 界 の 動 き

１８４０ （中国）アヘン戦争が起こる

１８４２ （中国）イギリスと南 京条約を結ぶ（不平等な
ナンキン

条約）

１８５３ ペリーが来航する

１８５７ （インド）民衆などによる大反乱が起き,翌年から
よく

イギリスの直接支配が始まる

１８５８ 日米修好通商条約（不平等な条約）が結

ばれる

１８７７ （インド）イギリス領インド帝国が成立する

１８９１ （ロシア,フランス）露 仏 同盟を結びロシアの東
ろ ふつ

アジア進出をフランスが支持する
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１８９４ 日英通商航海条約により不平等な条約の

うちの領事裁判権が廃止される

日清戦争が起こる （朝鮮）甲午農民戦争が起こる
こう ご

１８９５ 下関条約が結ばれる ロシア,フランス,ドイツ 三国干渉により 遼 東（ ）
リャオトン

半島を日本から中国へ返させる

１８９９ （中国）義和団事件が起き,世界の列強各国が出兵

する。ロシアはその後も大軍を満州にとどめ

る

１９０２ 日英同盟が結ばれる

１９０４ 日露戦争が起こる （ロシア）シベリア鉄道が開通する

１９０５ 第二次日英同盟（日英新同盟）が結ばれ

る

ポーツマス条約結ばれる

(ｲ) 通過率

この問題の通過率は72.3％であった。このうち 「日英の同盟関係 「日， 」

露の敵対関係 「露仏の同盟関係 「英露の敵対関係」の４つの関係すべて」 」

を関係図に記した正答は14.0％であった（解答類型１ 。）

（正答例）

それに対し 「英露の敵対関係」が入っていないが 「日露戦争 「日英同， ， 」

盟 「露仏同盟」の関係を記述したものの割合は，56.0％であった。これは」

資料17の年表に書かれている「日英同盟 「日露戦争 「露仏同盟」をもと」 」

に解答したためと考えられる。
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【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

問題番号 反応率（％）解答類型

(3) 次の①～④の内容をすべて図示しているもの ◎1 14.0

①日露戦争における対立関係の矢印

②日英同盟における友好関係の二重線

③露仏同盟における友好関係の二重線

④イギリスとロシアの対立関係の矢印

①～④のうち，③が記入されていないもの ○2 2.3

①～④のうち，④が記入されていないもの ○3 56.0

①～④のうち，①・②のいずれか一つが記入されていな 4 2.0

いもの

①～④のうち，いずれか二つについて記入されていない 5 8.4

もの

上記以外の解答 9 8.8

無解答 0 8.6

エ 質問紙調査の結果

ａ 歴史の学習で身に付けた調べ方や考え方の活用(生徒質問紙 設問３(13))

「日英同盟の国際的背景に関する問題を解くのに，あなたがこれまでに歴史

の学習で身に付けた調べ方や考え方が役立ちましたか」の質問に対して肯定的

な回答（ とても役立った」又は「ある程度役立った ）をした生徒の割合は「 」

52.2％であった。回答状況とペーパーテストの結果をみると，肯定的な回答を

した生徒は，ペーパーテストの得点が高い傾向がみられた。

①②

③④

52.2 5 2.4 48.9 45.5

0

20

40

60

80

調査Ⅱ

得点との関係

とても役立った ある程度役立った

あまり役立たなかった 役立たなかった

14.0 38.2 21.4
9.7

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(13) 日英同盟の国際的背景に
関する問題を解くのに，あなたが

これまでに歴史の学習で身に

付けた調べ方や考え方が
役立ちましたか。

生徒質問紙

とても役立った ある程度役立った

あまり役立たなかった 役立たなかった

よく分からない その他

無回答
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ｂ 日英同盟の背景についての学習(生徒質問紙 設問３(17))

「日英同盟が結ばれた背景には，欧米諸国の中でイギリスの地位の低下や，

東アジアでのロシアの勢力拡大が関係していたことを，この調査より前から知

っていましたか」の質問に対して肯定的な回答（ よく知っていた」又は「あ「

る程度知っていた ）をした生徒の割合は39.7％，否定的な回答（ あまり知」 「

らなかった」又は「全く知らなかった ）をした割合は52.2％であった。」

生徒の回答状況とペーパーテストの結果をみると，問題(1)では顕著な傾向

がみられなかったが，問題(2)②や(3)において，肯定的な回答をした生徒は，

否定的な回答をした生徒より，通過率が高い傾向がみられた。

ｃ 問題解決的な学習に対する意識(生徒質問紙 設問３(18))

日英同盟の国際的背景に関する問題を解いていて 「取り組みやすい」と回，

答した割合は，ア～カの中で 「イ (2)①の折れ線グラフから国際社会での，

イギリスの立場の変化を読み取るところ （70.1％）や「ア (1)のイギリス」

」（ ） ，が日英同盟を結ぶとは考えにくい理由を書くところ 69.1％ が比較的高く

「エ (2)②の複数の資料から課題の解決にふさわしい資料を見つけ出すとこ

ろ」が36.5％と比較的低かった。

9.8 29.9 35.6 16.6
6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(17) 日英同盟が結ばれた背景には，欧米諸国
の中でのイギリスの地位の低下や，東アジアで

のロシアの勢力拡大が関係していたことを，こ
の調査より前から知っていましたか。

生徒質問紙

よく知っていた ある程度知っていた あまり知らなかった まったく知らなかった

よく分からない その他 無回答

87.0
91.0

65.0

84.3
92.5 92.2

59.2

81.3

89.1 88.2

38.3

70.2
85.2 84.6

33.1

65.4

0

20

40

60

80

100

Ⅱ2(1) Ⅱ2(2)① Ⅱ2(2)② Ⅱ2(3)

通過率

とても役立った ある程度役立った あまり役立たなかった 役立たなかった
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「この問題を解いていく活動全体について」取り組みやすいと回答した割合

は43.3％と，取り組みにくいと回答した割合54.0％を下回った。

なお，ペーパーテストとの関連をみると 「取り組みやすい」と回答した生，

，「 」 。徒は 取り組みにくい と回答した生徒よりも通過率が高い傾向がみられた

69.1

70.1

39.0

36.5

53.7

41.1

43.3

29.0

27.6

58.8

61.1

43.9

56.5

54.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア (1)のイギリスが日英同盟を結ぶとは

考えにくい理由を書くところ

イ (2)①の折れ線グラフから国際社会での
イギリスの立場の変化を読み取るところ

ウ (2)②の風刺画やアジア地域の地図から

東アジアの情勢の変化を読み取るところ

エ (2)②の複数の資料から課題の解決に

ふさわしい資料を見つけ出すところ

オ (3)の19世紀中ごろから20世紀初め

ごろまでの年表からわかることを読み
取るところ

カ (3)の日英同盟前後の国どうしの

関係を「注意点」に従って図に表す

ところ

キ この問題を解いていく活動全体
について

生徒質問紙

取り組みやすい 取り組みにくい その他 特定不可 無回答

92.2
78.5

0
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40
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80

100

Ⅱ2(1)

取り組みやすい 取り組みにくい

ア 通過率
92.3

77.5

0
20
40
60
80

100

Ⅱ2(2)①

取り組みやすい 取り組みにくい

イ 通過率

76.6 69.9

0
20
40
60
80

100

Ⅱ2(3)
取り組みやすい 取り組みにくい

ウ 通過率

75.2 71.1

0
20
40
60
80

100

Ⅱ2(3)

取り組みやすい 取り組みにくい

エ 通過率

79.6
64.3

0
20
40
60
80

100

Ⅱ2(3)
取り組みやすい 取り組みにくい

オ 通過率

49.8 42.6

0
20
40
60
80

100

Ⅱ2(2)②
取り組みやすい 取り組みにくい

カ 通過率
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③ 質問紙調査の結果

○ 年表の利用や地図帳などの活用（生徒質問紙 設問３(1)～(3)）

「歴史の授業で，教科書などに出ている年表を利用しましたか」に対して肯定

的な回答をした割合は68.2％であったが 「歴史の授業で，学習した内容を年表，

形式にまとめる学習をしましたか」に対して肯定的な回答をした生徒の割合は

36.2％であった。

○ 学習した内容を関係図にまとめる学習（生徒質問紙 設問３(4)）

「歴史の授業で，学習した内容を関係図にまとめたりする学習をしましたか」

に対して肯定的な回答をした割合は40.1％であった。

， ，生徒の回答状況とペーパーテストの結果をみると 肯定的な回答をした生徒は

否定的な回答をした生徒と比べて，年表を活用した問題２(3)の通過率が高く，

調査Ⅱ全体の得点も高い傾向がみられた。

25.9

17.8

9.3

42.3

34.2

26.9

22.6

34.7

37.7

9.0

13.2

26.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1)歴史の授業で，教科書など

に出ている年表を利用しま

したか。

(2) 歴史の授業で，地図帳や
歴史地図を利用しましたか。

(3)歴史の授業で，学習した

内容を年表形式にまとめる

学習をしましたか。

生徒質問紙

よく利用した ある程度利用した あまり利用しなかった

利用しなかった その他 無回答

12.4 27.7 35.4 24.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(4) 歴史の授業で，学習した

内容を関係図にまとめる

学習をしましたか。

生徒質問紙

よくした ある程度した ある程度した しなかった その他 無回答

74.7 74.2 73.6 67.0

0
20
40
60
80

100

Ⅱ2(3)
よくした ある程度した

ある程度した しなかった

(4) 歴史の授業で，学習した内容を

関係図にまとめる学習をしましたか。
通過率

50.5 51.1 50.4 48.1

0

20

40

60

80

調査Ⅱ
よくした ある程度した

ある程度した しなかった

(4) 歴史の授業で，学習した内容を

関係図にまとめる学習をしましたか。

得点との関係
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（ ， ）○ 問題解決的な学習 生徒質問紙 設問３(5)～(11) 学校質問紙 設問２(5)～(12)

歴史の授業で「課題を設けて調べたり考えさせたりする学習をしましたか」に

対する肯定的な生徒の回答の割合は51.7％であったが 「資料などをみて疑問点，

や調べたい課題を自分で見つける学習をしましたか」に対する肯定的な回答の割

合は37.5％ 「必要な資料を自分で集めたり選んだりする学習をしましたか」は，

32.6％であった 「絵や写真などの資料を読み取る学習をしましたか」に対する。

肯定的な回答の割合は76.5％であった。

また 「課題を設けて調べたり考えたりする学習は好きですか」に対する肯定，

的な回答の割合は52.8％であった。

生徒の回答状況に対するペーパーテストの結果をみると，設問３の(5)，(9)，

(10)，(11)の質問に肯定的な回答をした生徒は，否定的な回答をした生徒と比べ

て，得点が高い傾向がみられた。

17.9

9.1

8.5

31.7

30.7

16.8

33.8

28.4

24.1

44.8

44.8

33.4

29.9

39.1

38.5

17.7

17.7

33.2

18.1

23.3

28.7

5.8

6.6

15.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(5) 歴史の授業で，課題を設けて調べたり考え

たりする学習をしましたか。

(7) 歴史の授業で，資料などをみて疑問点や調べたい

課題を自分で見つける学習をしましたか。

(8) 歴史の授業で，必要な資料を自分で集めたり

選んだりする学習をしましたか。

(9) 歴史の授業で，絵や写真などの資料を読み取る学
習をしましたか。

(10) 歴史の授業で，グラフや文章などの資料を
読み取る学習をしましたか。

(11) 歴史の授業で，自分の考えを書いたり説明

したりする学習をしましたか。

生徒質問紙

よくした ある程度した あまりしなかった しなかった その他 無回答

49.2 51.0 50.2 48.9
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80

調査Ⅱ

よくした ある程度した あまりしなかった しなかった

(7)歴史の授業で，資料などをみて疑問点や調べてみたい課

題を自分で見つける学習をしましたか。

得点との関係

50.7 51.1 49.5 48.4
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調査Ⅱ

よくした ある程度した あまりしなかった しなかった

(5)歴史の授業で，課題を設けて調べたり考えたりする学習を

しましたか。

得点との関係

49.4 51.0 50.2 49.1

0
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80

調査Ⅱ

よくした ある程度した あまりしなかった しなかった

(8)歴史の授業で，必要な資料を自分で集めたり選んだりする

学習をしましたか。

得点との関係

51.6 50.6 47.8 43.2
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調査Ⅱ

(9)歴史の授業で，絵や写真などの資料を読み取る学習をし

ましたか。

得点との関係

51.9 50.8 47.8 42.2
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調査Ⅱ

(10)歴史の授業で，グラフや文章などの資料を読み取る学習

をしましたか。
得点との関係

51.8 51.1 49.8 46.7

0
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調査Ⅱ

(11)歴史の授業で，自分の考え方を書いたり説明したりする
学習をしましたか。

得点との関係
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教師は 「課題を設けて調べたり考えたりする問題解決的な学習」に対して，

肯定的な回答（ 行っている」又は「ある程度行っている ）をした割合が58.0「 」

％と，生徒の回答と同様の傾向がみられた。

一方 「資料などをみて疑問点や調べたい課題を見つけたりする学習」に対し，

て肯定的な回答（ 行っている」又は「ある程度行っている ）をした教師の割「 」

合が58.0％なのに対し，肯定的な回答をした生徒の割合が37.5％であり，教師と

生徒の意識の差がみられた。

○ 問題解決的な学習を指導する上での課題(学校質問紙 設問２(15),(16))

「歴史的分野にかかわる問題解決的な学習を行おうとする時に，特に困ること

は何ですか（一つを選んで回答 （設問２(15)）に対して 「調べ学習を進める）」 ，

ために必要な時間が十分にとれない （62.0％）と回答した教師の割合が最も高」

かった。

また 「歴史的分野にかかわる問題解決的な学習を行う場合に，生徒がつまず，

いたり教師が悩んだりすることが多い場面はどれですか（複数回答可 （設問）」

２(16)）に対して 「適切な学習課題を生徒に設定させる場面 （65.0％）と回， 」

答した教師の割合が高く，以下順に「必要な資料を生徒に収集させたり選択させ

たりする場面 （58.0％ 「調べたことや考えたことをまとめさせる場面」」 ），

（39.0％ 「資料などを基に疑問を持たせる場面 （38.0％ 「まとめたことを）， 」 ），

発表させる場面 （28.0% 「グラフや文章のような資料から必要なことを読み」 ），

取らせる場面 （25.0%）であった。」
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2 4 .0
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6 .0
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0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

(1 ) 歴史的分野の授業で，教科書などに出ている

年表を利用していますか。

(2 ) 歴史的分野の授業で，地図帳や歴史地図を

利用していますか。

(3 ) 歴史的分野の授業で，学習内容を年表形式に

まとめさせる指導を行っていますか。

(4 ) 歴史的分野の授業で，学習内容を関係図に

まとめさせる指導を行っていますか。

(5 ) 歴史的分野の授業で，課題を設けて調べたり

考えたりさせる問題解決的な学習の指導を

行っていますか。

(7 ) 歴史的分野の授業で，資料などをみて疑問点や

調べたい課題を見つけさせる指導を

行っていますか。

(8 ) 歴史的分野の授業で，必要な資料を自分で

集めたり選んだりさせる指導を行っていますか。

(9 ) 歴史的分野の授業で，絵や写真などの資料を

読み取らせる指導を行っていますか。

(1 0 ) 歴史的分野の授業で，グラフや文章などの資料を

読み取らせる指導を行っていますか。

(1 1 ) 歴史的分野の授業で，自分の考えを書いたり

説明したりさせる指導を行っていますか。

(1 2 ) 長期休業中または通常の授業で，歴史的分野に

かかわる問題解決的な学習となるような宿題を

出したことがありますか。

学校質問紙

よく利用している ・よく行っている ある程度利用している ・ある程度行っている

あまり利用していない・あまり行っていない 利用していない・行っていない

その他 無回答
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④ 調査Ⅰとの結果の関連

調査Ⅰを解答した生徒を通過問題数の大きい順に整列し，人数比率によりおおむ

ね25％刻みで４つの層に分けて，層別に調査Ⅱの各問題の通過率をみると，調査Ⅰ

の調査票Ａ解答者では，Ａ層はすべての問題で，他の３つの層の通過率より高い結

果であった。

調査Ⅰの調査票Ｂ解答者も同様の結果がみられ，調査Ⅰの高得点者は，調査Ⅱに

おいても高得点の結果であった。

上記のグラフにおける，４つの層の通過問題数及び生徒数は次のとおり。

調査Ⅰの調査票Ａ解答者 調査Ⅰの調査票Ｂ解答者

通過問題数 解答者数（全体に 通過問題数 解答者数（全体に

（52問中） 占める割合） （52問中） 占める割合）

Ａ層 47問以上 377人（24.7%） 47問以上 368人（24.1%）

Ｂ層 41～46問 380人（24.9%） 39～46問 404人（26.4%）

Ｃ層 33～40問 379人（24.9%） 30～38問 364人（23.8%）

Ｄ層 32問以下 389人（25.5%） 29問以下 392人（25.7%）

合計 1,525人（100%） 1,528人（100%）
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調査Ⅱ

調査Ⅰ通過率問題数別にみた調査Ⅱの各問題の通過率（調査Ⅰの調査票Ｂ解答者）

Ａ層 Ｂ層 Ｃ層 Ｄ層
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91.5
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95.0 96.3

70.0

94.493.8

69.2

47.3
53.0
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Ⅱ1(1) Ⅱ1(2 )① Ⅱ1(2)② Ⅱ1(3) Ⅱ2(1 ) Ⅱ2(2)① Ⅱ2(2)② Ⅱ2(3)

調査Ⅱ

調査Ⅰ通過問題数別にみた調査Ⅱの通過率（調査Ⅰの調査票Ａ解答者）

Ａ層 Ｂ層 Ｃ層 Ｄ層
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３ 分析結果からみた主な課題と指導上の改善

(1) 他の歴史的事象との関連の考察，年表や関係図などの作業的な学習を通した，基礎・

基本となる知識や概念を定着させるための学習の工夫

人物や歴史的事象，文化遺産などの学習は，我が国の歴史の大きな流れと各時代の特

色を理解するために必要なものである。調査Ⅰの結果では 「説明文から用語を選択す，

る問題」より「用語から説明文を選択する問題」の通過率が低い傾向にあるとともに，

語意や概念が似ているものや時代が近い歴史的事象などに誤答がみられた。

こうしたことから，一問一答式に用語を答えさせる学習ではなく，具体的な事象とし

て取り上げ，相違点や共通点などを明らかにするなど，他の歴史的事象と関連付けてそ

の内容の理解を深めさせる学習の工夫が求められる。また，年表や地図を活用したり，

学習した内容を年表形式や関係図にまとめるなど作業的な学習を通して，時代背景やそ

の移り変わりの中で歴史的事象の持つ意味を総合的に理解させることが重要である。

さらに，調査Ⅰと調査Ⅱとの関係をみると，調査Ⅰの通過率（得点）の高い生徒は調

査Ⅱの通過率（得点）も高く，生徒質問紙の結果からも，調査Ⅰの通過率(得点)の高い

生徒は，調べたい課題を自分でみつける学習や必要な資料を自分で集めたりする学習の

実施について，肯定的な回答をした割合が高い傾向がみられた。問題解決的な学習の中

， ， ，でも 思考力・判断力を育てるとともに 資料を活用して歴史的事象について調べたり

歴史的事象への興味・関心や有用感を高めるなど，基礎・基本となる知識や概念を定着

させることにも意識した指導の工夫が大切である。

(2) 複数の資料を多面的・多角的に考察したり，資料選択の根拠を述べたりするなど，資

料を活用した学習の改善

歴史的分野の学習においては，現行の中学校学習指導要領（平成10年告示）において

も，様々な資料を活用して歴史的事象を多面的・多角的に考察し公正に判断することや

適切に表現する能力と態度を育てることを目指しており，問題解決的な学習を通して，

こうした力をはぐくんでいくことが求められている。

調査Ⅱの結果から，一つの資料から情報を読み取る問題の通過率が高い半面，複数の

資料の中から必要な資料を選択し，情報を総合的に考察し，説明することに課題がみら

れた。また，生徒質問紙の結果からも，調査Ⅱの問題を解いて「複数の資料から課題に

ふさわしい資料を見つけだすところ」が取り組みにくいと回答した生徒の割合が高い傾

向がみられた。

こうしたことから，問題解決に必要な資料を，複数の資料の中から選択したり，資料

を関連付けて考察させたり，調べたことを表現する活動を充実することが求められる。

例えば，近代産業が発展した様子をグラフ，年表，文書資料など様々な資料に基づいて

考察させたり，資料を選んだ根拠を述べさせたり，自分の調べたことや考えたことを，

生徒同士で発表させたり，意見交換をさせたりする学習活動などが考えられる。
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(3) 継続的な問題解決的な学習を通して，生徒に問題解決におけるプロセスを意識させる

指導の工夫

生徒質問紙の結果から，調査Ⅱの各問題を解いていく活動全体（問題解決的な学習）

について「取り組みにくい」と回答した生徒の割合が高かった。また，ふだんの歴史的

分野の授業でも，課題を設けて調べたり考えたり，資料などをみて疑問点や調べたい課

題を自分で見つけたり，必要な資料を自分で集めたり選んだりする学習を行ったと回答

した生徒の割合が低いなど，多くの生徒が，問題解決的な学習において，これらの学習

のプロセスを意識せずに学習していることがうかがわれた。また，学校質問紙の結果か

らも，教師も「適切な学習課題を生徒に設定させること」について苦手と感じている割

合が高い結果がみられた。

こうしたことから，問題解決的な学習を通して身に付けさせたい力を明確にし，身近

な地域の歴史や具体的な事象を取り上げたり，資料をもとに疑問点を見つけさせたり，

それを学習課題として追究させ，調べ考察した結果を表現させる学習などを，指導計画

に位置付け，継続的に行っていくことが重要である。こうした学習活動を通して，生徒

が，解決すべき課題は何か，どのような手順で作業を行って課題を解決すればよいかを

， 。意識し 主体的に問題を解決していく能力や態度ををはぐくんでいくことが大切である
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中学校（公民的分野）

１ 社会科における基礎・基本となる知識や概念に関する調査（調査Ⅰ）

(1) 調査Ⅰの出題のねらい

中学校学習指導要領（平成10年告示）及び中学校学習指導要領解説などに基づき，

公民的分野における，習得すべき基礎・基本となる知識や概念について，それらが生

徒に身に付いているかどうかを把握することを目指した。調査の方法として，次のよ

うな二つの異なる出題方法の問題を出題し，基礎・基本となる知識や概念についての

定着状況をみることとした。

ア 「説明文から用語を選択する問題」と「用語から説明文を選択する問題」

「説明文から用語を選択する問題」では，四つの文（又は文章）の中から適切で

あるものを選択させ，「用語から説明文を選択する問題」では，問題の正解となる

文(文章をもとに作られている)を提示し，この文（文章）が表している適切なもの

を四つの単語の中から選択させた。調査票Ａ・Ｂどちらか一方の冊子にのみ特定の

形式の出題が集中しないように，文（文章）選択と単語選択の問題を両冊子の間で

交互に出題した（計24問）。

このほか，２問（「労働基準法」は「用語から説明文を選択する問題」のみ，

「労働組合法」は「説明文から用語を選択する問題」のみ）については，いずれか

の出題形式のみを出題した。

イ 「具体的な説明などから用語を記述する問題」と「概念（考え方）などから用語

を記述する問題」

「社会保障（制度）」，「国民主権」，「三権分立（権力分立）」について，具

体的な知識から解答させる問題と，概念から解答させる問題を出題した（３問）。

また，「国会」と「立法権」，「内閣」と「行政権」，「裁判所」と「司法権」

という形で，対となる問題を出題した（３問）。

(2) 調査結果

この調査では調査票Ａ・Ｂともに31問出題したが，調査票Ａでは，通過率の平均は

73.1％，平均正答数は22.7問，調査票Ｂでは，通過率の平均は71.9％，平均正答数

22.3問であった。

なお，記述式の問題（６問）を除くと，調査票Ａの通過率の平均は78.4％，調査票

Ｂは78.0％であった。

① 内容ごとの通過率による分析

学習指導要領の内容ごとにみると，「(1) 現代社会と私たちの生活」(５問)につ

いては，平均正答数は調査票Ａでは4.3問，調査票Ｂでは4.2問であった。全問正解

者数の割合も調査票Ａでは55.0％，調査票Ｂでは49.2％であった。

「(2) 国民生活と経済」(８問)については，平均正答数は調査票Ａでは5.1問，調
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査票Ｂでは4.8問であった。全問正解者数の割合は調査票Ａでは9.9％，調査票Ｂで

は5.3％であった。

「(3) 現代の民主政治とこれからの社会」(18問)については，平均正答数は調査

票Ａでは13.2問，調査票Ｂでは13.3問であった。全問正解者数の割合は調査票Ａで

は9.5％，調査票Ｂでは11.7％であった。

問題数（問） 通過率（％）

選択 記述 調査票Ａ 調査票Ｂ

(1) 現代社会と私たちの生活 5 0 86.2 84.0

(2) 国民生活と経済 7 1 63.8 59.4

(3) 現代の民主政治とこれからの社会 13 5 73.6 74.1

② 出題形式ごとの通過率による分析

ア 「説明文から用語を選択する問題」と「用語から説明文を選択する問題」

出題した問題（24問）の通過率の平均でみると，「説明文から用語を選択する

問題」は80.6％，「用語から説明文を選択する問題」は76.8％であった。問題数

でみても，「説明文から用語を選択する問題」の通過率が高いものが多かった。

通過率（％）

説明文から用語を選択する問題 80.6

用語から説明文を選択する問題 76.8

「説明文から用語を選択する問題」と「用語から説明文を選択する問題」の通

過率の差が大きかったものとして，「主権国家」（25.9ポイント），「議院内閣

制」（15.3ポイント）などは，「説明文から用語を選択する問題」の通過率が

「用語から説明文を選択する問題」の通過率より高い結果であった。一方，「社

会資本」は，「用語から説明文を選択する問題」の通過率が「説明文から用語を

選択する問題」の通過率より20.3ポイント高い結果であった。

通過率の差問題 出題内容 通 過 率 (％)
(用語選択問題－説明文選択問題)番号 説明文から用語を選択する問題 用語から説明文を選択する問題

１(1) 高度経済成長 80.9 70.2 10.8（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

１(2) 少子高齢化 98.6 97.2 1.4（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

１(3) 国際化 77.9 87.5 －9.6（調査票Ｂ） （調査票Ａ）

１(4) 情報化 93.2 84.0 9.2（調査票Ｂ） （調査票Ａ）

１(5) ルール 79.8 81.7 －1.9（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

２(1) 市場経済 77.4 64.0 13.4（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

２(2) 金融 73.3 67.2 6.1（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

２(3) 価格 89.2 89.9 －0.8（調査票Ｂ） （調査票Ａ）

２(4) 労働基準法 － 81.6 －（調査票Ａ）

２(4) 労働組合法 50.5 － －（調査票Ｂ）
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２(5) 財政 71.8 68.9 2.9（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

２(6) 社会資本 33.4 53.7 －20.3（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

２(8) 租税 62.6 51.5 11.1（調査票Ｂ） （調査票Ａ）

３(1) 憲法 82.1 92.7 －10.7（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

３(2) 民主主義 88.0 84.2 3.8（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

３(4) 基本的人権 97.2 94.2 3.0（調査票Ｂ） （調査票Ａ）

３(5) 平和主義 86.9 75.7 11.2（調査票Ｂ） （調査票Ａ）

３(6) 平等権 94.3 91.3 2.9（調査票Ｂ） （調査票Ａ）

３(7) 政党 64.4 64.7 －0.3（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

３(8) 世論 75.4 77.9 －2.5（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

３(13) 多数決の原理 88.7 88.6 0.1（調査票Ｂ） （調査票Ａ）

３(14) 議院内閣制 83.8 68.5 15.3（調査票Ｂ） （調査票Ａ）

３(15) 地方自治 86.3 74.4 11.9（調査票Ｂ） （調査票Ａ）

３(16) 主権国家 72.0 46.1 25.9（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

３(17) 国際連合 81.2 75.3 5.9（調査票Ａ） （調査票Ｂ）

３(18) 領土 95.4 93.4 2.0（調査票Ｂ） （調査票Ａ）

以下，「主権国家」，「議院内閣制」，「社会資本」について，解答類型ごと

の反応率を分析する。

○ 主権国家（３(16)）

「説明文から用語を選択する問題」（調査票Ａ）では，説明文「国際社会にお

いて，他国からの支配や干渉を受けない権利をもつとともに，平等にあつかわれ

る権利を持つ国家のこと」に対し，正答「主権国家」を選択した生徒の割合（通

過率）が72.0％と最も多く，誤答としては，「常任理事国」が17.0％みられた。

一方，「用語から説明文を選択する問題」（調査票Ｂ）では，解答が分散する

傾向がみられ，「主権国家」の説明として，正答「国際社会において，他国から

の支配や干渉を受けない権利をもつとともに，平等にあつかわれる権利を持つ国

家のこと」を選択した生徒の割合（通過率）は46.1％と最も多かったが，誤答と

して，中央集権について説明した文を選択したもの（29.1％），常任理事国につ

いて説明した文を選択したもの（21.1％）がみられた。

【解答類型ごとの反応率】 （◎：正答，単位は％)

１ ２ ◎３ ４ ９ ０

発展途上国 中央集権 主権国家 常任理事国 その他の解答 無解答

説明文から用語を選択する
5.9 5.0 72.0 17.0 0.0 0.1問題（調査票Ａ）

用語から説明文を選択する
3.0 29.1 46.1 21.1 0.0 0.7問題（調査票Ｂ）

○ 議院内閣制（３(14)）

「説明文から用語を選択する問題」（調査票Ｂ）では，説明文「内閣が，国民

の代表機関である国会の信任に基づいてつくられ，国会に対して連帯して責任を
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負う制度」に対し，正答「議院内閣制」を選択した生徒の割合（通過率）が

83.8％であった。

「用語から説明文を選択する問題」（調査票Ａ）では，「議院内閣制」の説明

として，正答「内閣が，国民の代表機関である国会の信任に基づいてつくられ，

国会に対して連帯して責任を負う制度」を選択した生徒の割合（通過率）が

68.5％であったが，誤答として，議会制民主主義を説明した文を選択したもの

（14.4％），二院制を説明した文を選択したもの（11.0％）がみられた。

【解答類型ごとの反応率】 （◎：正答，単位は％)

１ ２ ◎３ ４ ９ ０

議会制民主主義 二院制 議院内閣制 委員会制度 その他の解答 無解答

用語から説明文を選択

14.4 11.0 68.5 5.9 0.0 0.2する問題（調査票Ａ）

説明文から用語を選択

8.6 3.7 83.8 3.2 0.0 0.6する問題（調査票Ｂ）

○ 社会資本（２(6)）

「説明文から用語を選択する問題」（調査票Ａ）では，説明文「民間企業では

供給することが難しい道路や橋，上下水道，学校や公園など，国民生活や産業活

動に欠かせない施設のこと」に対し，正答「社会資本」を選択した割合（通過

率）が33.4％であった。誤答として，「公衆衛生」（36.1％），「公共料金」

（15.5％），「サービス」（14.9％）がみられた。

「用語から説明文を選択する問題」（調査票Ｂ）では，「社会資本」の説明と

して，正答「民間企業では供給することが難しい道路や橋，上下水道，学校や公

園など，国民生活や産業活動に欠かせない施設のこと」を選択した生徒の割合

（通過率）が53.7％であったが，誤答として，公衆衛生を説明した文を選択した

もの（19.1％），公共料金を説明した文を選択したもの（13.5％），サービスを

説明した文を選択したもの（13.4％）みられた。

「説明文から用語を選択する問題」（調査票Ａ）が，「用語から説明文を選択

する問題」（調査票Ｂ）より通過率が低かった。「説明文から用語を選択する問

題」では，正答「社会資本」を選択した割合（通過率）33.4％に対して，誤答で

ある「公衆衛生」を選択した割合（36.1％）が多い結果であった。

関連する生徒質問紙の回答状況をみると，「説明文から用語を選択する問題」

（調査票Ａ）を解答した生徒では，「説明文をすべて読み，考えてから書き，そ

の答えに自信がある」と回答した割合が29.1％であるのに対し，「説明文をすべ

て読み，考えてから書いたけれど，その答えには自信がない」と回答した割合は

49.2％であった。説明文中の「上下水道」（4.9％）や「施設」（8.5％）という

ことばに着目したと回答した割合は10％未満であった。

「用語から説明文を選択する問題」（調査票Ｂ）を解答した生徒では，「各選

択肢をすべて読み，考えてから答えを書き，その答えには自信がある」と回答し

た割合は23.6％であるのに対し，「各選択肢をすべて読み，考えてから答えを書
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いたけれど，その答えには自信がない」と回答した割合は60.7％であった。選択

肢の「上下水道」（4.8％）や「公共性」（2.5％）ということばに着目したと回

答した割合は5％未満であった。

【解答類型ごとの反応率】 （◎：正答，単位は％)

◎１ ２ ３ ４ ９ ０

社会資本 公衆衛生 サービス 公共料金 その他の解答 無解答

説明文から用語を選択

33.4 36.1 14.9 15.5 0.1 0.1する問題（調査票Ａ）

用語から説明文を選択

53.7 19.1 13.4 13.5 0.0 0.4する問題（調査票Ｂ）

イ 「具体的な説明などから用語を記述する問題」と「概念（考え方）などから用

語を記述する問題」

「社会保障制度」（２(7)），「国民主権」（３(3)），「三権分立(権力分

立)」（３(12)）の３問では，同じ用語について，「具体的な説明などから用語を

記述する問題」と「概念(考え方)などから用語を記述する問題」を，調査票Ａ，

調査票Ｂでそれぞれ交互に出題した。

主な誤答など ( )は割合（％）通過率(％)

無解答(27.0)，社会権(2.9),具体的な説明などから
社会保障制度 31.6 公共の福祉(2.8),用語を記述する問題

社会福祉制度(2.6)（調査票Ａ）
２(7)

無解答(21.7)，社会権(15.5)，概念（考え方）などか
19.3 生存権(8.2),基本的人権の尊重ら用語を記述する問題

(2.4)（調査票Ｂ）

無解答(9.5)，民主主義(7.6),具体的な説明などから
国民主権 65.5 平等権(5.4),国民主義(2.7)用語を記述する問題

（調査票Ａ）
３(3)

無解答(12.6)，民主主義(3.4),概念（考え方）などか
67.7 国民主義(1.8)ら用語を記述する問題

（調査票Ｂ）

29.1

23.6

49.2

60.7

4.9

4.8

8.5

2.5

0 % 20% 40% 6 0% 80% 100%

説明文から用語を選択する問題（調査票Ａ）

用語から説明文を選択する問題（調査票Ｂ）

生徒質問紙 （22） 2 の(6)の問題はどのように取り組みましたか。

各選択肢をすべて読み，

考えてから答えを選んで書き，

その答えには自信がある

各選択肢をすべて読み，

答えを選んで書いたけれども，

その答えには自信がない

1の選択肢の「上下水道」という

ことばのみに注目して1を

選んで書いた

4の選択肢の 「公共性」という

ことばのみに注目して4を
選んで書いた

その他 特定不可

無回答
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無解答(29.9)具体的な説明などから
三権分立 47.6用語を記述する問題

（調査票Ｂ）
３(12)

無解答(24.3)，地方分権(2.4)，概念（考え方）などか
56.0 二院制(1.6)ら用語を記述する問題

（調査票Ａ）

○ 社会保障制度（２(7)）

「具体的な説明などから用語を記述する問題」（調査票Ａ）では，説明文「健

康保険や雇用保険などの社会保険制度や，障害のある人や高齢者などに対する援

助を行う社会福祉など，四つの分野からなる国の制度」に対し，正答「社会保障

（制度）」と記述できた生徒の割合（通過率）は31.6％であった。誤答として，

「類型以外の解答」が37.5％であったが，「公共の福祉」や「社会福祉制度」な

どの解答がみられた。無解答の割合は27.0％であった。

「概念（考え方）などから用語を記述する問題」（調査票Ｂ）では，説明文

「国民の生存権を確保するために，貧困や失業などを取り除き，最低限度の生活

を 営 むことができるよう国の責任においておこなう制度」に対し，正答「社
いとな

会保障（制度）」と記述できた生徒の割合（通過率）は19.3％であった。誤答と

して，「社会権」（15.5％）や「生存権」（8.2％）がみられたが，国民に保障

されている人権と，人権を保障するための手段が混同して理解されていると考え

られる。それ以外に「類型以外の解答」が34.7％であったが，「基本的人権の尊

重」などの解答がみられた。無解答の割合は21.7％であった。

【解答類型ごとの反応率】 （◎：正答，単位は％)

◎１ ２ ３ ４ ９ ０
社会保障(制度) 生存権 社会権 日本国憲法 その他の解答 無解答

具体的な説明などか
ら用語を記述する問

31.6 0.9 2.9 0.1 37.5 27.0題（調査票Ａ）

概念（考え方）など
から用語を記述する

19.3 8.2 15.5 0.6 34.7 21.7問題（調査票Ｂ）

○ 国民主権（３(3)）

「具体的な説明などから用語を記述する問題」（調査票Ａ）では，「日本国憲

法の三大原則の一つで，基本的人権の尊重，平和主義とならぶもの」の説明につ

いて，正答「国民主権」と記述できた生徒の割合（通過率）が65.5％であった。

「概念（考え方）などから用語を記述する問題」（調査票Ｂ）では，「国の政

治を最終的に決定する権限が国民にあるという考え方」の説明について，正答
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「国民主権」と記述できた生徒の割合（通過率）は67.7％であった。無解答の割

合は12.6％であった。

○ 三権分立（権力分立）（３(12)）

「具体的な説明などから用語を記述する問題」（調査票Ｂ）では，説明文「モ

ンテスキューが『法の精神』のなかで主張した，権力の濫用を防ぐしくみ」に対

し，正答「三権分立（権力分立）」と記述できた生徒の割合（通過率）は47.6％

であった。「モンテスキュー」や『法の精神』という具体的な知識に関連付けて

理解されていないと考えられる。無解答の割合は29.9％であった。

「概念（考え方）などから用語を記述する問題」（調査票Ａ）では，「権力の

濫用を防ぎ，国民の権利を保障するために国の権力を分けるしくみのこと」の説

明として，「三権分立（権力分立）」と記述できた生徒の割合（通過率）は

56.0％であった。無解答の割合は24.3％であった。

○ 国会／立法権，内閣／行政権，裁判所／司法権（３(9)～(11)）

「国会」と「立法権」，「内閣」と「行政権」，「裁判所」と「司法権」とい

う形で，「具体的な機関から用語を記述する問題」と「概念から用語を記述する

問題」といった，対となる問題を出題したが，「具体的な機関から用語を記述す

る問題」が通過率が高い半面，「概念から用語を記述する問題」の通過率が低く，

無解答の割合が高い結果であった。

例えば，「具体的な機関から用語を記述する問題」においては，「国の政治の

中心の機関であり，国権の最高機関かつ，唯一の立法機関として位置づけられ，

衆議院と参議院の二院制をとっている」に対して，正しく「国会」と記述できた

生徒の割合（通過率）は67.9％だったが，誤答として，「内閣」と記述した割合

は11.8％みられた。

また，「概念から用語を記述する問題」においては，「国会が決めた法律や予

算などに基づき国民のために仕事をおこなう，内閣に認められている政治権力」

に対して，正しく「行政権」と記述できた生徒の割合（通過率）は24.5％だった

が，誤答として，「行政」と記述した割合は14.9％だった。このように，「概念

から用語を記述する問題」において，立法，行政，司法と「○○権」を付けずに

解答している生徒が多くみられた。

出題形式 出題内容 主な誤答など( )は割合（％）問題番号 通過率(％)

国会 67.9 内閣(11.8)，無解答(8.8)具体的な機関から用語を記述する問題 （調査票Ａ）
３(９)

立法権 44.5 無解答(24.4)，立法(5.4)概念から用語を記述する問題 （調査票Ｂ）

内閣 63.2 国会(11.5)，無解答(10.5)具体的な機関から用語を記述する問題 （調査票Ｂ）
３(10)

行政権 24.5 無解答(24.2)，行政(14.9)概念から用語を記述する問題 （調査票Ａ）

裁判所 61.6 無解答(16.1)，裁判(3.0)具体的な機関から用語を記述する問題 （調査票Ａ）

３(11) 司法権 37.9 無解答(24.0)，裁判権(7.3)概念から用語を記述する問題 （調査票Ｂ）

司法(4.4)
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③ その他の分析

今回の調査で出題した各問について，調査票Ａ，調査票Ｂそれぞれ通過率を高い

順から並べた上で，共通する上位１／４の項目及び下位１／４の項目は次のとおり

である。

出題した31問のうち，上位１／４に当たる７問と下位１／４に当たる７問をみる

と，上位の問題では「少子高齢化」や「情報化」のような現代の社会の状況を示す

単語や，「基本的人権」，「領土」，「価格」といった具体的な事象や事例と結び

付けて生徒が身に付けることができる概念が多い。

それに対して下位１／４については記述式の全６問のうち５問が含まれている。

この下位１／４には，抽象的で，具体的な事象や事例と結び付けて考えにくい概念

が多く，生徒が正しく解答しにくかったことが考えられる。

（上位１／４）

問題番号 出題内容 (％)調査票Ａ 通過率(％) 調査票Ｂ 通過率

１(２) 少子高齢化 98.6 97.2

３(１) 憲法 82.1 92.7

３(４) 基本的人権 94.2 97.2

３(18) 領土 93.4 95.4

３(６) 平等権 91.3 94.3

１(４) 情報化 84.0 93.2

２(３) 価格 89.9 89.2

（下位１／４）

調査票Ａ 通過率(％) 調査票Ｂ 通過率(％)問題番号 出題内容

２(７) 社会保障制度 31.6 19.3

３(10) 行政権 内閣 24.5 63.2

２(６) 社会資本 33.4 53.7

３(11) 裁判所 司法権 61.6 37.9

３(９) 国会 立法権 67.9 44.5

３(16) 主権国家 72.0 46.1

３(12) 三権分立 56.0 47.6

は記述式問題である。 ３(９)～(11)は調査票Ａと調査票Ｂで解答が異なる。

(3)質問紙調査の結果

○ 公民的分野についての学習に対する意識（生徒質問紙 設問１）

社会科及び公民的分野の勉強について「好きだ」，「大切だ」，「役に立つ」な

どに対して肯定的な回答（「そう思う」又は「どちらかといえばそう思う」）をし

た生徒の割合をみると，「好きだ」については，社会科及び公民的分野ともに50％
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以上であったが，特に，「大切だ」,「役に立つ」については，公民的分野では80％

以上であった。

得点との関係をみると，「公民的分野の勉強が好きだ」に対して肯定的な回答を

した生徒は，否定的な回答をした生徒の得点より高い傾向がみられた。（「大切

だ」,「役立つ」も同様の傾向。）

46.4

61.3

37.9

28.4

7.5

3.7

4.5

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(2)社会科の勉強は

大切だと思いますか。

(5) 公民的分野の勉強は

大切だと思いますか。

生徒質問紙

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない

そう思わない

分からない その他 無回答

38.2

54.0

38.3

31.3

10.7

5.2

7.0

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(3)社会科の勉強をすれば，

私のふだんの生活や社会に
出て役立つと思いますか。

(6) 公民的分野の勉強をすれば，

私のふだんの生活や社会に

出て役立つと思いますか。

生徒質問紙

そう思う どちらかといえば
そう思う

どちらかといえば
そう思わない

そう思わない

分からない その他 無回答

23.0

19.4

34.1

31.7

21.0

25.4

16.7

18.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1)社会科の勉強が
好きですか。

(4)公民的分野の勉強が
好きですか。

生徒質問紙

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない

そう思わない

分からない その他 無回答
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○ 公民的分野の授業の理解，学習方法（生徒質問紙 設問２(1)，(3)，(8)）

「公民的分野の授業がどれくらい分かりますか」に対して，肯定的な回答（「よ

く分かる」,「だいたい分かる」）をした割合は54.0％であった。

「学習した内容で分からないことがあったら，どうすることが多いですか」(設問

２(３))に対しては，「友人にたずねる」（26.9％）と「自分で調べる」（26.1％）

と回答した割合が高かった。

また，「国際関係を学習する際に，地図帳や地球儀を使って学習していますか」

(設問２(８))に対して，「よくする」と回答した生徒の得点が高い傾向がみられた。

53.2 51.1 49.6 46.5

0

20

40

60

80

全体
そう思う どちらかといえば

そう思う
どちらかといえば
そう思わない

そう思わない

(4)公民的分野の勉強が好きだ。
得点との関係

10.8 43.2 30.4 11.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生徒質問紙 （1）公民的分野の授業が

どのくらい分りますか。

よく分かる だいたい分かる

分かることと分からないことが
半分くらいずつある

分からないことが多い

ほとんど分からない その他

無回答

12.6 26.9 6.1 17.6 26.1 10.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生徒質問紙 （3）公民的分野の学習した内容で,分

からないことがあったら，どうすることが多いですか。

先生にたずねる 友人に

たずねる

家族の人に

たずねる

塾や家庭教師の

先生にたずねる

自分で調べる そのままに

しておく

特定不可 無回答
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○ 新聞やテレビのニュース番組等の活用（生徒質問紙 設問２(9)～(11)，(17)）

この他に政治や経済について，新聞を読んだり，テレビのニュース番組を見たり

すること，インターネットなどから情報を取り出したりすることを「よくする」と

回答している生徒や，これらの情報を見て家族と政治や経済について話を「よくす

る」生徒は得点が高い傾向が見られた。

さらに，公民的分野の授業で学習したことに関係のある本を読むことが「好き」

と回答している生徒や，本（雑誌，漫画は除く）をたくさん読んでいると回答した

生徒の得点が高い傾向が見られた。

52.3 51.4 50.2 48.2

0

20

40

60

80

調査Ⅰ

得点との関係

よくする ある程度する あまりしない まったくしない

7 .3 2 2 .1 3 9 .8 2 3 .7 6 .7

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

生徒質問紙 （8）国際関係を学習する際 に，

地図帳や地球儀を使って学習 していま すか。

よくする ある程度する

あまりしない まったくしない

国際関係に関する 学習はまったく，
またはほとんど したことがない

その他

無回答

8.8 24.6 37.5 28.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生徒質問紙 （9）新聞の政治や経済の欄をよく読んで

いますか。
よくする

ある程度する

あまりしない

まったくしない

その他

無回答

53.0 51.5 50.0 47.9

0

20

40

60

80

調査Ⅰ

得点との関係

よくする ある程度する あまりしない まったくしない

36.5 41.8 17.0 4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生徒質問紙 (10)政治や経済の動向を知るため，

テレビのニュース番組をよく見ていますか。

よくする

ある程度する

あまりしない

まったくしない

その他

無回答

51.4 50.1 48.5 44.3

0

20

40

60

80

調査Ⅰ

得点との関係

よくする ある程度する あまりしない まったくしない
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○ 知識や概念についての指導の実際（学校質問紙 設問１(1)，(6)～(10)）

「知識や概念の定着を図るためにどのようなことをしていますか」に対して該当

するものの割合は，「小テストの実施」（63.0％），「ワークシートの実施」

（70.0％），「ノート点検」（77.0％）であった。

具体的な指導について肯定的な回答（「よくする」又は「ある程度する」）は，

「授業の中で具体例を挙げて概念を説明するようにしていますか」（100.0％），

「授業で指導した内容について，生徒自身の生活との関連や影響について考えさせ

るようなことをしていますか」（91.0％），「現代の世界や日本の出来事について，

その背景・原因や結果・影響を考えさせるような指導ををしていますか」（91.0

％）などの回答の割合が高かった。

7.0 12.3 27.8 52.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生徒質問紙 （11）インターネットで，政治や経済に

ついての情報を見たり取り出したりしていますか。

よくする ある程度する あまりしない

まったくしない その他 無回答

52.1 52.3 50.8 48.8

0

20

40

60

80

調査Ⅰ

得点との関係

よくする ある程度する あまりしない まったくしない

53.2 52.2 49.3 46.9

0

20

40

60

80

調査Ⅰ

得点との関係

好きだ どちらかといえば好きだ

どちらかといえば好きではない 好きではない

6.2 15.8 28.5 23.1 26.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生徒質問紙 （17）公民的分野で学習したことに関

係のある本を読むことは好きですか。

好きだ どちらかといえば好きだ

どちらかといえば好きではない 好きではない

公民的分野の授業で学習したことに

関係のある本を読んだことはない

その他

無回答

63.0

70.0

77.0

15.0

0 20 40 60 80 100

小テストの実施

ワークシートの実施

ノート点検

その他

％

学校質問紙 (1)知識や概念の定着のために

どのようなことをしていますか。
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32.0

71.0

21.0

42.0

37.0

46.0

29.0

50.0

49.0

54.0

19.0

27.0

9.0

9.0

3.0

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(6) 授業の最後のまとめの中で用語の確認を

したり，用語の意味を説明できるようなまとめ方を

したりしていますか。

(7)授業のなかで具体例を挙げて概念を説明する

ようにしていますか。

(8) 資料から読み取ったことを，自分の言葉で
話したり，まとめさせたりするような指導を

していますか。

(9) 授業で指導した内容について，生徒自身の

生活との関連や影響について考えさせるような
ことをしていますか。

(10) 現代の世界や日本の出来事について，

その背景・原因や結果・影響を考えさせる
ような指導をしていますか。

学校質問紙

よくする ある程度する あまりしない まったくしない その他 無回答
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２ 問題解決的な学習の実現状況に関する調査（調査Ⅱ）

(1) 調査Ⅱの出題のねらい

中学校社会の公民的分野では，問題解決的な学習の実現状況を把握するため，写真

・図表・グラフ・地図などの資料（資料集）を活用し，調べ，考え，判断し，自分の

考えを適切に表現する力をみる記述式の問題を出題した。

(2) ペットボトルのリサイクルに関する問題

① 出題のねらい

問題１は，リサイクルについて環境保全の面からだけではなく，市場経済や財政

に関する概念や知識も活用して，資料を読み取り，その改善案について多面的・多

角的に考察させることをねらいとして出題した。

② 問題の構成，内容

出題のねらい問題番号

(1) 資料（新聞・図）から現在の日本のリサイクルの利点と問題点を読み取るこ

とができる。

(2) (1)の問題点を解決するための改善案について，資料に基づいて比較検討する

ことができる。

(3) 自分が支持する改善案について，その理由をまとめることができる。

(4) 追究した結果を踏まえて，関心を高め，さらなる追究課題を見つけることが

できる。

③ 個々の問題の内容と結果

ア １(1)について

(ｱ) 出題のねらい

容器包装リサイクル法のしくみの図を参考にして，日本におけるペットボト

ルのリサイクルの利点と問題点について,説明に必要な資料を資料集から選択し

て読み取らせることをねらいとして出題した。
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解答用紙

資料１ 新聞記事（2005年6月29日） 国内の循環に支障～廃ペットボトル(略)

資料２ 新聞記事（2005年9月15日） 清掃工場廃止追加で改修費１１００億円浮く(略)
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(ｲ) 調査結果

ａ 通過率

≪リサイクルの利点≫

本問において，適切な資料（資料２）を選択した生徒の割合は56.7％であ

った。また，利点の記述について，ア，イに適切な記述（「ごみの排出量を

減らす」，「ゴミの処理に関わる費用を節減する」）ができた生徒の割合は

20.2％であった。

資料の選択と適切な記述ができた生徒の割合（通過率）は29.0％であった。

一方，資料は適切に選択することができても記述ができなかった割合は

27.6％であり，資料を基にリサイクルの利点を，自分の言葉で表現すること

に課題がみられた。

【資料選択】 【記述】

反応率（％） 反応率（％）

21.3 20.2資料１を選択 ア，イに「ごみの排出量を減らす」，「ゴミの

処理に関わる費用を節減する」と解答している資料２を選択 56.7

もの上記以外の解答 5.5

16.5 11.1無解答 ア，イに「ごみの排出量を減らす」，「ゴミの

処理に関わる費用を節減する」のどちらか一つ

を解答しているもの

59.6上記以外の解答

9.2無解答

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答 ○：準正答

問題番号 反応率（％）解答類型

(1) 用いた資料の番号に２を選択し， ◎1 19.4

ア，イに「ごみの排出量を減らす」，「ゴミの処理に関利点

わる費用を節減する」と解答しているもの

9.6用いた資料の番号に２を選択し， ○2

ア，イに「ごみの排出量を減らす」，「ゴミの処理に関

わる費用を節減する」のどちらか一つを解答しているも

の

63.2上記以外の解答 9

無解答 0 7.8

≪リサイクルの問題点≫

本問において，適切な資料（資料１）を選択した生徒の割合は69.5％であ

った。また，問題点の記述について，ウ，エに適切な記述（「リサイクルに

は費用がかかる」，「リサイクルしないで外国（中国）に売った方が利益が

出る」）ができた生徒の割合は17.0％であった。

資料の選択と適切な記述ができた生徒の割合は15.7％であった。一方，資

料は適切に選択することができても記述ができなかった割合は53.8％であり，
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ペットボトルが回収されない原因を資料から読み取ることはできるが，その

背景までとらえることは十分ではない状況が見られた。

【資料選択】 【記述】

反応率（％） 反応率（％）

69.5 17.0資料１を選択 ウ，エに「リサイクルには費用がかかる」，

「リサイクルしないで外国（中国）に売った資料２を選択 6.8

方が利益が出る」と解答しているもの上記以外の解答 2.9

20.8 70.3無解答 上記以外の解答

12.7無解答

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答

問題番号 反応率（％）解答類型

(1) 用いた資料の番号に１を選択し， ◎1 15.7

ウ，エに「リサイクルには費用がかかる」，「リサイク問題点

ルしないで外国（中国）に売った方が利益が出る」と解

答しているもの

上記以外の解答 9 73.7

無解答 0 10.6

≪(1)のまとめ≫

なお，(1)でリサイクルの利点と問題点のすべてが正答であった生徒の割

合は7.0％であった。提示された視点に沿って資料を選択することはできた

が，複数の資料を読み取ったり，文章資料から社会的事象の問題点を多角的

に読み解くことについては十分ではないと考えらえる。また，利点と問題点

それぞれの記述内容を見ると，視点に沿って自分で考察して，解釈した解答

をしているのではなく，資料中の文章をそのまま写すケースがみられた。

イ １(2)について

(ｱ) 出題のねらい

(1)で把握したリサイクルの問題点を踏まえた上で，ペットボトルの回収シス

テムに関する二つの改善案(【市町村に対して国が財政的な支援を行う案（Ａ

案）】と【ペットボトルのリユースの仕組みを導入する案（Ｂ案）】)の長所と

短所について，複数の資料の中から適切な資料を選択して，比較検討して，そ

の理由を説明することができるかをねらいとして出題した。



- 158 -

資料１ 新聞記事（2005年6月29日） 国内の循環に支障～廃ペットボトル(略)

資料２ 新聞記事（2005年9月15日） 清掃工場廃止追加で改修費１１００億円浮く(略)

資料３ 日本のペットボトルの生産量とリサイクルの状況

資料４ ビールの納品書と酒屋さんの話

資料５ 新聞記事（2006年6月2日） Ｇ社，ポリ袋全廃～全店紙袋に切り替え(略)
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(ｲ) 調査結果

ａ 通過率

≪市町村に対して国が財政的な支援を行う案（Ａ案）≫

Ａ案の長所では，長所を説明するために必要な資料(資料１)を選択でき

た生徒の割合は24.1％，長所を「国の財政面の支援によって，市町村の財

政的負担が軽くなる」と適切に記述できた生徒は12.3％であった。また，

資料の選択とその長所の記述がともにできた生徒は7.8％であった。

Ａ案の短所では，短所を説明するために必要な資料(資料１，資料３，資

料１と３)を選択できた生徒の割合は45.0％であったが，短所を「国の財政

的な負担が増大する」と適切に説明することができた割合は19.5％であっ

た。また資料の選択とその短所の記述がともにできた割合は12.2％であっ

た。

Ａ案の長所及び短所ともに，適切に記述することができた生徒の割合(通

過率)は，1.3％であった。

Ａ案の長所

【資料選択】 【記述】

反応率（％） 反応率（％）

24.1 12.3資料１を選択 記述が適切であったもの（「国の財政

面の支援によって，市町村の財政的負

担が軽くなる」）

41.1 51.9それ以外の解答を選択 記述が適切ではなかったもの

34.9 35.9無解答 無解答

7.8資料選択，記述ともに適切であったもの

Ａ案の短所

【資料選択】 【記述】

反応率（％） 反応率（％）

45.0 19.5資料１，又は資料３，又 記述が適切であったもの（「国の財政

的な負担が増大する」）は資料１と３を選択

16.3 43.5それ以外の解答を選択 記述が適切ではなかったもの

38.8 37.1無解答 無解答

12.2資料選択，記述ともに適切であったもの

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答

問題番号 反応率（％）解答類型

(2) 【Ａ案】 ◎1 1.3

長所は，

用いた資料の番号に１を選択し，「国の財政面の支援に

よって，市町村の財政的負担が軽くなる」と解答してい
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るもの

短所は，

用いた資料の番号に１，３，１と３のいずれかを選択

し，
「国の財政的な負担が増大する」と解答しているもの

上記以外の解答 9 71.2

無解答 0 27.5

≪ペットボトルのリユースの仕組みを導入する案（Ｂ案）≫

Ｂ案の長所について，長所を説明するために必要な資料の選択ができた

生徒の割合は，56.0％，長所の説明の記述ができた割合は57.4％であった。

また，資料の選択と記述がともにできた割合は48.6％であった。

Ｂ案の短所については，短所を説明するために必要な資料の選択ができ

た生徒の割合は38.0％であったが，短所の説明の記述ができた割合は4.3％

であった。生徒の解答の記述内容をみると，短所を説明する際に資料を用

いて説明せず，「人が使ったものをリユースするのはいやだ」という日常

的な感覚から解答した生徒が多かった。

Ｂ案の長所及び短所ともに，適切に記述することができた生徒の割合(通

過率)は，2.7％であった。

Ｂ案の長所

【資料選択】 【記述】

反応率（％） 反応率（％）

56.0 57.4資料４を選択 記述が適切であったもの(「財政的な負

担が少なくなる」)

18.4 17.6それ以外の解答を選択 記述が適切ではなかったもの

25.6 25.0無解答 無解答

48.6資料選択，記述ともに適切であったもの

Ｂ案の短所

【資料選択】 【記述】

反応率（％） 反応率（％）

38.0 4.3資料３，又は資料４，又 記述が適切であったもの(企業や消費者

の負担が大きい)は資料３と４を選択

22.1 56.7それ以外の解答を選択 記述が適切ではなかったもの

40.0 39.0無解答 無解答

3.4資料選択，記述ともに適切であったもの
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【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答

問題番号 反応率（％）解答類型

2.7(2) 【Ｂ案】 ◎1

長所は，

用いた資料の番号に４を選択し，

「・財政的な負担がすくなくなる」

「・ペットボトルを再利用するため資源やエネルギー

の消費を減らすことができる」

「・ゴミを減らすことができる」と解答しているもの

短所は，

用いた資料の番号に３，４，３と４のいずれかを選択

し,

「企業や消費者の負担が大きい」と解答しているもの

上記以外の解答 9 75.5

無解答 0 21.9

≪ のまとめ≫(2)

この問いでは，設定したＡ案，Ｂ案の長所と短所について，資料に基づ

いてそれぞれを説明することが求められている。たとえば，Ａ案の長所は

「国が財政支援を行うこと」でペットボトルのリサイクルを進めるという

ことであるが，この長所を説明するために必要な資料の選択については，

「なぜ，国が財政支援を行なうのか」ということについて，(1)で整理した

リサイクルの利点と問題点を整理した結果から，「ペットボトルのリサイ

クルが費用面で市町村の負担になっている」ことを思い出し，必要とする

資料を選択するということになる。またその際，市場経済や財政に関して

学習した知識を活用することが求められている。しかし，今回の調査結果

から，(1)で検討したこと(ペットボトルのリサイクルが費用面で市町村の

負担になっていること)が，(2)のＡ案の長所(国が財政支援を行なう)と関

連づけてとらえることができていないと考えられる状況が見られた。この

ような状況はＡ案の短所やＢ案の短所でも同様の状況が見られた。

このことから，設定された条件などに従って資料を選択することはでき

るが，そこで選択した資料を設定された条件などに従って解釈して表現し

たり，既習の内容と関連付けて考えることが十分ではないと考えられる。

さらに，Ａ案，Ｂ案の長所と短所についての資料選択及び記述ともに，

無解答の生徒の割合が30％以上あり，すべての問題に対して無解答であっ

た割合も27.5％みられた。

なお，問題１(2)のＡ案の長所と短所，Ｂ案の長所と短所のすべてを通過

した割合は1.8％であった。
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ｂ 質問紙調査の結果(生徒質問紙 設問３(12)～(14))

問題１(2)について，「問題に取り組んだときに用いた文章の資料につい

て，当てはまるものはどれですか」(生徒質問紙 設問３(12))に対して，

「文章の資料は全て読んで，その内容を理解することができた」と回答し

た生徒の割合は27.7％であったが，「文章の資料のなかに内容が分からな

いものがあった」と回答している生徒の割合は50.5％と高く，生徒の意識

からも，文章の資料を読んで解釈することに課題があることがうかがわれ

る。

なお，問題１(2)に関連するグラフや表については，「活用することがで

きた」と回答した生徒の割合は約40％，「内容が分からなかった」の割合

は25％以下であった。

27.7 9.2 50.5 5.1 7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(12) 1 の(2)の問題に取り組んだときに用いた文章の資料について，

当てはまるものはどれですか。

文章の資料はすべて読んで，

その内容を理解することができた

文章の資料のなかに

文章が読めないところがあった

文章の資料のなかに内容が

分からないものがあった
時間が足りなくて

資料を読むことができなかった

問題に取り組まなかった その他

無回答

42.3 17.5 22.5 8.1 8.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生徒質問紙 （13）1の問題に取り組んだときに用いた資料3のグラフについて，

当てはまるものはどれですか。

資料3のグラフは活用する

ことができた

資料3のグラフは

どのように読んでいいのか

分からなかった

資料3のグラフの内容が

分からなかった

時間が足りなくて資料を

読むことができなかった

問題に取り組まなかった その他

無回答

38.8 17.9 25.0 8.5 8.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(14) 1の(2)の問題に取り組んだときに用いた資料4の表の部分について，

当てはまるものはどれですか。

資料4の表は

活用することができた

資料4の表はどのように

読んでいいのか分からな

かった

資料4の表の内容が

分からなかった

時間が足りなくて資料を

読むことができなかった

問題に取り組まなかった その他

無回答
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ウ １(3)について

(ｱ) 出題のねらい

ペットボトルのリサイクルに関する問題点を解決するための二つの解決案に

ついて，日本のペットボトルのリサイクルの問題点について再確認をして，

(2)の検討に基づいてＡ案かＢ案のどちらかの改善策を選択して，その改善案を

支持する理由を説明することができるか把握することをねらいとしている。

(ｲ) 調査結果

ａ 通過率

日本のペットボトルのリサイクルの問題点を，「市町村の財政支援が大き

い」など，(1),(2)の内容を踏まえて適切に記述できた生徒の割合は53.3％で

あった。

自分が支持する改善案については，Ａ案又はＢ案のいずれかを選択した生

徒の割合は78.1％であったが，支持する理由を「国の財政支援によりリサイ

クルが順調に行われるから」（Ａ案を選んだ場合）や「現在の日本のペット

ボトルのリサイクルの仕組み自体に問題がある」（Ｂ案を選んだ場合）など，

適切に記述できた生徒の割合は50.3％であった。誤答をみると，問題点と解

決案を関連付けていない記述もみられた。なお，支持する理由として，二つ

の案を比較した結果としての選択であることを記述している解答は少なかっ

た。

日本のペットボトルのリサイクルの問題点，支持する案，支持する理由を

整合性をもって記述できた生徒の割合（通過率）は，39.9％であり，前問の

成果を活用して，問題点を多角的にとらえたり，問題点と解決案を関連付け

て考えたりすることに課題がみられた。
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【日本のペットボトルのリサイクルの問題点】(％)

○ペットボトルのリサイクルのシステムなど 左記以外の解答 無解答

に 適切に問題点を指摘して解答,

53.3 24.4 22.2

【自分が支持する案】(％)

Ａ案 Ｂ案 左記以外の解答 無解答

24.8 53.3
1.8 20.1

78.1

【自分が支持する理由】(％)

○Ａ案を選んで適切 ○Ｂ案を選んで適切 左記以外の解答 無解答

に解答したもの に解答したもの

12.4 37.9 26.6 23.1

Ａ案を選択した24.8 Ｂ案を選択した53.3
％のうち50.1％ ％のうち71.2％

50.3

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答

問題番号 反応率（％）解答類型

案 39.9(3) 日本のペットボトルのリサイクルの問題点，支持する ， ◎

支持する理由の関係において整合性がとれているもの 1

<例１>

・ 日本のペットボトルのリサイクルの問題点

「市町村の財政的負担が大きい」

支持する案 Ａ 案

支持する理由

「国の財政支援によりリサイクルが順調に行われるか

ら」

<例２>

・ 日本のペットボトルのリサイクルの問題点

「現在の日本のペットボトルのリサイクルの仕組み自体

に問題がある」

支持する案 Ｂ 案

支持する理由

「あらかじめ容器代をペットボトルの代金の上にのせて

おけば,ペットボトル返却時に代金が返してもらえるの

でリユースが行われやすいと考えられるから」

4上記以外の解答 9 42.

無解答 0 17.8

エ １(4)について

(ｱ) 出題のねらい

ここでは，(1)から(3)までに課題を追究してきたことを踏まえ，さらに検討

を加えるための追究課題を設定することができるかどうかをねらいとして出題

した。
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資料６ 各国のペットボトルの生産と回収（2000年）

(ｲ) 調査結果

ａ 通過率

資料から二つの国を選び，その理由として，共通した状況がみられる指標

と，対照的な状況がみられる指標をあげて検討し，調べてみたいと記述でき

た生徒の割合（通過率）は47.7％であった。誤答として，資料から共通した

状況や対照的な状況がみられる指標に触れていないものなどがみられ，資料

を使って，追究課題を設定することに課題がみられた。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答，○：準正答

問題番号 反応率（％）解答類型

(4) 資料から二つの国を選び，共通した状況がみられる指標 ◎1 3.5

と，対照的な状況がみられる指標をあげて検討して答え

ているもの

<例>

調べてみたい国 「フランスとイギリス」

理由 「一人あたりの生産量・消費量にはそれほど差が

ないのに，回収量にはかなり差があるので，回収方法や

リサイクルの政策にどのような違いがあるのか調べて，

日本にとって参考になるものがあるかどうか調べてみた

い」

一つの指標のみに着目して検討して答えているもの ○2 44.3

上記以外の解答 9 34.1

無解答 0 18.2
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ｂ 質問紙調査の結果(生徒質問紙 設問３(15)）

「２の(４)の問題に取り組んだときに用いた資料６の表の部分について，

当てはまるものはどれですか」に対して，「資料６の表は何を意味している

のか分かった」と回答している割合が50.1％であったが，「資料６の表の内

容が分からなかった(表に書いてある数値は読み取ることができたが，何を

意味しているか分からなかった)」（20.5％）や「資料をどのように読んで

よいのか分からなかった」（13.3％）と回答している割合がみられた。

ペーパーテストとの関係をみると，「表が何を意味しているか分かった」

と回答した生徒の２(4)の通過率が高い傾向がみられた。

④ 質問紙調査の結果(生徒質問紙 設問３(17))

「１の問題全体に取り組むときに，「需要」や「費用」など，経済的な学習で

学んだ内容も踏まえて考えましたか」に対して，「考えた」又は「多少考えた」

と回答した生徒の割合は58.8％であったが，「あまり考えていない」又は「考え

ていない」と回答した生徒の割合も40.6％みられた。

ペーパーテストとの関係をみると，「考えた」と回答した生徒は，「考えてい

ない」と回答した生徒と比べて，１全体の通過率の平均が高い傾向がみられた。

50.1 13.3 20.5 6.2 8.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生徒質問紙 （15）1の（4）の問題に取り組んだときに用いた資料6の表の部

分について，当てはまるものはどれですか。

資料6の表は何を

意味しているのか分かった

資料6の表はどのように

読んでいいのか分からなかった

資料6の表の内容が

分からなかった

時間が足りなくて資料を

読むことができなかった

問題に取り組まなかった その他

無回答

59.9

44.1 46.5

21.6

0

20

40

60

80

100

調査Ⅱ

通過率

資料6の表は何を

意味しているのか分かった

資料6の表はどのように

読んでいいのか分からなかった

資料6の表の内容が

分からなかった

時間が足りなくて資料を

読むことができなかった

18.5 40.3 25 .3 15.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生徒質問紙 （17）1の問題全体に取り組むときに，「需要」や

「費用」など，経済的な学習で学んだ内容も踏まえて考えました

か。

考えた 多少考えた あまり考えていない

考えていない その他 無回答

25.4 24.0 20.7 19.4

0

20

40

60

80

100

調査Ⅱ

通過率の平均

考えた 多少考えた あまり考えていない 考えていない
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(3) 駐輪に関する問題

① 出題のねらい

問題２は，駐輪などに関する問題を通して，課題を見出し，今まで取られてきた

対策を把握し，その結果を踏まえて解決策を考えさせることをねらいとして出題し

た。さらに円グラフや文書資料などの資料の活用についても見ることをねらいとし

ている。

② 問題の構成，内容

出題のねらい問題番号

(1) 資料から自転車の駐輪や自転車走行などについての課題を見いだすことがで

きる。

(2) 資料から，今までの課題に対する解決策とその結果，原因を考えることがで

きる。

(3) (2)を踏まえて，新しい解決策を考え，なぜそれがよい解決策であるのかを

説明することができる。

③ 個々の問題の内容と結果

ア ２(1)について

(ｱ) 出題のねらい

写真資料から，自転車の走行や駐輪についての課題を見いだすことを出題の

ねらいとした。
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(ｲ) 調査結果

ａ 通過率

５枚の写真資料から，自転車の走行や駐輪に課題があることを見いだして，

「自転車の走行が禁止されているのにもかかわらず自転車に乗っている人が

いる」など，適切に記述できた生徒の割合（通過率）は84.6％であった。

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答

問題番号 反応率（％）解答類型

(1) 資料から自転車の駐輪や走行などについて課題を見いだ ◎1 84.6

して解答しているもの

<例> 自転車の走行が禁止されているのにもかかわらず自

転車に乗っている人がいる

上記以外の解答 9 7.9

無解答 0 7.5

イ ２(2)について

(ｱ) 出題のねらい

自転車の走行や駐輪に関する課題について，Ｊ市が実施した対策及びそれが

効果を上げなかった理由について，必要な資料を選択し，情報を読み取ること

を出題のねらいとした。
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(ｲ) 調査結果

ａ 通過率

≪Ｊ市における対策≫

Ｊ市がとった対策について，適切な資料（資料９又は13）を選ぶことがで

きた生徒の割合は60.6％，調査問題の資料の内容を踏まえて対策を記述でき

た生徒の割合64.4％であった。

適切な資料を選び，「市は有料の駐輪場を建設し，商店街は，その利用を

促すため，買い物客に対して無料の駐輪券を配布した」（資料９を選んだ場

合の例）など，資料の選択と整合性がある対策を記述できた生徒の割合（通

過率）は55.1％であった。

【資料の選択】(％)

○資料９を選択 ○資料13を選択 左記以外の解答 無解答

29.8 30.8 21.8 17.6

【対策】(％)

○調査問題の資料の内容

を踏まえて対策を記述 左記以外の解答 無解答

した解答

64.4 16.8 18.7

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答

問題番号 反応率（％）解答類型

(2) 用いた資料と対策の間に整合性がみられるもの ◎1 55.1

対策 <例1>

９・用いた資料の番号

対策 「市は有料の駐輪場を建設し，商店街は，その

利用を促すため，買い物客に対して無料の駐輪券を配

布した」

<例2>

13・用いた資料の番号

対策 「市は自転車進入禁止及び駐輪禁止について,罰

則のある条例を制定した」

上記以外の解答 9 28.2

無解答 0 16.7

≪Ｊ市において対策が成果を上げなかった原因≫

Ｊ市において対策が成果を上げなかった原因について，適切な資料（資料

10,11,12,14,15,16）を選ぶことができた生徒の割合は63.7％，調査問題の

資料の内容を踏まえて，その原因を記述できた生徒の割合は55.4％であった。

適切な資料を選び，「駐輪場の無料利用券は商店主にも自転車利用者にも

あまり活用されなかったため，この対策は失敗に終わった」（資料10を選ん

だ場合の例）など，資料の選択と整合性がある原因を記述できた生徒の割合

（通過率）は49.3％であった。
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【資料の選択】(％)

○適切に資料を選んだもの 左記以外の解答 無解答

63.7 16.3 20.0

【対策が成果を上げなかった原因】(％)

○調査問題の資料の内容を

踏まえて対策を記述した 左記以外の解答 無解答

解答

55.4 25.3 19.4

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答

問題番号 反応率（％）解答類型

(2) 用いた資料と原因の間に整合性がみられるもの ◎1 49.3

原因 <例>

10・用いた資料の番号

原因 「駐輪場の無料利用券は商店主にも自転車利用

者にもあまり活用されなかったため，この対策は失敗

に終わった」

上記以外の解答 9 32.2

無解答 0 18.5

≪(2)のまとめ≫

「Ｊ市における対策」と「Ｊ市において対策が成果を上げなかった原因」

の両方正しく解答できた生徒の割合は37.0％であった。

ウ ２(3)について

(ｱ) 出題のねらい

この問題は，複数の資料を用いて自分で考えた解決策を示して，なぜそれら

の資料を用いたのか説明できることをねらいとしている。この問題は１のよう

に，こちらが示した解決策のうちどちらを選ぶかというような問題ではなく，

自分で解決策を考えることになっている。また解決策を考えるに当たり，複数

の資料を用いて多角的に考えることができるかどうかをねらいとしている。

資料７～16 アーケード内の商店主と商店利用者に対するアンケートの結果(略)

資料17 Ｋ国の自転車に関する状況(略)

資料18 Ｌ市の駐輪場に関する状況(略)

資料19 Ｍ国のＮ市における交通政策(略)

資料20 Ｏ国のＰ市における交通政策(略)
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(ｲ) 調査結果

ａ 通過率

Ｊ市の自転車問題の解決のために，(1)，(2)で考えたことを踏まえて，自

分で考えた解決策を記述することができた生徒の割合は55.3％であった。

しかし，自分で考えた解決策について，複数の資料を用いて，解決策と整

合性のある，資料を用いた理由まで記述できた生徒の割合（通過率）は，

23.3％であった。誤答をみると，解決策しか書いていない解答，資料は選ん

でいても資料を選んだ理由との間に整合性がない，又は理由を書いていない

解答などの割合は54.1％がみられ，無解答の割合も22.7％であった。

本問は，解決策を考えるに当たり，複数の資料を用いて多角的に考えるこ

とができるかどうかをねらいとしたが，複数の資料を用いて自分の考えをま

とめる力が十分ではないと考えられる。

【自転車問題の解決策】(％)

○自分で考えた解決策を 左記以外の解答 無解答

記述した解答

55.3 25.3 19.4

【解答類型ごとの反応率】 ◎：正答

問題番号 反応率（％）解答類型

(3) 複数の資料を用いて，解決策と用いた資料，その資料を ◎1 23.3

用いた理由の間に整合性がみられるもの

<例>

・解決策 「条例を周知させるととも，取り締まりや罰

則を強化する」

15・用いた資料の番号

その資料を用いた理由 「罰則規定があることを知ら

ない人が7割もいるから，条例の内容はきちんと知らせ

なくてはならないと考えたから」

20・用いた資料の番号

その資料を用いた理由 「外国では厳しい罰金制度を

行うことで解決を図ろうとしている例があるから」

上記以外の解答 9 54.1

無解答 0 22.7

ｂ 質問紙調査の結果(生徒質問紙 設問３(18)，(19)）

「２の(３)の問題に取り組んだときに用いた文章の資料について，当ては

まるものはどれですか」に対して，「文章の資料はすべて読んで，その内容

を理解することができた」と回答している割合が33.0％であったが，「文章
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の資料の中に何が書いてあるのか分からないものがあった(資料に書いてあ

る文章は読み取ることができたが，何を意味しているのかが分からない資料

があった）」と回答した割合が27.0％みられた。ペーパーテストとの関係を

みると，「文章の資料はすべて読んで，その内容を理解することができた」

と回答した生徒は，「分からないものがあった」と回答した生徒と比べて，

通過率が高い傾向がみられた。両者の通過率の差は16.6％であった。

また，グラフの資料についても，「グラフの資料はすべて何を意味してい

るのかがわかった」と回答した生徒の割合は38.6％であったが，「グラフの

資料の中に何が書いてあるのか分からないものがあった」（21.1％）やグラ

フの資料の中には内容が分からないものがあった」（15.4％）がみられた。

ペーパーテストとの関係をみると，「グラフの資料はすべて何を意味してい

るのかがわかった」と回答した生徒は，「分からないものがあった」と回答

した生徒と比べて，通過率が高い傾向がみられた。

37.4
25.4 20.8

10.4

0

20

40

60

80

100

調査Ⅱ

通過率

文章の資料はすべて読んで，
その内容を理解することができた

文章の資料のなかに文章が
読めないところがあった

文章の資料のなかに内容が

分からないものがあった

時間が足りなくて資料を

読むことができなかった

33.0 13.3 27.0 16.3 9.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生徒質問紙 （18）2の（3）の問題に取り組んだときに用いた文章の資料につ

いて，当てはまるものはどれですか。

文章の資料はすべて読んで，

その内容を理解することができた

文章の資料のなかに文章が

読めないところがあった
文章の資料のなかに内容が

分からないものがあった

時間が足りなくて資料を

読むことができなかった

問題に取り組まなかった その他

無回答

37.0
24.2 19.1

7.2

0

20

40

60

80

100

調査Ⅱ

通過率

グラフの資料はすべて何を

意味しているのか分かった

グラフの中にはどのように読んで

いいのか分からないものがあった

グラフの資料のなかには内容が

分からないものがあった

時間が足りなくて資料を

読むことができなかった

38.6 15.4 21.1 14.6 9.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生徒質問紙 （19）2の（3）の問題に取り組んだときに用いたグラフ

の資料について，当てはまるものはどれですか。

グラフの資料はすべて何を

意味しているのか分かった

グラフの中にはどのように読んで

いいのか分からないものがあった
グラフの資料のなかには

内容が分からないものがあった

時間が足りなくて資料を

読むことができなかった
問題に取り組まなかった その他

無回答
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(4) 質問紙調査の結果

（ ）○ 問題解決的な学習の実際 生徒質問紙 設問３

「身の回りの解決しなければならない問題があるとき，その問題の原因を考える

ようにしていますか」に対して肯定的な回答（「よくする」又は「ある程度す

る」）をした割合は70％以上であったが，他の項目は40％未満であった。

問題解決的な学習について「調査Ⅱでおこなったような学習の中で，あなたは何

が一番苦手ですか」(３(9))に対して，「自分の考えを発表すること」（16.9％），

「資料に基づいて考えること」（16.3％），「考えたことをまとめること」

（16.1％），「必要な資料を選び出すこと」（15.4％）と回答した割合が多かった。

6.1

4.6

2.8

5.4

8.4

32.3

24.6

21.5

7.8

15.0

25.3

40.5

44.6

45.5

31.6

37.2

40.2

18.7

24.5

28.2

57.6

42.3

25.2

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(2)公民的分野の学習において，資料から読み取ったことを，

自分の言葉で話したりまとめたりするようなことは

していますか。

(3) 公民的分野の学習において，考察したり追究したりした

結果の発表のまとめ方や，効果的な発表の仕方について
工夫していますか。

(4) 公民的分野の学習において，学校の図書館などを

利用して，資料を集めたり活用したりしていますか。

(5)公民的分野の学習において，新聞や資料などから，
課題を見つけるような学習をしていますか。

(7)学校生活も含めてあなたの身の回りの問題を解決する

ときに，社会科で学習したことと結びつけて考えることが

ありますか。

(8) 学校生活も含めてあなたの身の回りの解決しなければ

ならない問題があるとき，その問題の原因を考えるように
していますか。

生徒質問紙

よくする ある程度する あまりしない まったくしない その他 無回答

9.2 6.8 15.4 14.2 4.8 16.3 16.1 16.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生徒質問紙 （9）調査Ⅱでおこなったような学習のなかで，

あなたは何が一番苦手ですか。

課題を見つけること 資料を収集すること

必要な資料を選び出すこと 文書資料を読み取ること

グラフや表，図を読み取る

こと

資料に基づいて考えること

考えたことをまとめること 自分の考えを発表すること

その他 無回答
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なお，「公民的分野の学習において，自分の考えや調べたことを発表することは

楽しいですか」（３(1)）に対して肯定的な回答（「楽しい」又は「どちらかといえ

ば楽しい」）をした割合は28.5％であった。得点との関係をみると，肯定的な回答

をした生徒の得点が高い傾向がみられた。

○ 問題解決的な学習についての指導（学校質問紙 設問２）

「公民的分野の授業で問題解決的な学習を取り入れた授業を行っていますか」に

対して肯定的な回答（「よくする」又は「ある程度する」）をした教師の割合は

51.0％であった。

また，「問題解決的な学習の指導において，どのようなことに最も重点を置いて

指導していますか」に対して，「資料に基づいて考えること」（24.0％），「グラ

フや表，図を読み取ること」（14.0％）を回答した割合が高く，前述の生徒質問紙

と比較すると，教師が重点的に指導していると回答した指導内容について，生徒は

苦手と感じているなど，教師と生徒の意識の差がみられた。

9.0 19.5 26.7 25.8 18.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生徒質問紙 （1）公民分野の学習において，自分の考

えや調べたことを発表することは楽しいですか。

楽しい どちらかといえば楽しい

どちらかといえば楽しくない 楽しくない
分からない その他
無回答

7.0 44.0 45.0 4.0

0% 20% 40% 60% 80% 1 00%

学校質問紙 （1）公民的分野の授業で問題解決

的な学習を取り入れた授業を行っていますか。

よくする ある程度する あまりしない

まったくしない その他 無回答
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具体的な指導について肯定的な回答（「よくする」又は「ある程度する」）は，

「政治と経済などの複数の事象を関連づけて考えさせるような授業をしています

か」(学校質問紙２(4))（78.0％），「問題を解決するときに，生徒に問題の原因を

考えさせるような指導をしていますか。」(学校質問紙２(10))(78.0％)，「資料か

ら読み取ったことを，自分の言葉で話したり，まとめさせたりするような指導をし

ていますか。」(学校質問紙１(8))(71.5％)，「統計資料や文書資料から課題を見つ

け出すような指導を行っていますか」(学校質問紙２(９))（69.0％）は高い傾向が

みられたが，他の質問に対しては肯定的な回答の割合は50％未満であった。

前述の生徒質問紙と比較すると，例えば，「資料から読み取ったことを,自分の言

葉で話したりまとめさせたりするような指導をしていますか。」(学校質問紙１

(8))に対する肯定的な回答の割合は71.5％であったが,生徒の肯定的な回答の割合は

30.7％(生徒質問紙３(2))と,教師と生徒の意識の差がみられた。

7.0
2.0

8.0 14.0 24.0 8.0 7.0 24.0 6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校質問紙 （2）問題解決的な学習の指導において，どのようなこ

とに最も重点をおいて指導をしていますか。

課題を見つけること 資料を収集すること

必要な資料を選び出すこと 文書資料を読み取ること

グラフや表，図を読み取ること 資料に基づいて考えること

考えたことをまとめること 自分の考えを発表すること

その他 無回答

13.0

12.0

21.3

1.0

9.0

18.0

7.0

65.0

57.0

50.2

23.0

29.0

60.0

22.0

20.0

28.0

27.0

60.0

51.0

22.0

55.0

2.0

3.0

1.5

16.0

11.0

16.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(10)問題を解決するときに，生徒に問題の原因を
考えさせるような指導をしていますか。

(9)統計資料や文書資料から課題を

見つけ出すような指導をしていますか。

(8) 資料から読み取ったことを，自分の言葉で話したり，

まとめさせたりするような指導をしていますか。

(6)考察したり追究したりした結果の発表のまとめ方や，

効果的な発表の仕方について指導をしていますか。

(5)調べたことを発表させる活動を取り入れた

授業を行っていますか。

(4)政治と経済などの複数の事業を関連づけて
考えさせるような授業をしていますか。

(3)生徒で班で話し合いをさせるなど，

議論をさせるような授業をしていますか。

学校質問紙

よくする ある程度する あまりしない まったくしない その他 無回答
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３ 分析結果からみた主な課題と指導上の改善

(1) 日常の社会生活の具体的な事象と関連付けた，知識や概念についての指導の工夫

公民的分野における基礎・基本となる知識や概念は，公民的分野の目標である「国

民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培う」ため，現代社会をとらえる見方や

考え方を形成する上でも不可欠なものである。過去に行った教育課程実施状況調査結

果からも，政治や経済の基本的な概念の理解が課題となっているが，本調査結果にお

いても，具体的な事象や事例と結びつけて指導しやすい知識や概念は通過率が高い半

面，抽象的な概念は通過率が低い傾向がみられた。

こうしたことから，抽象的な概念の指導に当たっては，用語の解説にとどまらず，

新聞記事やテレビのニュース番組などから，日常の社会生活の具体的な事象として取

り上げ，関連付けて理解させる指導の工夫が求められる。また，インターネットや図

書館を使って，政治や経済に関する情報を収集・選択させたり，地図や年表の活用な

どを通して，地理的分野や歴史的分野の学習とも関連付け，現代の社会的事象に対す

る関心が高まるような指導の工夫が必要である。

(2) 解決への見通しを持たせ，筋道立てて問題を解決させる学習の改善

問題解決的な学習では，解決すべき課題とは何であるかを把握し，解決案を考え，

解決のために必要な資料を収集し，自分が考えたことや調べたことをまとめたことを

発表するなど，いくつもの作業が関連をもって成り立っている。

今回の調査結果からは，各小問をそれぞれ全く独立した問題ととらえたと思われる

解答が見受けられ，前問の答えを受けて次の問題を解いていると思われる解答が少な

かった。

こうしたことから，生徒自身に，問題の解決のためにはどのような手順で作業を行

えば解決に至るのか，それぞれの作業の関係や位置付け，問題解決に至る流れを把握

させることが大切である。その際，単に解決策だけが示されればよいのではなく，資

料などに基づいて考察し，解決策を見いだし，解決策に至る過程を他者に分かりやす

く説明できるようにすることが大切である。

そこで，例えばフローチャートなどを用いて，どのように追究するのかを整理して，

今何をしているのか(しなければならいのか），次にどのような作業をすればよいの

かということについて，その道筋を生徒に考えさせ，把握させるような指導が重要で

ある。(次に示す例は調査Ⅱの１の(2)の場合の例）

解決すべき課題：

Ａ案： Ｂ案：

長所： 短所： 長所： 短所：

根拠となる資料 根拠となる資料 根拠となる資料 根拠となる資料
と資料の解釈： と資料の解釈： と資料の解釈： と資料の解釈：

このような活動を通して，チャートが空欄であったり，長所と資料との関係が明確

でなく希薄であれば，さらに必要な資料を収集させたり，資料を再度読ませて，その
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内容をより深く理解させたり，分かりやすく説明させるなど，問題解決の場面に応じ

た指導も考えられる。また，追究した内容が整理されることで，生徒がどちらの解決

策を選ぶのかという次の段階に進みやすくなるなど，解決への筋道を立てて活動を行

うことができるよう配慮することが大切である。

(3) 必要な資料を選択し，複数の情報を読み取り，資料を活用して自分の考えをまと

め表現する活動の充実

問題解決的な学習を行うために，様々な資料を適切に収集，選択して多面的・多

角的に考察し，判断し，適切に表現する能力が求められる。

今回の調査では，資料をそのまま写している解答や，解決策を考えるために資料

を選択できても，選択した理由を述べることに課題がみられた。また，一つの資料

から一つの情報しか読み取ることができず，十分に資料を読み取っていない状況も

みられた。こうしたことから，資料の活用や表現について，次のような指導の工夫

改善が必要である。

第一に，どの事象とどの事象が関連があるのかを理解した上で，必要な資料を選

択したり，選択した資料をこれまでの学習に基づいて解釈することができるような

指導が求められる。本調査の生徒質問紙調査結果も，「文章は読み取ることはでき

たが，何を意味しているのか分からない資料があった」という回答が多くみられ，

既習した学習内容と関連させて読ませたり，既習の政治や経済についての見方や考

え方に基づいて資料を読み解くことができるよう指導することが大切である。

第二に，一つの資料から，多くの情報を読み取らせ，解釈させることができるよ

うに，資料を丁寧に読み取らせるよう指導することが求められる。例えば，文書資

料から読み取れることを短くまとめさせて，グループで発表しあったりして，読み

取れない内容を互いに評価しあうなどの方法も考えられる。

第三に，複数の資料を読み取って整理すること，整理したことに基づいて，自分

の意見をまとめることは問題を解決する上で重要なことである。また，自分の言葉

で分かりやすく他人に伝えるということができなければ，他人を説得したり，議論

を通してより考察を深めていくことができない。そこで図やグラフなども用いなが

ら，多くの資料に基づいて多面的多角的に考察し，他人に分かりやすく説明できる

ように指導を重ねていくことが求められる。
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