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本報告書の活用に当たって

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

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

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

るようにする」ことが基本方針として掲げられています。

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

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

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

実施しました。

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

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

の学習指導の改善・充実が求められています。

このような状況を踏まえ，本報告書では，以下の２種類の分析を行いました。

Ⅰ 平成24年度全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた詳細分析

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

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

や，理科に関する意識と学力の関係等についての分析を行いました。

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

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

に向けた示唆が得られました。

Ⅱ 観察・実験の技能の習得状況に関する調査分析

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

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

調査分析を行いました。

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

部に課題が見られました。

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

改善のポイント等について記述しています。

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

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

お願いいたします。
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Ⅰ 平成24年度全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた詳細分析（概要）
平成24年度全国学力・学習状況調査（以下，「学力調査」という）

調査日 ：平成24年４月17日（火）
調査対象学校数 ：中学校，中等教育学校，特別支援学校中学部 4,471校（抽出調査実施率41.5％）
調査対象生徒数 ：第３学年 442,558人（中学校理科）
詳細分析の趣旨 ：学力調査（中学校理科）の結果をさらに分析し，今後の理科における指導

方法の改善や充実に役立てる。

詳細分析の分析方法：学校質問紙と生徒質問紙のクロス集計，問題間のクロス集計など

○ 分析結果から見られる特徴的な傾向

１ 教師・生徒の意識と平均正答率に関する分析
○ 生徒の理科の授業に対する意識が高いと平均正答率が高い傾向が見られる

・ 理科に対して肯定的な意識をもつ生徒（「当てはまる」または「どちらかといえば，当
てはまる」）の方が，生徒の平均正答率が高い傾向が見られる。

例えば，「観察や実験を行うことは好き」と回答している生徒の方が，観察・実験の技
能に関する問題の生徒の平均正答率が高い傾向が見られる。 〔p.18〕
生徒質問紙76：観察や実験を行うことは好きですか

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

観察・実験の技能に関する生徒の平均正答率

その他，以下の質問に対する肯定的な回答についても，同様な傾向が見られる。
生徒質問紙69：理科の授業の内容はよく分かりますか 〔p.16〕
生徒質問紙70：自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがありますか 〔p.17〕

○ 指導の狙いが必ずしも生徒に認識されているとはいえない傾向が見られる
・ 観察や実験の結果を分析し解釈する指導が必ずしも生徒に意識されていないことが考え

られる。教師が理科の指導として，観察・実験の結果を分析し解釈する学習活動を行って
いても，生徒が主体的に観察や実験を分析していない場合が考えられる。 〔p.26〕

学校質問紙62：第３学年の生徒に対する理科の指導として，前年度までに，観察や実験の結果を分析し

解釈する指導を行いましたか

生徒質問紙78：理科の授業で，観察や実験の結果をもとに考察していますか

学校質問紙62の回答結果

学校質問紙62の回答における

生徒質問紙78の回答結果

生徒質問紙78の回答結果

肯定的な回答をしている学校

における生徒の回答の割合

否定的な回答をしている学校

における生徒の回答の割合

否定的な回答

11.5
肯定的な回答

88.4

否定的な回答
41.8

否定的な回答
48.9

肯定的な回答
57.4

肯定的な回答
50.3

肯定的な回答

56.7

否定的な回答

42.6
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※ 学校質問紙62で「観察や実験の結果を分析し解釈する指導を行った」と肯定的（「よく行った」また

は「どちらかといえば，行った」）に回答している学校の割合は88.4％である。この肯定的に回答した

学校の生徒について，生徒質問紙78の回答を見てみると，そのうち41.8％の生徒は，理科の授業で，

観察や実験の結果をもとに考察することについて否定的（「どちらかといえば，当てはまらない」また

は「当てはまらない」）に回答している。

○ 指導の狙いに対して肯定的に回答している方が生徒の平均正答率が高い傾向が見られる
・ 生徒が理科の授業において，指導の狙いに対して肯定的（「当てはまる」または「どち
らかといえば，当てはまる」）に回答している方が，生徒の平均正答率が高い傾向が見ら
れる。

例えば，教師が，生徒に自ら考えた仮説を基に観察・実験の計画を立てさせる指導にお
いて，「自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てている」と肯定的に回答している生
徒の方が，観察・実験の計画に関する問題の生徒の平均正答率が高い傾向が見られる。

〔p.33〕
学校質問紙61：第３学年の生徒に対する理科の指導として，前年度までに，自ら考えた仮説をもとに観察，実験の計画を立てさせる

指導を行いましたか

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

学校質問紙61と生徒質問紙77のクロス集計における観察・実験の計画に関する問題の生徒の平均正答率（％）

生徒質問紙77 「当てはまる」または， 「どちらかといえば，当てはまらない」

学校質問紙61 「どちらかといえば，当てはまる」 または，「当てはまらない」

「よく行った」または，
① 55.3 ② 48.6

「どちらかといえば，行った」

「あまり行っていない」
③ 54.1 ④ 47.2

または，「全く行っていない」

※ 学校質問紙から見ると，学校が「よく行った」または「どちらかといえば，行った」と回答した①と「あまり行っていない」ま

たは「全く行っていない」と回答した③を比較すると，その差は1.2ポイントである。同様に，②と④についても生徒の平均正答率

の差は1.4ポイントである。

一方，生徒質問紙から見ると，生徒が「当てはまる」または「どちらかといえば，当てはまる」と回答した①と「どちらかとい

えば，当てはまらない」または「当てはまらない」と回答した②では，その差は6.7ポイントである。同様に，③と④についても生

徒の平均正答率の差は6.9ポイントである。

これらのことから，学校の積極的な取組も重要であるが，生徒の平均正答率の差については，学校の取組よりも生徒の意識の効

果の方が大きいと考えられる。

２ 知識・技能の習得や活用に関する分析
○ 複数の領域に共通した課題が見られる

・ 物理的領域における浮力や電力量，化学的領域における質量パーセント濃度において，
量的な関係の意味を理解することに課題がある。 〔pp.62-63〕

・ 生物的領域における光合成や，地学的領域における石灰岩（石灰石）とうすい塩酸の反
応を利用した岩石の分類において，化学的領域で指導している気体（二酸化炭素）の知識
の活用に課題がある。 〔p.58〕

・ 生物的領域で花のつくりを表す模式図を指摘したり，化学的領域おける液体のようすを
表す粒子のモデルを指摘したりすることにおいて，模式図やモデルを用いて考察すること
に課題がある。 〔pp.59-60〕

○ 理科の「記述式」の問題における平均正答率と国語に関する学校・生徒質問紙の関連
・ 国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気をつけて書いている

と回答した生徒の方が，理科の「記述式」に関する問題の平均正答率が高い傾向が見られ
る。 〔p.69〕

○ 理科の正答率と数学の正答率の関連
・ 数学の問題で簡単な比例式を解くことができている生徒の方が，理科で式を立て計算す

る問題の正答率が高い傾向が見られる。 〔pp.74-75〕
・ 数学の問題で表から必要な情報を適切に選択し処理することができている生徒の方が，

理科で式を立て計算する問題の正答率が高い傾向が見られる。 〔pp.76-77〕
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○ 分析結果を踏まえた指導改善のポイント

１ 科学的な思考力や表現力の育成

理科の指導において，生徒自らが学習の目標を認識して，以下の学習活動に取り組むようにすること

が大切である。

○ 問題を見いだし，観察，実験を計画する学習活動

・ 生徒自らが，話合いなどの言語活動を通して，問題を見いだして予想や仮説を立てたり，

従属変数（変化させる要因に伴って変わる事象）を確認し独立変数（変化させる要因）を

考えたり，観察・実験の条件の制御について考えたりする。 〔pp.32-36〕

○ 観察，実験の結果を分析し解釈する学習活動

・ 生徒自らが，話合いなどの言語活動を通して，観察･実験の結果を分析し解釈してまと

める。その際，どの結果を関連させて分析しどのように解釈したのかを，明確にするよう

な指導をすることが考えられる。 〔pp.26-30〕

○ 科学的な概念を使用して考えたり説明したりするなどの学習活動

・ 観察・実験における予想や考察など自分の考えを，周りの人に説明したり発表したりする。

〔p.73〕

・ 生徒自らが，理科と日常生活や社会との関連を図った学習活動において，学習したことを普

段の生活の中で活用できないかを考えたり説明したりする。 〔pp.20-24〕

言語活動についての指導を中学校３年間を見通して改善したり充実したりすることは，理科

においては科学的な思考力や表現力を育成するなどのために大切である。

○ 各教科等における言語活動を，理科の学習活動にも生かす

・ 自分の考えを発表する機会を設定する。 〔pp.72-73〕

・ 生徒が自分で調べたことや考えたことを分かりやすく文章に書く。 〔p.71，p.73〕

・ 自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く。 〔pp.68-69〕
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２ 基礎的・基本的な知識・技能の習得など

理科においては，以下の内容などについて，基礎的・基本的な知識・技能の習得などのため

に，中学校３年間を見通して指導を改善したり充実させたりすることが大切である。

【各領域に共通】

○ 電力量や質量パーセント濃度などを扱う際に，量的な関係の意味を理解する

・ 自然の事物・現象に関して量的な関係を見いだすためには，例えば，電力量を求める計

算においては，独立変数，従属変数を意識した指導を行うことが大切である。また，質量

パーセント濃度を求める計算においては，溶質，溶媒，溶液についての知識を身に付けた

上で，質量パーセント濃度の意味を理解することが大切である。 〔pp.62-63，74-75〕

○ 観察・実験の結果を，表にまとめたり，数値を処理したり，グラフ化したりする

・ 観察・実験における結果の処理ができるようにするために，例えば，観察・実験に際し

て定量的に測定した結果を表にまとめたり，数値を処理したり，グラフ化したりする学習

活動を充実することが大切である。 〔pp.76-77〕

【物理的領域】

○ 電力や電力量などの物理量の意味を理解する

・ 物理的な事物・現象に関して量的な関係を見いださせるために，独立変数，従属変数を

意識した指導を行うことが大切である。例えば，消費する電力量を求める計算において，

時間が独立変数になることを気付かせる。そして，日常生活に電力量の知識を活用させる

場面として，消費電力の表示器を使って実際に電力量と時間の関係を調べることなどで，

電力量を意識させる指導を行うことが考えられる。 〔p.52〕

【化学的領域】

○ 質量パーセント濃度の意味を理解する

・ 「質量パーセント濃度の意味」と「飽和水溶液を扱うときには，水の量によって溶質が

溶ける量には限度があること」を理解して説明できるようにするために，例えば，実際に

100ｇの水に食塩を溶かし，水に溶ける量には限度があることを体験することが大切であ

る。そのときの質量パーセント濃度を求めることで，飽和水溶液の質量パーセント濃度が

100％ではないことを見いだすことが考えられる。 〔p.55〕

○ 化学的な事物・現象について粒子のモデルと関連付けて理解する

・ 化学的な事物・現象について，粒子のモデルと関連付けて理解し，説明できるようにす

ることが大切である。例えば，水を入れた水槽に，食紅で着色した飽和食塩水をゆっくり

と水槽の下部に注ぎ，２層に分かれる実験を行い，粒子のモデルを使って液体のようすを

説明する学習活動が考えられる。 〔p.56〕

【生物的領域】

○ 花の模式図や植物の模型を使って，生物の体のつくりの共通点や規則性を見いだす

・ 生物の体のつくりを観察する際，体のつくりの共通点や規則性を見いだすために，例え

ば，模式図や模型などを実物と対応させる学習活動を取り入れることが考えられる。

〔p.46〕

【地学的領域】

○ 気体に関する知識を，活用できる知識として身に付ける

・ 中学校理科において，第１分野では物質としての気体を扱うが，第２分野では，光合成

や呼吸，石灰岩を調べることにおいて気体を扱う。気体に関して，各領域間で関連付けて

指導し，活用できる知識として身に付けることが大切である。 〔p.58〕
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Ⅱ 観察・実験の技能の習得状況に関する調査分析（概要）
趣旨 ：ペーパー調査で測定が困難な観察・実験の技能や，学力調査（中学校理科）

で課題が見られた技能の習得状況を調査分析する。
協力校 ：教育課程研究指定校６校
対象生徒数 ：中学校第３学年 生徒799人
実施期間 ：平成24年６月～12月
実施方法 ：調査項目における評価規準と類型（生徒の操作の状況などを事前に想定し分

類したもの）に基づき，評価者による生徒の行動観察及び生徒の調査用紙へ
の記述内容の分析から評価する。

主な調査分析項目：【物理的領域】電流回路の組み立て，電流の読み取り
【化学的領域】メスシリンダーの読み取り，一定濃度の水溶液の調製
【生物的領域】顕微鏡の使い方，スケッチの仕方
【地学的領域】ルーペの使い方，岩石の比較

※ 本調査分析で見られた傾向は，教育課程研究指定校６校を対象に実施した事例研究であり，全国
的な傾向を示すものではない。

○ 調査分析の結果から見られる特徴的な傾向
（ ◇…多くの生徒ができている技能 ◆…課題が見られる技能 ）

１ 観察・実験の技能の習得状況から見られる傾向
全体的な状況
◆ 技能に関する知識はあっても，実際に技能を使えない場合がある。
◆ 普段の授業においては観察・実験を班として行うことはできているが，一人一人の技能の習
得は不十分なものがある。

各領域の状況

【物理的領域】
◇ 回路図を見て，豆電球，抵抗，電池からなる回路を実際に組み立てられる。 〔pp.100-101〕
◇ 電流計を用いて，電流を測定する回路図がおおむねかける。 〔pp.102-103〕
◇ 電流計を用いて，豆電球に流れる電流を測定できる。 〔pp.106-109〕
◆ 電流の測定において，電流計の端子を適切に選択し，最小目盛りの1／10まで読み取ること
に課題が見られる。 〔pp.106-109〕

【化学的領域】
◇ ５％塩化ナトリウム水溶液を100ｇつくるのに，必要な水の質量を正しく計算で求められる。

〔pp.114-115〕
◆ メスシリンダーを使った水の体積の測定において，最小目盛りの1／10まで正しく読み取る
ことに課題が見られる。 〔pp.112-113〕

◆ ５％塩化ナトリウム水溶液を，適切な操作で100ｇつくることに課題が見られる。
〔pp.116-117〕

【生物的領域】
◇ 顕微鏡の使用において，高倍率でピントを合わせられる。 〔pp.122-123〕
◆ 顕微鏡の使用において，最初に低倍率の対物レンズから始め，段階的に高倍率にして観察す
ることに課題が見られる。 〔pp.120-121〕

◆ 顕微鏡を使った観察において，対象物を的確に捉えて，生物のスケッチの方法に基づいてス
ケッチすることに課題が見られる。 〔pp.126-127〕

【地学的領域】
◇ 堆積岩や火成岩の観察において，岩石を比較するための視点を挙げられる。〔pp.132-133〕
◆ 堆積岩や火成岩の観察において，ルーペを正しく使用することに課題が見られる。

〔pp.130-131〕
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２ 学力調査の結果と技能の習得状況から見られる傾向
学力調査で課題が見られた技能について，実技を伴う調査を行ったところ，次の課題が見ら

れる。
【測定値の読み方の技能】
◆ 学力調査において，「電流計の読み方の技能」を問う設問２(1)の正答率は45.4％であり，

課題が見られた。本調査分析においては，「電流計を接続して，端子を選んで，最小目盛り
の1／10まで読み取ること」及び「メスシリンダーの読み取りにおいて，最小目盛りの1／10
まで読み取ること」に課題が見られる。これらの結果から，測定器具の値の読み方の技能が
身に付いていない生徒がいることが考えられる。 〔pp.136-137〕

【一定の濃度の水溶液をつくる技能】
◆ 学力調査において，「『特定の質量パーセント濃度の水溶液をつくる』という技能」を問う

設問４(1)の正答率は52.0％であり，課題が見られた。本調査分析においては，「一定の濃度
の水溶液をつくるために必要な水の量を計算で求めること」はできるが，「実際に水溶液を
つくること」に課題が見られる。 〔pp.138-139〕

○ 調査分析の結果を踏まえた指導改善のポイント

各地域・学校における観察・実験の技能の習得状況の把握
・ 国立教育政策研究所が事例研究として，観察・実験の技能の中から，ペーパー調査で測定が
困難な観察・実験の技能や学力調査で課題の見られた観察・実験の技能の習得状況について分
析したところ，その一部に課題が見られた。この取組と結果を参考に，各都道府県，各市区町
村，各学校においても観察・実験の技能の習得状況を把握し，指導の改善に役立てることが大
切である。

各領域に共通
・ 基礎的・基本的な技能でも一人一人に身に付いていない場合があることを踏まえ，観察・実
験を個別に行うような場面を設定することが大切である。

・ 生徒相互に技能を確認させ，技能の定着を図る場面を設定することが考えられる。

各領域
【物理的領域】 〔pp.98-109〕
・ 生徒一人一人が実験を通して，測定の意味や技能を身に付けるよう指導することが大切である。
・ 電流計を用いた電流の大きさの測定では，電流計の端子を適切に選択し，最小目盛りの1／10
まで読み取れるようにするためには，精度の良い観察・実験の器具を整備し生徒一人一人が実
験に取り組めるようにすることが重要である。

【化学的領域】 〔pp.110-117〕
・ メスシリンダーを用いた測定では，目の位置を読み取る面と水平にして，最小目盛りの
1／10まで読み取るように指導することが大切である。

・ 塩化ナトリウム水溶液（食塩水）など安全な水溶液を扱う際，一定の質量パーセント濃度の
水溶液を適切な操作でつくることができるように指導する。その際，生徒一人一人が実験を通
して，体験的に身に付けることができるように指導することが大切である。

【生物的領域】 〔pp.118-127〕
・ 顕微鏡の扱いやスケッチの仕方については，中学校の３年間を見通して，定着させることが
大切である。

・ 顕微鏡を用いた観察では，低倍率で視野を広く観察してから，段階的に高倍率で詳細に観察
していくことの意義を体験を通して指導することが大切である。

【地学的領域】 〔pp.128-135〕
・ 堆積岩や火成岩の観察において，比較する視点を明確にして，適切に観察結果を記録するこ
とが大切である。科学的な根拠を踏まえて岩石を分類できるように指導することが大切である。

環境整備について
・ 本調査の実施校においても，観察・実験に必要なものが不足したり，備品が老朽化したりし
ている例が見られた。生徒一人一人が観察・実験に取り組むことができる実験室の環境を整備
することが大切である。
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１ 詳細分析の目的
平成24年度全国学力・学習状況調査（以下，「学力調査」という。実施日などについては，

p.2参照）における中学校理科の結果をさらに分析し，今後の理科における指導方法の改善や

充実に役立てる。

２ 詳細分析の方法
以下の３つの項目において分析を行った。

（１） 教師・生徒の意識と平均正答率に関する分析

「調査問題と質問紙の関連」，「学校質問紙と生徒質問紙の関連」などについて分析し，

その結果に特徴が見られるものに基づいた指導改善のポイントを示す。

（２） 知識・技能の習得や活用に関する分析

① 領域に関する分析

解答結果のクロス集計を行い，その結果を分析する。そして，指導改善の根拠とし

て活用できるものや，分析の結果に特徴が見られるものに基づいた指導改善のポイン

トを示す。

② 他教科（国語，数学）及び学校の教育活動全般

理科の調査問題と国語，学校の教育活動全般に関する質問紙の関連などを分析し，

その結果から指導の改善について考えられることを示す。

数学の調査問題と，それに関連する理科の調査問題のクロス集計を行い，結果を分

析する。そして，指導改善の根拠として活用できるものや，分析の結果に特徴が見ら

れるものに基づいた指導改善のポイントを示す。

③ 小学校の「教科に関する調査（理科）」との関連

本調査における小・中学校を通じた理科の共通した内容等の調査問題の結果を分析

し，指導の改善について考えられることを示す。

（３） 学力調査の調査問題における無解答について

本調査（中学校理科）における記述式と定量的な扱いの設問で，無解答の理由を調べる。

なお，本分析は対象校数，対象生徒数が少なく，全国的な傾向を示しているとはいえ

ないことに留意する必要がある。よって，参考資料の１つとして掲載している。

＜参考＞

○ 表記について
本報告書では，次のように，表記，数値の処理を行っている。
・ 学校質問紙と生徒質問紙の内容は，略して記載している場合がある。
・ 学校質問紙において，クロス集計の結果を掲載している設問のうち，最も否定的な選択肢

（「そう思わない」など）を選択している学校数が著しく少ない設問がある。その場合は，
より実態に即した相関関係を表すため，否定的な選択肢（「そう思わない」「どちらかと言え
ば，そう思わない」など）をまとめて集計している。

・ グラフとクロス集計表の数値は，四捨五入している。そのため，その合計値が100％にな
らない場合がある。
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○ 調査問題の枠組み

・ 調査問題の枠組み
調査問題を作成するに当たって，主として「知識」に関する問題（以下，「知識」とする）

と，主として「活用」に関する問題（以下，「活用」とする）を枠組みとし，その枠組みに即

して，基本方針，評価の観点を踏まえて，主な視点を位置付けた。主な視点として，「知識」

では知識，技能を，「活用」では適用，分析・解釈，構想，検討・改善を位置付けた。調査問

題の枠組みは，基本方針，評価の観点，主な視点から整理できる。次の表１は，調査問題の

枠組みについて整理したものである。

表１ 調査問題の枠組みについて

枠組み 基本方針 評価の観点 主な視点

「知識」
理科に関する 自然事象についての知識・理解 知識

「基礎的・基本的な知識・技能」 観察・実験の技能 技能

理科に関する 科学的な思考・表現 適用

「活用」
「知識・技能を活用して，課題を 分析・解釈

解決するために必要な思考力・ 構想

判断力・表現力等」 検討・改善

・ 枠組みにおける主な視点
次の表２は，主な視点の説明である。

表２ 主な視点の説明

枠組み
主な

説 明
視点

知識の問題では，自然の事物・現象についての基礎的・基本的な知識と
知識

理解を問う。

「知識」 技能の問題では，観察・実験の操作，観察・実験の計画的な実施，結果の

技能 記録や整理など，自然の事物・現象を科学的に探究する技能の基礎に関する

知識を問う。

適用の問題では，日常生活や社会の特定の場面において，基礎的・基本的

適用 な知識・技能を活用することを問う。この場合の活用を，本調査（理科）で

は適用とする。

分析 分析・解釈の問題では，基礎的・基本的な知識・技能を活用して，観察・
・
解釈 実験の結果などを分析し解釈することを問う。

構想の問題では，基礎的・基本的な知識・技能を活用して，自然の事物・

「活用」
構想 現象の中に問題を見いだしたり，課題を設定したり，予想や仮説を立てたり，

観察・実験の条件を考えたりすることで観察・実験を計画することを問う。

検討・改善の問題では，予想や仮説の設定，観察・実験の計画，観察・

検討 実験の考察，日常生活や社会との関わりを思考するなどの各場面において，

・ 基礎的・基本的な知識・技能を活用し，観察・実験の結果などの根拠に基づ

改善 いて，自らの考えや他者の考えに対して，多面的，総合的に思考して，検討

し改善することを問う。
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○ 詳細分析の一覧表

（１） 教師・生徒の意識と平均正答率に関する分析 ページ

① 生徒の理科の授業に対する意識と平均正答率 16

①－１
ア 「知識」に関する設問の生徒の平均正答率

「知識」及び × 生徒質問紙69（理科の授業の内容はよく分かる） 16
「活用」

「活用」に関する設問の生徒の平均正答率

ア 「知識」（技能）に関する各設問の生徒の
×

生徒質問紙70（自然の中で遊んだことや自然観察を
17

①ー２ 平均正答率 したことがある）

「知識」（技能） イ 「知識」（技能）に関する各設問の生徒の
× 生徒質問紙76（観察や実験を行うことは好き） 18

平均正答率

② 指導の狙いと生徒の認識 20

ア 学校質問紙59（実生活における事象との関
×

生徒質問紙72（理科の授業で学習したことを普段の
20

連を図った授業を行った） 生活の中で活用できないか考えている）

②－１ イ 学校質問紙59と生徒質問紙72のクロス集計における「活用」（適用）に関する設問の生徒の平均正答率 21

「活用」（適用） 「活用」（適用）に関する各設問の学校の
×

学校質問紙59（実生活における事象との関連を図っ
22

参 平均正答率 た授業を行った）

考 「活用」（適用）に関する各設問の生徒の
×

生徒質問紙72（理科の授業で学習したことを普段の
23

平均正答率 生活の中で活用できないか考えている）

ア 学校質問紙62（観察や実験の結果を分析し
×

生徒質問紙78（理科の授業で，観察や実験の結果を
26

解釈する指導を行った） もとに考察している）

イ 学校質問紙62と生徒質問紙78のクロス集計における「活用」（分析・解釈）に関する設問の生徒の平均正
27

②－２ 答率

「活用」（分析・解釈） 「活用」（分析・解釈）に関する各設問の
×

学校質問紙62（観察や実験の結果を分析し解釈する
28

参 学校の平均正答率 指導を行った）

考 「活用」（分析・解釈）に関する各設問の
×

生徒質問紙78（理科の授業で，観察や実験の結果を
29

生徒の平均正答率 もとに考察している）

ア 学校質問紙61（自ら考えた仮説をもとに観
×

生徒質問紙77（理科の授業で，自分の予想をもとに
32

察，実験の計画を立てさせる指導を行った） 観察や実験の計画を立てている）

②－３ イ 学校質問紙61と生徒質問紙77のクロス集計における「活用」（構想）に関する設問の生徒の平均正答率 33

「活用」（構想） 「活用」（構想）に関する各設問の学校の
×

学校質問紙61（自ら考えた仮説をもとに観察，実験
34

参 平均正答率 の計画を立てさせる指導を行った）

考 「活用」（構想）に関する各設問の生徒
×

生徒質問紙77（理科の授業で，自分の予想をもとに
35

の平均正答率 観察や実験の計画を立てている）

ア 学校質問紙22（生徒の様々な考えを引き出
× 生徒質問紙79（理科の授業で，観察や実験の進め方や

したり，思考を深めたりするような発問や 考え方がまちがっていないかをふり返って考えている） 38
指導をした）

②－４ イ 学校質問紙22と生徒質問紙79のクロス集計における「活用」（検討・改善）に関する設問の生徒の平均正答率 39

「活用」（検討・改善） 「活用」（検討・改善）に関する各設問
×

学校質問紙22（生徒の様々な考えを引き出したり，
40

参 の学校の平均正答率 思考を深めたりするような発問や指導をした）

考 「活用」（検討・改善）に関する各設問
×

生徒質問紙79（理科の授業で，観察や実験の進め方や
41

の生徒の平均正答率 考え方がまちがっていないかをふり返って考えている）

（２） 知識・技能の習得や活用に関する分析 ページ

① 領域に関する分析 44

①－１
ア「花のつくり」に関する設問 １（３）「知識」（知識） × １（４）「活用」（適用） 46

イ「観察・実験における条件」
１（５）「活用」（分析・解釈） × １（６）「活用」（構想） 47生物的領域

に関する設問

ア「モデル実験における技能，
２（１）「知識」（技能） × ２（２）「活用」（検討・改善）

①－２
２（１）「知識」（技能） × ２（３）Ｘ「活用」（分析・解釈） 49

活用」に関する設問
２（２）「活用」（検討・改善） × ２（３）Ｘ「活用」（分析・解釈）

物理的領域
イ「電力量」に関する設問

２（３）Ｘ「活用」（分析・解釈） × ２（５）「活用」（適用）
52

２（３）Ｘ「活用」（分析・解釈） × ２（６）「知識」（知識）

①－３ ア「地層の広がりを考える」に
３（３）「活用」（検討・改善） × ３（４）「活用」（適用） 53

地学的領域 関する設問

ア「水溶液の濃度」に関する設問 ４（１）「知識」（技能） × ４（４）「活用」（分析・解釈） 54

①－４ イ「粒子の概念」に関する設問 ４（５）和宏さん「知識」（知識） × ４（５）望さん「活用」（適用） 56

化学的領域 ウ「水溶液の実験計画」に関す ４（５）和宏さん「知識」（知識） × ４（６）「活用」（構想）
57

る設問 ４（５）望さん「活用」（適用） × ４（６）「活用」（構想）

①－５

生物的領域と ア「気体」に関する設問 １（１）「知識」（知識） × ３（６）「知識」（技能） 58

地学的領域

①－６
ア「模式図と粒子のモデル」を

１（４）「活用」（適用） × ４（５）和宏さん「知識」（知識）
生物的領域と 59

化学的領域
扱う設問 １（４）「活用」（適用） × ４（５）望さん「活用」（適用）

＜
＞

＜
＞

＜
＞

＜
＞
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①－７ ア「知識」（技能）に関する設問 ２（１）「知識」（技能） × ４（１）「知識」（技能） 61

物理的領域と ２（６）「知識」（知識） × ４（１）「知識」（技能）

化学的領域 イ「定量的な扱い」に関する設問 ２（６）「知識」（知識） × ４（３）「知識」（知識） 62

４（１）「知識」（技能） × ４（３）「知識」（知識）

② 他教科（国語，数学）及び学校の教育活動全般 64

②－１ ア 「記述式」に関する各設問の学校の平均正
×

学校質問紙50（国語の指導として，書く習慣を付け
67

「記述式」に関す 答率 る授業を行った）

る各設問と「国語」 イ 「記述式」に関する各設問の生徒の平均正
×

生徒質問紙52（国語の授業で自分の考えを書くとき，
69

に関する質問紙 答率 考えの理由が分かるように気をつけて書いている）

②－２
ア 「記述式」に関する各設問の学校の平均正

×
学校質問紙30（生徒が自分で調べたことや考えたこ

70

「記述式」に関す
答率 とを分かりやすく文章に書かせる指導をした）

る各設問と学校の
イ 「記述式」に関する各設問の生徒の平均正

×
生徒質問紙41（普段の授業では，自分の考えを発表

72
答率 する機会が与えられている）

教育活動全般に関
ウ 「記述式」に関する各設問の生徒の平均正

×
生徒質問紙75（理科の授業で，自分の考えや考察を

73する質問紙
答率 まわりの人に説明したり発表したりしている）

ア「式を立てて計算し答
理科２（６） × 数学Ａ３（１）

②－３ 理科４（１） × 数学Ａ３（１） 74

「理科」の調査問題
えを求める」設問

理科４（３） × 数学Ａ３（１）

と「数学」の調査
イ「必要な情報を適切に選

理科２（６） × 数学Ｂ１（１）

問題 理科４（１） × 数学Ｂ１（１） 76
択し，処理する」設問

理科４（３） × 数学Ｂ１（１）

②－４
ア 理科に関する学校の平均正答率 ×

学校質問紙93（教職員は，校内外の研修や研究会に参
78

「理科」の調査問題 加し，その成果を教育活動に積極的に反映させている）

と「教職員の取組
イ 理科に関する学校の平均正答率 ×

学校質問紙95（学校の教育目標やその達成に向けた方策
79

に関する質問紙」 について，全教職員の間で共有し，取組にあたっている）

③ 小学校の「教科に関する調査（理科）」との関連 80

ア 水溶液 「小学校１（３）と中学校４（５）和宏さん」の分析 81

イ 方位 「小学校４（１）と中学校３（２）」の分析 82

ウ 条件制御 「『小学校２（５），小学校３（４）』と『中学校１（５），中学校２（４）』」の分析 83

（３） 学力調査の調査問題における無解答について ページ

① 「設問１（２）」の分析 86

② 「設問２（６）」の分析 87

③ 「設問３（３）」の分析 88

④ 「設問４（３）」の分析 89

※ 表中の「×」は，クロス集計の対象を組み合わせる記号として記載している。
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３ 詳細分析の結果

（１） 教師・生徒の意識と平均正答率に関する分析

分析の目的
「調査問題と質問紙の関連」，「学校質問紙と生徒質問紙の関連」などについて分析し，その結

果に特徴が見られるものに基づいた指導改善のポイントを示す。

分析の方法
以下の項目のクロス集計から分析する。

・ 理科の枠組みに即した学校質問紙調査と生徒質問紙調査における設問の平均正答率

・ 理科の枠組みに即した学校質問紙調査と生徒質問紙調査

枠組み 質問紙 該当する問題（設問）番号

① 生徒の理科の授業に対する意識と平均正答率

①－１
「知識」及び

生徒質問紙69 １ ，２ ，３ ，４
「活用」

①－２ 「知識」（技能）
生徒質問紙70

２（１），３（１），３（６），４（１）
生徒質問紙76

② 指導の狙いと生徒の認識

学校質問紙59と

②－１ 「活用」（適用）
生徒質問紙72 １（２），１（４），２（３）Ｙ，２（５），３（４），

学校質問紙59 ４（５）望さん

生徒質問紙72

学校質問紙62と

②－２
「活用」 生徒質問紙78

１（５），２（３）Ｘ，３（２），４（２），４（４）
（分析・解釈） 学校質問紙62

生徒質問紙78

学校質問紙61と

②－３
「活用」 生徒質問紙77

１（６），２（４），４（６）
（構想） 学校質問紙61

生徒質問紙77

学校質問紙22と

②－４
「活用」 生徒質問紙79

２（２），３（３）
（検討・改善） 学校質問紙22

生徒質問紙79

Ⅰ
（
１
）
教
師
・
生
徒
の
意
識
と
平
均
正
答
率
に
関
す
る
分
析
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66.6 59.9
50.5

41.4

0%
20%
40%
60%
80%

100%

56.6 51.1 43.4 35.8

0%
20%
40%
60%
80%

100%

① 生徒の理科の授業に対する意識と平均正答率

①－１ 「知識」及び「活用」

ア 生徒質問紙69

生徒質問紙69：理科の授業の内容はよく分かりますか

当てはまる どちらかといえば，当てはまる どちらかといえば，当てはまらない

当てはまらない その他 無回答

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない

生徒の平均正答率

「知識」に関する設問 「活用」に関する設問

分析・考察
○ 生徒質問紙69で「理科の授業の内容はよく分かる」と回答している生徒の方が，「知識」，

「活用」ともに生徒の平均正答率が高い傾向が見られる。

指導改善のポイント（①－１）

○ 基礎的・基本的な知識の定着を図ったり，理科の授業の内容が分かることが実感できたり

するように指導することが大切である。

23.5 41.2 25.6 9.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
生徒質問紙69回答結果

理科に対して肯定的な意識をもつ生徒（「当てはまる」または「どちらかといえば，当ては

まる」）の方が，生徒の平均正答率が高い傾向が見られる。
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41.5 29.2 19.4 9.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
生徒質問紙70回答結果

48.4 45.7 43.5 36.0

0%
20%
40%
60%
80%

100% 88.8 88.0 86.5 81.3

0%
20%
40%
60%
80%

100%

57.1 51.8 48.3 39.5

0%
20%
40%
60%
80%

100%78.1 74.6 72.2 63.3

0%
20%
40%
60%
80%

100%

49.2 45.9 43.6 36.6

0%
20%
40%
60%
80%

100%

①－２ 「知識」（技能）

ア 生徒質問紙70

生徒質問紙70：自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがありますか

当てはまる どちらかといえば，当てはまる どちらかといえば，当てはまらない

当てはまらない その他 無回答

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない

各設問における生徒の平均正答率

分析・考察
○ 生徒質問紙70で「自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがある」と回答している生

徒の方が，「知識」（技能）に関する各設問の生徒の平均正答率が高い傾向が見られる。

２（１） ３（１）

３（６） ４（１）

「知識」（技能）
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49.1 45.7 40.6 32.8

0%
20%
40%
60%
80%

100% 88.5 88.0 86.3 80.7

0%
20%
40%
60%
80%

100%

77.4 75.1 71.0
62.2

0%
20%
40%
60%
80%

100%

57.1 51.8 45.4 37.1

0%
20%
40%
60%
80%

100%

49.3 45.9 41.5 34.6

0%
20%
40%
60%
80%

100%

イ 生徒質問紙76

生徒質問紙76：観察や実験を行うことは好きですか

当てはまる どちらかといえば，当てはまる どちらかといえば，当てはまらない

当てはまらない その他 無回答

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない

各設問における生徒の平均正答率

分析・考察
○ 生徒質問紙76で「観察や実験を行うことは好き」と回答している生徒の方が，「知識」（技

能）に関する各設問の生徒の平均正答率が高い傾向が見られる。

47.6 28.6 15.0 8.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
生徒質問紙76回答結果

２（１） ３（１）

３（６） ４（１）

「知識」（技能）
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指導改善のポイント（①－２）

○ 自然の中で遊んだことや自然観察をすることは，観察・実験における技能を身に付けさせ

るために大切であると考えられる。

○ 理科の指導において，観察・実験における技能を身に付けさせるために，観察・実験を工

夫したり充実させたりすることが大切である。

＜参考＞

「知識」（技能）に関する設問

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 反応率番号 （主な視点）

２ (１) 電圧が１．２Ｖのときの電流計の図 電流計の読み方の技能を身に付けて 「知識」 短答式 正答 ：45.4％
から，電流の大きさを読みとり答 いる （技能） 誤答 ：47.4％
える 無解答： 7.2％

３ (１) 野外観察で，「地層のつながりや広 「地層の連続性や成因を調べるため 「知識」 選択式 正答 ：87.3％
がり方」と「地層の成因」を調べ に，断層の有無や地層に含まれてい （技能） 誤答 ：12.1％
るための技能において，着目する る粒に着目する」という地層観察に 無解答： 0.6％
事象と観察の観点を選ぶ 関する技能を身に付けている

３ (６) 「うすい塩酸をかけ，発生する気 「石灰岩（石灰石）にうすい塩酸を 「知識」 短答式 正答 ：74.4％
体を確かめる」という石灰岩を見 かけると二酸化炭素が発生する」と （技能） 誤答 ：16.1％
分ける技能において，そのとき発 いう石灰岩の見分け方に関する技能 無解答： 9.5％
生する気体の名称を答える を身に付けている

４ (１) 濃度１０％の食塩水１０００ｇをつく 「特定の質量パーセント濃度の水溶 「知識」 短答式 正答 ：52.0％
るために必要な食塩と水の質量を 液をつくる」という技能を身に付け （技能） 誤答 ：30.2％
求める ている 無解答：17.8％
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83.2 16.7

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

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

② 指導の狙いと生徒の認識

②－１ 「活用」（適用）

ア 学校質問紙59と生徒質問紙72のクロス集計

学校質問紙59：第３学年の生徒に対する理科の指導として，前年度までに，実生活における事象との関連

を図った授業を行いましたか

学校質問紙59の回答結果

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

生徒質問紙72の回答結果

教師の指導の狙いが，必ずしも生徒に認識されていないことが考えられる。ある学習活動を

行っていても，生徒が主体的にその学習活動を行っていない場合が考えられる。

生徒が理科の授業において，指導の狙いに対して肯定的（「当てはまる」または「どちらか

といえば，当てはまる」）に回答している方が，生徒の平均正答率が高い傾向が見られる。

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

100%

否定的な回答

60.4

否定的な回答

62.9

肯定的な回答

39.0

肯定的な回答

36.6

肯定的な回答をしている学校
における生徒の回答の割合

否定的な回答をしている学校
における生徒の回答の割合

肯定的な回答
83.2

否定的な回答
16.7

肯定的な回答
38.6

否定的な回答
60.9

学校質問紙59で，肯定的または

否定的な回答をした学校におけ

る生徒の意識（生徒質問紙72）
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分析・考察
○ 学校質問紙59で「実生活における事象との関連を図った授業を行った」と肯定的に回答し

ている学校の割合は83.2％である。この肯定的に回答した学校の生徒の生徒質問紙72におけ

る回答を見てみると，そのうちの60.4％の生徒は，理科の授業で学習したことを普段の生活

の中で活用できないか考えることについて否定的な回答をしている。

教師が理科の指導として，実生活における事象との関連を図った授業を行っていても，生

徒に主体的に理科の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できるか，ということを考

える場面を設定していない場合が考えられる。

イ 「活用」（適用）に関する設問の生徒の平均正答率

学校質問紙59と生徒質問紙72のクロス集計における「活用」（適用）に関する設問の

生徒の平均正答率（％）

生徒質問紙72 「当てはまる」または， 「どちらかといえば，当てはまらない」

学校質問紙59 「どちらかといえば，当てはまる」 または，「当てはまらない」

「よく行った」または，
① 65.7 ② 59.6

「どちらかといえば，行った」

「あまり行っていない」
③ 63.8 ④ 57.3

または，「全く行っていない」

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

答した①と「あまり行っていない」または「全く行っていない」と回答した③を比較すると，

その差は1.9ポイントである。同様に，②と④についても生徒の平均正答率の差は2.3ポイン

トである。

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

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

回答した②では，その差は6.1ポイントである。同様に，③と④についても生徒の平均正答

率の差は6.5ポイントである。

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

は，学校の取組よりも生徒の意識の効果の方が大きいと考えられる。

指導改善のポイント（②－１）

○ 理科の指導において，理科を学ぶ意義や有用性を実感させたり，科学的な思考力や表現力を

育成したりするために，理科と日常生活や社会との関連を図った学習活動を行うことが大切で

ある。その際，教師が説明するだけでなく，言語活動を充実させ，学習したことを普段の生

活の中で活用できないかを，生徒自らが考えたり説明したりするように指導することが大切で

ある。
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＜参考＞

学校質問紙59

学校質問紙59：第３学年の生徒に対する理科の指導として，前年度までに，実生活における事象との関連

を図った授業を行いましたか

よく行った どちらかといえば，行った あまり行っていない

全く行っていない その他，無回答

よく行った どちらかといえば，行った

あまり行っていない／全く行っていない

各設問における学校の平均正答率

分析・考察
○ 学校質問紙59で「実生活における事象との関連を図った授業を行った」と回答している学

校の方が，「活用」（適用）に関する各設問の学校の平均正答率が高い傾向が見られる。

21.7 61.5 15.8 0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
学校質問紙59回答結果

１（２） １（４）

２（３）Ｙ ２（５）

「活用」（適用）

３（４） ４（５）望さん
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生徒質問紙72

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

当てはまる どちらかといえば，当てはまる どちらかといえば，当てはまらない

当てはまらない その他 無回答

※ 生徒質問紙72に対する回答は，肯定的な回答（「当てはまる」，「どちらかといえば，当てはまる」）が38.6％，否定的な

回答（「当てはまらない」，「どちらといえば，当てはまらない」）が60.9％で，否定的な回答が多い状況であるが，これを

前提に分析する。

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない

各設問における生徒の平均正答率

分析・考察
○ 生徒質問紙72で「理科の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考えてい

る」と回答している生徒の方が，「活用」（適用）に関する各設問の生徒の平均正答率が高い

傾向が見られる。

13.4 25.1 38.3 22.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
生徒質問紙72回答結果

１（２） １（４）

２（３）Ｙ ２（５）

「活用」（適用）

３（４） ４（５）望さん



- 24 -

「活用」（適用）に関する設問

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 反応率番号 （主な視点）

１ (２) 両生類であるカエルの特徴や成長 動物を飼育する場面において，両生 「活用」 記述式 正答 ：38.5％
に応じて飼育の環境を整えた理由 類の子と親の体のつくりと働きや生 （適用） 誤答 ：50.6％
を説明する 活場所に関する知識を活用して，カ 無解答：11.0％

エルの特徴や成長に応じて飼育の環

境を整えた理由を説明することがで

きる

１ (４) 示された花の模式図にならって， 「アブラナの花を分解し順に並べた 「活用」 選択式 正答 ：66.6％
アブラナの花のつくりを表した模 図」と「インターネットで紹介され （適用） 誤答 ：32.9％
式図を選ぶ ていた花のつくりを表す模式図」を 無解答： 0.4％

関連付ける場面において，花のつく

りの共通点や規則性に関する知識を

活用して，アブラナの花のつくりを

表している模式図を指摘することが

できる

２ (３) ２つの実験における豆電球と発光 実験結果の考察と「新聞に書かれて 「活用」 短答式 正答 ：84.8％

Ｙ ダイオードの消費する電力から， いたＬＥＤ電球の省エネ効果」を関 （適用） 誤答 ：5.5％
白熱電球とＬＥＤ電球の省エネの 連付けている場面において，電力に 無解答： 9.7％
効果を考察し，ＬＥＤ電球の省エ 関する知識を活用して，ＬＥＤ電球

ネの効果を答える の省エネの効果を考えることができる

２ (５) 白熱電球をＬＥＤ電球に交換する 白熱電球をＬＥＤ電球に交換しよう 「活用」 記述式 正答 ：60.0％
ときに，消費する電力量を減らす とする場面において，電力量に関す （適用） 誤答 ：36.8％
ために最も効果がある場所を選び， る知識を活用して，最も省エネの効 無解答： 3.2％
その理由を説明する 果がある場所を考え，その根拠を説

明することができる

３ (４) ローム層の厚さと偏西風の影響の 地域の火山灰の広がり方を考察する 「活用」 選択式 正答 ：49.6％
情報から，火山，観察地，中学校 場面において，火山や地層などに関 (適用) 誤答 ：48.3％
の位置関係を適切に示した模式図 する知識を活用して，ローム層の厚 無解答： 2.1％
を選ぶ さと偏西風の影響の情報から，火山，

観察地，中学校の位置関係を推定す

ることができる

４ (５) 液体のようす（上部が水，下部が 液体のようすについて予想を立てる 「活用」 選択式 正答 ：69.5％

望さん 食塩水）を，食塩の粒子のモデル 場面において，水溶液の知識を活用 （適用） 誤答 ：27.9％
で表したものを選ぶ して，「上層が水，下層が食塩水の 無解答： 2.6％

２層になっている」という予想を粒

子のモデルで表している図を指摘す

ることができる
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②－２ 「活用」（分析･解釈）

ア 学校質問紙62と生徒質問紙78のクロス集計

学校質問紙62：第３学年の生徒に対する理科の指導として，前年度までに，観察や実験の結果を分析し

解釈する指導を行いましたか

学校質問紙62の回答結果

生徒質問紙78：理科の授業で，観察や実験の結果をもとに考察していますか

生徒質問紙78の回答結果

分析・考察
○ 学校質問紙62で「観察や実験の結果を分析し解釈する指導を行った」と肯定的に回答して

いる学校の割合は88.4％である。この肯定的に回答した学校の生徒の生徒質問紙78における

回答を見てみると，そのうちの41.8％の生徒は，理科の授業で，観察や実験の結果をもとに

考察することについて否定的な回答をしている。このことから，観察や実験の結果を分析し

解釈する指導が必ずしも生徒に意識されていないことが考えられる。

教師が理科の指導として，観察・実験の結果を分析し解釈する学習活動を行っていても，

生徒が主体的に観察や実験の結果を分析していない場合が考えられる。例えば，教師が観察

や実験を分析し解釈することや，実験班の一部の生徒のみが観察や実験の結果を分析してま

とめてしまうことが考えられる。

肯定的な回答をしている学校
における生徒の回答の割合

否定的な回答をしている学校
における生徒の回答の割合

肯定的な回答
88.4

否定的な回答
11.5

肯定的な回答
56.7

否定的な回答
42.6

学校質問紙62で，肯定的または

否定的な回答をした学校におけ

る生徒の意識（生徒質問紙78）
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イ 「活用」（分析・解釈）に関する設問の生徒の平均正答率

学校質問紙62と生徒質問紙78のクロス集計における「活用」（分析・解釈）に関する設問の

生徒の平均正答率（％）

生徒質問紙78 「当てはまる」または， 「どちらかといえば，当てはまらない」

学校質問紙62 「どちらかといえば，当てはまる」 または，「当てはまらない」

「よく行った」または，
① 53.5 ② 41.9

「どちらかといえば，行った」

「あまり行っていない」
③ 51.6 ④ 40.6

または，「全く行っていない」

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

答した①と「あまり行っていない」または「全く行っていない」と回答した③を比較すると，

その差は1.9ポイントである。同様に，②と④についても生徒の平均正答率の差は1.3ポイン

トである。

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

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

回答した②では，その差は11.6ポイントである。同様に，③と④についても生徒の平均正答

率の差は11.0ポイントである。

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

は，学校の取組よりも生徒の意識の効果の方が大きいと考えられる。

指導改善のポイント（②－２）

○ 理科の指導において，科学的な思考力や表現力を育成するために，観察・実験の結果を考

察する場面では，分析し解釈する学習活動を充実させることが大切である。例えば，考察す

る際に，記録，要約，説明，論述，討論といった言語活動を通して，生徒自らが，観察･実

験の結果を分析し解釈してまとめる。その際，どの結果を関連させて分析しどのように解釈

したのかを，明確にするような指導をすることが考えられる。



- 28 -

44.5 41.1 39.2

0%
20%
40%
60%
80%

100%

58.3 54.3 50.8

0%
20%
40%
60%
80%

100%

31.5 31.1 31.2

0%
20%
40%
60%
80%

100%
64.3 61.9 60.3

0%
20%
40%
60%
80%

100%

50.8 47.5 43.8

0%
20%
40%
60%
80%

100%

49.9 47.2 45.1

0%
20%
40%
60%
80%

100%

＜参考＞

学校質問紙62

学校質問紙62：第３学年の生徒に対する理科の指導として，前年度までに，観察や実験の結果を分析し

解釈する指導を行いましたか

よく行った どちらかといえば，行った あまり行っていない

全く行っていない その他，無回答

よく行った どちらかといえば，行った

あまり行っていない／全く行っていない

各設問における学校の平均正答率

分析・考察
○ 学校質問紙62で「観察や実験の結果を分析し解釈する指導を行った」と回答している学

校の方が，「活用」（分析・解釈）に関する各設問の学校の平均正答率が高い傾向が見られ

る。

26.9 61.5 11.0 0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
学校質問紙62回答結果

１（５） ２（３）Ｘ

３（２） ４（２）

４（４） 「活用」（分析・解釈）
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生徒質問紙78

生徒質問紙78：理科の授業で，観察や実験の結果をもとに考察していますか

当てはまる どちらかといえば，当てはまる どちらかといえば，当てはまらない

当てはまらない その他 無回答

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない

各設問における生徒の平均正答率

分析・考察
○ 生徒質問紙78で「理科の授業で,観察や実験の結果をもとに考察している」と回答してい

る生徒の方が，「活用」（分析・解釈）に関する各設問の生徒の平均正答率が高い傾向が見ら

れる。

ただし，３（２）は除く。３（２）における分析・解釈は，生徒質問紙78とは関係がない

と考えられる。３（２）は「活用」（分析・解釈）の設問であるが，設問を解答するに当たっ

て，必要な科学的な概念（空間を認識することや方位）に課題があることが考えられる。

19.8 36.9 30.2 12.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
生徒質問紙78回答結果

１（５） ２（３）Ｘ

３（２） ４（２）

４（４） 「活用」（分析・解釈）
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「活用」（分析・解釈）に関する設問

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 反応率番号 （主な視点）

１ (５) 「チューリップの花が開くには， 「チューリップの花が開くには，温 「活用」 選択式 正答 ：43.3％
温度が関係している」という考察 度が関係している」という考察を導 （分析･解釈） 誤答 ：56.1％
の根拠となる実験結果の組合せを くために，実験結果を分析し解釈し 無解答： 0.5％
選ぶ て，比較する実験結果の組合せを指

摘することができる

２ (３) ２つの実験結果から，電圧２．０Ｖの 実験結果を分析し，豆電球と発光ダ 「活用」 短答式 正答 ：55.5％

Ｘ ときの，豆電球と発光ダイオード イオードの消費する電力を比較する （分析･解釈） 誤答 ：33.7％
の消費する電力を比較して答える ことができる 無解答：10.8％

３ (２) 地層観察の結果から，観察地にお 観察地における地層の広がり方につ 「活用」 選択式 正答 ：31.5％
ける地層のつながり方を考察し， いて，観察地の図と観察結果から分 （分析･解釈） 誤答 ：67.3％
地層の傾いている方向を選ぶ 析して解釈し，地層の傾きを認識し 無解答： 1.3％

て，その傾きの方向を指摘すること

ができる

４ (２) 実験で，古い卵が浮いたときの気 実験結果や卵の断面図を分析し解釈 「活用」 選択式 正答 ：62.6％
室の位置と，卵のとがっている部 して，卵の構造を推定することがで （分析･解釈） 誤答 ：35.7％
分の位置を選ぶ きる 無解答： 1.7％

４ (４) 食塩水がいくらでも濃くできるわ 「いくらでも食塩水を濃くできるわ 「活用」 記述式 正答 ：48.3％
けではない理由を説明する けではない」という他者からの指摘 （分析･解釈） 誤答 ：26.2％

を分析し解釈して，他者の考えの根 無解答：25.5％
拠を説明することができる
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②－３ 「活用」（構想）

ア 学校質問紙61と生徒質問紙77のクロス集計

学校質問紙61：第３学年の生徒に対する理科の指導として，前年度までに，自ら考えた仮説をもとに観察，

実験の計画を立てさせる指導を行いましたか

学校質問紙61の回答結果

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

生徒質問紙77の回答結果

分析・考察
○ 学校質問紙61で「自ら考えた仮説をもとに観察，実験の計画を立てさせる指導を行った」

と肯定的に回答している学校の割合は61.7％である。この肯定的に回答した学校の生徒の生

徒質問紙77における回答を見てみると，そのうちの51.8％の生徒は，理科の授業で，自分の

予想をもとに観察・実験の計画を立てることについて否定的な回答をしている。このことか

ら，自ら考えた仮説をもとに観察・実験の計画を立てる指導が必ずしも生徒に意識されてい

ないことが考えられる。

教師が理科の指導として，仮説をもとに観察・実験の計画を立てさせる学習活動を行って

いても，生徒が主体的に，自分の予想をもとに観察・実験の計画を立てていない場合が考え

られる。例えば，仮説を教師が提示して，観察・実験の計画を立てたり，実験班の一部の生

徒のみが観察や実験の結果の予想をしたりすることが考えられる。

肯定的な回答をしている学校
における生徒の回答の割合

否定的な回答をしている学校
における生徒の回答の割合

否定的な回答
38.1

肯定的な回答
61.7

否定的な回答
53.1

肯定的な回答
46.2

学校質問紙61で，肯定的または

否定的な回答をした学校におけ

る生徒の意識（生徒質問紙77）
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イ 「活用」（構想）に関する設問の生徒の平均正答率

学校質問紙61と生徒質問紙77のクロス集計における「活用」（構想）に関する設問の

生徒の平均正答率（％）

生徒質問紙77 「当てはまる」または， 「どちらかといえば，当てはまらない」

学校質問紙61 「どちらかといえば，当てはまる」 または，「当てはまらない」

「よく行った」または，
① 55.3 ② 48.6

「どちらかといえば，行った」

「あまり行っていない」
③ 54.1 ④ 47.2

または，「全く行っていない」

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

答した①と「あまり行っていない」または「全く行っていない」と回答した③を比較すると，

その差は1.2ポイントである。同様に，②と④についても生徒の平均正答率の差は1.4ポイン

トである。

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

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

回答した②では，その差は6.7ポイントである。同様に，③と④についても生徒の平均正答

率の差は6.9ポイントである。

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

は，学校の取組よりも生徒の意識の効果の方が大きいと考えられる。

指導改善のポイント（②－３）

○ 理科の指導において，科学的な思考力や表現力を育成するために，観察・実験を計画する

学習活動を充実させることが大切である。例えば，その際に，説明，論述，討論といった言

語活動を通して，生徒自らが，予想や仮説を立てたり，従属変数を確認し独立変数を考えた

り，観察・実験の条件の制御について考えたりするなどの学習活動が考えられる。

また，探究的な活動における観察・実験を計画する学習活動を，学校や生徒の実態に応じ

て，年間の指導計画に適切に位置付けることが大切である。



- 34 -

75.0 72.4 71.3 70.0

0%
20%
40%
60%
80%

100%

53.0 50.3 49.2 49.1

0%
20%
40%
60%
80%

100%

37.2 34.6 33.2 33.5

0%
20%
40%
60%
80%

100%

47.3 44.4 43.5 44.3

0%
20%
40%
60%
80%

100%

＜参考＞

学校質問紙61

学校質問紙61：第３学年の生徒に対する理科の指導として，前年度までに，自ら考えた仮説をもとに観察，

実験の計画を立てさせる指導を行いましたか

よく行った どちらかといえば，行った あまり行っていない

全く行っていない その他，無回答

よく行った どちらかといえば，行った

あまり行っていない 全く行っていない

各設問における学校の平均正答率

分析・考察
○ 学校質問紙61で「自ら考えた仮説をもとに観察，実験の計画を立てさせる指導を行った」

と回答している学校の方が，「活用」（構想）に関する各設問の学校の平均正答率が高い傾向

が見られる。

13.0 48.8 35.2 2.9

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

１（６） ２（４）

４（６） 「活用」（構想）
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生徒質問紙77

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

当てはまる どちらかといえば，当てはまる どちらかといえば，当てはまらない

当てはまらない その他 無回答

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない

各設問における生徒の平均正答率

分析・考察
○ 生徒質問紙77で「理科の授業で,自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てている」と

回答している生徒の方が，「活用」（構想）に関する各設問の生徒の平均正答率が高い傾向が

見られる。

13.7 32.5 37.5 15.5

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

１（６） ２（４）

４（６） 「活用」（構想）
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「活用」（構想）に関する設問

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 反応率番号 （主な視点）

１ (６) チューリップの花が開く温度を明 「チューリップの花が開く温度を明 「活用」 短答式 正答 ：35.1％
らかにするための追実験を計画す らかにする」という追実験の目的の （構想） 誤答 ：57.1％
るに当たって，実験結果の考察か もと，実験結果の考察から花が開く 無解答： 7.8％
ら設定する温度を答える 温度を予想して適切に温度を設定

し，追実験を計画することができる

２ (４) 白熱電球とＬＥＤ電球で，省エネ 「省エネの効果を比較する」という 「活用」 選択式 正答 ：72.9％
の効果を比較する実験を考えると 実験の目的のもと，「明るさ」の条 （構想） 誤答 ：26.2％
きに，必要な条件を選ぶ 件を制御した実験を計画することが 無解答： 0.9％

できる

４ (６) 二人の考えのどちらが正しいかを 「水槽の中の液体が，食塩水の１層 「活用」 選択式 正答 ：45.5％
調べる実験の方法と，その実験を なのか，上層が水，下層が食塩水の （構想） 誤答 ：51.5％
行ったとき，得られる実験結果と ２層なのか」ということを検証する 無解答： 3.1％
して，正しいものを選ぶ 実験を計画することができる
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否定的な回答

49.0

否定的な回答

52.8

肯定的な回答

50.2
肯定的な回答

46.3

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

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

②－４ 「活用」（検討･改善）

ア 学校質問紙22と生徒質問紙79のクロス集計

学校質問紙22：第３学年の生徒に対して，前年度までに，生徒の様々な考えを引き出したり，思考を深め

たりするような発問や指導をしましたか

学校質問紙22の回答結果

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

生徒質問紙79の回答結果

分析・考察
○ 学校質問紙22で「生徒の様々な考えを引き出したり，思考を深めたりするような発問や指

導をした」と肯定的に回答している学校の割合は91.4％である。この肯定的に回答した学校

の生徒の生徒質問紙79における回答を見てみると，そのうちの49.0％の生徒は，理科の授業

で，観察や実験の進め方や考え方がまちがっていないかをふり返って考えることについて否

定的な回答をしている。

教師が理科の指導として，観察や実験の進め方や考え方がまちがっていないかをふり返っ

て考える学習活動を行っていても，生徒が主体的に，観察や実験の進め方や考え方がまちがっ

ていないかをふり返って考える場面を設定していない場合が考えられる。

肯定的な回答をしている学校
における生徒の回答の割合

否定的な回答をしている学校
における生徒の回答の割合

肯定的な回答
91.4

否定的な回答

8.5

肯定的な回答
49.8

否定的な回答
49.4

学校質問紙22で，肯定的または

否定的な回答をした学校におけ

る生徒の意識（生徒質問紙79）
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イ 「活用」（検討・改善）に関する設問の生徒の平均正答率

学校質問紙22と生徒質問紙79のクロス集計における「活用」（検討・改善）に関する設問の

生徒の平均正答率（％）

生徒質問紙79 「当てはまる」または， 「どちらかといえば，当てはまらない」

学校質問紙22 「どちらかといえば，当てはまる」 または，「当てはまらない」

「よく行った」または，
① 12.8 ② 6.6

「どちらかといえば，行った」

「あまり行っていない」
③ 10.9 ④ 5.1

または，「全く行っていない」

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

答した①と「あまり行っていない」または「全く行っていない」と回答した③を比較すると，

その差は1.9ポイントである。同様に，②と④についても生徒の平均正答率の差は1.5ポイン

トである。

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

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

回答した②では，その差は6.2ポイントである。同様に，③と④についても生徒の平均正答

率の差は5.8ポイントである。

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

は，学校の取組よりも生徒の意識の効果の方が大きいと考えられる。

指導改善のポイント（②－４）

○ 学校全般の学習指導において，生徒の様々な考えを引き出したり，思考を深めたりするよ

うな発問や指導を行うことが大切である。

理科においては，科学的な思考力・表現力を育成するために，観察・実験の計画や考察の

場面において，例えば，「生徒の様々な考えを引き出したり，思考を深めたりするような学

習活動」や，「自らの考えや他者の考えに対して，科学的な概念や根拠に基づいて，多面的，

総合的に思考して検討し改善する学習活動」を充実させることが考えられる。このような学

習活動において，要約，説明，論述，討論といった言語活動を充実させることが大切である。
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学校質問紙22

学校質問紙22：第３学年の生徒に対して，前年度までに，生徒の様々な考えを引き出したり，思考を深め

たりするような発問や指導をしましたか

よく行った どちらかといえば，行った あまり行っていない

全く行っていない その他，無回答

よく行った どちらかといえば，行った

あまり行っていない／全く行っていない

各設問における学校の平均正答率

分析・考察
○ 学校質問紙22で「生徒の様々な考えを引き出したり，思考を深めたりするような発問や指

導をした」と回答している学校の方が，「活用」（検討・改善）に関する各設問の学校の平均

正答率が高い傾向が見られる。

21.9 69.5 8.4

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

学校質問紙22回答結果

0.0

２（２） ３（３）

「活用」（検討・改善）
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生徒質問紙79

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

当てはまる どちらかといえば，当てはまる どちらかといえば，当てはまらない

当てはまらない その他 無回答

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない

各設問における生徒の平均正答率

分析・考察
○ 生徒質問紙79で「理科の授業で,観察や実験の進め方や考え方がまちがっていないかをふ

り返って考えている」と回答している生徒の方が，「活用」（検討・改善）に関する各設問の

生徒の平均正答率が高い傾向が見られる。

16.8 33.0 34.2 15.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
生徒質問紙79回答結果

２（２） ３（３）

「活用」（検討・改善）
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「活用」（検討・改善）に関する設問

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 反応率番号 （主な視点）

２ (２) １つの回路で，２つの実験と同じ 抵抗の直列つなぎ，並列つなぎなど 「活用」 記述式 正答 ： 7.8％
結果を得るための測定方法を説明 に関する知識を活用して，他者の実 （検討･改善） 誤答 ：73.7％
する 験方法を検討し改善して，正しい実 無解答：18.5％

験方法を説明することができる

３ (３) 地層観察の結果から，過去の火山 火山や地層，堆積岩の知識を活用し， 「活用」 記述式 正答 ：11.3％
活動が活発だった時期の回数につ 過去の火山活動が活発だった時期の （検討･改善） 誤答 ：83.0％
いての他者の考察を検討し，適切 回数についての他者の考察を検討 無解答： 5.7％
な回数を選び，その根拠を説明する し，根拠を示して改善した考察を説

明することができる
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（２） 知識・技能の習得や活用に関する分析

本分析は，「教科に関する調査（理科）」において，学習内容に関連する学習内容に関する分析，

「教科に関する調査（理科）」と「他教科（国語，数学）及び学校の教育活動全般」に関する調

査の分析，「教科に関する調査（理科）」において小学校と中学校に関する問題について，３つの

観点から分析を行った。

① 領域に関する分析

分析の目的
解答結果のクロス集計を行い，その結果を分析する。そして，指導改善の根拠として活用でき

るものや，分析の結果に特徴が見られるものに基づいた指導改善のポイントを示す。

分析の方法
設問に関するクロス集計の結果のうち，指導改善の根拠として活用できるものや，分析の結果

に特徴が見られるものを，領域に即して分析する。

○ 複数の領域に共通した課題が見られる

・ 物理的領域における浮力や電力量，化学的領域における質量パーセント濃度において，

量的な関係の意味を理解することに課題がある。

・ 生物的領域における光合成や，地学的領域における石灰岩（石灰石）とうすい塩酸の反

応を利用した岩石の分類において，化学的領域で指導している気体（二酸化炭素）の知識

の活用に課題がある。

・ 生物的領域で花のつくりを表す模式図を指摘したり，化学的領域おける液体のようすを

表す粒子のモデルを指摘することにおいて，模式図やモデルを用いて考察することに課題

がある。
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関連する内容 該当する設問及び学習指導要領の内容

「花のつくり」に関する １（３）
第２分野 (1) イ (ｱ)花のつくりと働き

①－１ 生物的領域
設問 １（４）

「観察・実験における １（５）
第２分野 (1) イ (ｱ)花のつくりと働き

条件」に関する設問 １（６）

「モデル実験における ２（１） 第１分野 (3) ア (ｱ)回路と電流・電圧

技能，活用」に関する ２（２） 第１分野 (3) ア (ｱ)回路と電流・電圧

①－２ 物理的領域
設問 ２（３）Ｘ 第１分野 (3) ア (ｳ)電気とそのエネルギー

「電力量」に関する設 ２（３）Ｘ

問 ２（５） 第１分野 (3) ア (ｳ)電気とそのエネルギー

２（６）

①－３ 地学的領域
「地層の広がりを考え ３（３）

第２分野 (2) ア (ｱ)火山活動と火成岩
る」に関する設問 ３（４）

「水溶液の濃度」に関 ４（１） 第１分野 (2) イ (ｱ)物質の溶解

する設問 ４（４） 第１分野 (2) イ (ｲ)溶解度と再結晶

「粒子の概念」に関する ４（５）和宏さん
第１分野 (2) イ (ｱ)物質の溶解

①－４ 化学的領域 設問 ４（５）望さん

「水溶液の実験計画」 ４（５）和宏さん 第１分野 (2) イ (ｱ)物質の溶解

に関する設問 ４（５）望さん 第１分野 (2) イ (ｱ)物質の溶解

４（６） 第１分野 (2) ア (ｱ)身の回りの物質とその性質

①－５
生物的領域と 「気体」に関する設問 １（１） 第２分野 (1) イ (ｲ)葉・茎・根のつくりと働き

地学的領域 ３（６） 第１分野 (2) ア (ｲ)気体の発生と性質

生物的領域と
「模式図と粒子のモデ １（４） 第２分野 (1) イ (ｱ)花のつくりと働き

①－６ ル」に関する設問 ４（５）和宏さん 第１分野 (2) イ (ｱ)物質の溶解
化学的領域

４（５）望さん 第１分野 (2) イ (ｱ)物質の溶解

「知識」（技能）に関 ２（１） 第１分野 (3) ア (ｱ)回路と電流・電圧

物理的領域と
する設問 ４（１） 第１分野 (2) イ (ｱ)物質の溶解

①－７ 「定量的な扱い」に関 ２（６） 第１分野 (3) ア (ｳ)電気とそのエネルギー
化学的領域

する設問 ４（１） 第１分野 (2) イ (ｱ)物質の溶解

４（３） 第１分野 (1) イ (ｲ)圧力

Ⅰ
（
２
）
知
識
・
技
能
の
習
得
や
活
用
に
関
す
る
分
析
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①－１ 生物的領域

生物的領域に関する設問

設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率番号 （主な視点）

１ (３) 成長して種子になる部分の名称を 「花のめしべが柱頭，花柱，子房の 「知識」 選択式 正答 ：70.8％

選ぶ ３つの部分からなり，子房の中に胚 （知識） 誤答 ：28.8％

珠があること，胚珠が成長すると種 無解答： 0.3％

子になる」という知識を身に付けて

いる

１ (４) 示された花の模式図にならって， 「アブラナの花を分解し順に並べた 「活用」 選択式 正答 ：66.6％

アブラナの花のつくりを表した模 図」と「インターネットで紹介され （適用） 誤答 ：32.9％

式図を選ぶ ていた花のつくりを表す模式図」を 無解答： 0.4％

関連付ける場面において，花のつく

りの共通点や規則性に関する知識を

活用して，アブラナの花のつくりを

表している模式図を指摘することが

できる

１ (５) 「チューリップの花が開くには， 「チューリップの花が開くには，温 「活用」 選択式 正答 ：43.3％

温度が関係している」という考察 度が関係している」という考察を導 （分析･解釈） 誤答 ：56.1％

の根拠となる実験結果の組合せを くために，実験結果を分析し解釈し 無解答： 0.5％

選ぶ て，比較する実験結果の組合せを指

摘することができる

１ (６) チューリップの花が開く温度を明 「チューリップの花が開く温度を明 「活用」 短答式 正答 ：35.1％

らかにするための追実験を計画す らかにする」という追実験の目的の （構想） 誤答 ：57.1％

るに当たって，実験結果の考察か もと，実験結果の考察から花が開く 無解答： 7.8％

ら設定する温度を答える 温度を予想して適切に温度を設定

し，追実験を計画することができる

ア 「花のつくり」に関する設問

１（３）「知識」（知識）と１（４）「活用」（適用）のクロス集計表（％）

１ (４)

正答 誤答 無解答 合計

正答 51.8 18.9 0.1 70.8

１ (３)
誤答 14.7 14.0 0.0 28.8

無解答 0.0 0.0 0.3 0.3

合計 66.6 32.9 0.4 100.0

分析・考察
○ １（３）と１（４）のどちらも正答の生徒は，51.8％である。これらの生徒は，花のつく

りの知識を身に付けており，植物の観察において，花の模式図を使って花のつくりを考察す

ることができていると考えられる。

花のつくりを模式図を使って考えることは大切である。

指導改善のポイント（①－１ ア）

○ 理科の指導において，生物の体のつくりを観察する際，模式図や模型などを実物と対応さ

せる学習活動を取り入れることは，多様性の中にも体のつくりの共通点や規則性があること

を見いださせるのに大切である。

授業アイディア例「葉の付き方と日光の関係を調べる」を参照。
（平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書 pp.358-361）
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イ 「観察・実験における条件」に関する設問

１（５）「活用」（分析・解釈）と１（６）「活用」（構想）のクロス集計表（％）

１ (６)

正答 誤答 無解答 合計

正答 20.7 21.3 1.3 43.3

１ (５)
誤答 14.3 35.7 6.1 56.1

無解答 0.0 0.1 0.4 0.5

合計 35.1 57.1 7.8 100.0

分析・考察
○ １（５）と１（６）のどちらも正答の生徒は，20.7％である。これらの生徒は，生物の観

察・実験の考察の際，実験結果を分析し解釈して，条件の制御を考えて比較する結果の組合

せを指摘できていると考えられる。また，追実験の目的の下，結果の考察から花が開く温度

を予想して適切に温度を設定することができていると考えられる。

１（５）が正答の生徒（43.3％）のうち，１（６）が誤答の生徒（全体の21.3％）と無解

答の生徒（全体の1.3％）は，追実験の目的の下，結果の考察から花が開く温度を予想して

適切に温度を設定することができていないと考えられる。

１（５）と１（６）のどちらも誤答の生徒は，35.7％である。これらの生徒は，問題文中

のポスター３から必要な情報を取り出し，観察・実験の条件について思考することができて

いないと考えられる。

観察・実験の際，条件を制御して行うことは大切である。

指導改善のポイント（①－１ イ）

○ 理科の指導において，科学的な思考力や表現力を育成するために，観察・実験の計画を立

てる学習活動を行うことが大切である。例えば，その際に，予想や仮説を立てたり，従属変

数を確認し独立変数を考えたり，観察・実験の条件の制御について考えたりする学習活動が

考えられる。このような学習活動を通して，説明，論述，討論といった言語活動を充実させ，

科学的に探究する能力や態度を育てることが大切である。

授業アイディア例「だ液の働きは温度によって，どのように変わるだろうか」を参照。

（平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書 pp.362-365）
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①－２ 物理的領域

物理的領域に関する設問

設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率番号 （主な視点）

２ (１) 電圧が１．２Ｖのときの電流計の図 電流計の読み方の技能を身に付けて 「知識」 短答式 正答 ：45.4％

から，電流の大きさを読みとり答 いる （技能） 誤答 ：47.4％
える 無解答： 7.2％

２ (２) １つの回路で，２つの実験と同じ 抵抗の直列つなぎ，並列つなぎなど 「活用」 記述式 正答 ： 7.8％

結果を得るための測定方法を説明 に関する知識を活用して，他者の実 （検討･改善） 誤答 ：73.7％

する 験方法を検討し改善して，正しい実 無解答：18.5％
験方法を説明することができる

２ (３) ２つの実験結果から，電圧２．０Ｖの 実験結果を分析し，豆電球と発光ダ 「活用」 短答式 正答 ：55.5％

Ｘ ときの，豆電球と発光ダイオード イオードの消費する電力を比較する （分析･解釈） 誤答 ：33.7％
の消費する電力を比較して答える ことができる 無解答：10.8％

２ (５) 白熱電球をＬＥＤ電球に交換する 白熱電球をＬＥＤ電球に交換しよう 「活用」 記述式 正答 ：60.0％

ときに，消費する電力量を減らす とする場面において，電力量に関す （適用） 誤答 ：36.8％

ために最も効果がある場所を選び， る知識を活用して，最も省エネの効 無解答： 3.2％

その理由を説明する 果がある場所を考え，その根拠を説

明することができる

２ (６) 白熱電球とＬＥＤ電球を，それぞ 電力量を理解している 「知識」 短答式 正答 ：11.5％

れ１時間使用する場合に，消費す （知識） 誤答 ：48.7％

る電力量の差を求める式を書き， 無解答：39.7％

電力量の差を求める
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ア 「モデル実験における技能，活用」に関する設問

２（１）「知識」（技能）と２（２）「活用」（検討・改善）のクロス集計表（％）

２ (２)

正答 誤答 無解答 合計

正答 5.5 35.5 4.4 45.4

２ (１)
誤答 2.2 36.0 9.2 47.4

無解答 0.1 2.2 5.0 7.2

合計 7.8 73.7 18.5 100.0

２（１）「知識」（技能）と２（３）Ｘ「活用」（分析・解釈）のクロス集計表（％）

２ (３)Ｘ

正答 誤答 無解答 合計

正答 31.6 11.9 1.9 45.4

２ (１)
誤答 22.6 19.9 4.9 47.4

無解答 1.3 1.9 4.0 7.2

合計 55.5 33.7 10.8 100.0

２（２）「活用」（検討・改善）と２（３）Ｘ「活用」（分析・解釈）のクロス集計表（％）

２ (３)Ｘ

正答 誤答 無解答 合計

正答 7.0 0.7 0.0 7.8

２ (２)
誤答 44.2 26.8 2.8 73.7

無解答 4.4 6.2 8.0 18.5

合計 55.5 33.7 10.8 100.0

分析・考察
○ ２（１）と２（２）のどちらも正答の生徒は，5.5％である。これらの生徒は，電流計の

読み方の技能を身に付けていると考えられる。また，他者の実験の方法を検討し改善する

ことができていると考えられる。

２（１）で電流計の読み方の技能を身に付けている生徒（45.4％）のうち，２（２）が

誤答の生徒（全体の35.5％）と無解答の生徒（全体の4.4％）は，他者の実験の方法を検討

し改善することができていないと考えられる。

２（１）と２（２）のどちらも誤答の生徒は，36.0％である。これらの生徒は，電流計

の読み方の技能を身に付けていないと考えられる。また，他者の実験の方法を検討し改善

することができていないと考えられる。

○ ２（１）と２（３）Ｘのどちらも正答の生徒は，31.6％である。これらの生徒は，電流

計の読み方の技能を身に付けていると考えられる。また，観察・実験の結果を分析し解釈

することができていると考えられる。

２（１）と２（３）Ｘのどちらも誤答の生徒は，19.9％である。これらの生徒は，電流

計の読み方の技能を身に付けていないと考えられる。また，観察・実験の結果を分析し解

釈することができていないと考えられる。
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○ ２（２）と２（３）Ｘのどちらも正答の生徒は，7.0％である。これらの生徒は，他者の

実験の方法を検討し改善していると考えられる。また，観察・実験結果を分析し解釈する

ことができていると考えられる。

２（３）Ｘで観察・実験の結果を分析し解釈することができている生徒（55.5％）のう

ち，２（２）が誤答の生徒（全体の44.2％）と無解答の生徒（全体の4.4％）は，他者の実

験の方法を検討し改善することができていないと考えられる。

２（２）と２（３）Ｘのどちらも誤答の生徒は，26.8％である。これらの生徒は，他者

の実験の方法を検討し改善することができていないと考えられる。また，実験結果を分析

し解釈することができていないと考えられる。

○ 観察・実験を行う際，実験器具や計器を正しく使用して結果を得て，その結果から分析

し解釈して，説明したり話し合ったりすることが大切である。

指導改善のポイント（①－２ ア）

○ 理科の指導において，実験を適切に行うため，実験器具や計器の正しい使用方法や，デー

タの読み取り方などの観察・実験の技能を身に付けさせることが大切である。

また，科学的な思考力や表現力を育成するために，観察・実験の技能を身に付けさせると

ともに，実験結果を分析し解釈して説明したり，他者の実験の方法を検討し改善したりして，

知識を活用する場面を設定することが大切である。

例えば，個人で考えた考察を，班の中で説明し検討する。さらに班でまとめた考察をク

ラス全体で検討し，科学的な根拠に基づいて適切な説明をすることが考えられる。
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○ ２（２）と２（３）Ｘのどちらも正答の生徒は，7.0％である。これらの生徒は，他者の

実験の方法を検討し改善していると考えられる。また，観察・実験結果を分析し解釈する

ことができていると考えられる。

２（３）Ｘで観察・実験の結果を分析し解釈することができている生徒（55.5％）のう

ち，２（２）が誤答の生徒（全体の44.2％）と無解答の生徒（全体の4.4％）は，他者の実

験の方法を検討し改善することができていないと考えられる。

２（２）と２（３）Ｘのどちらも誤答の生徒は，26.8％である。これらの生徒は，他者

の実験の方法を検討し改善することができていないと考えられる。また，実験結果を分析

し解釈することができていないと考えられる。

○ 観察・実験を行う際，実験器具や計器を正しく使用して結果を得て，その結果から分析

し解釈して，説明したり話し合ったりすることが大切である。

指導改善のポイント（①－２ ア）

○ 理科の指導において，実験を適切に行うため，実験器具や計器の正しい使用方法や，デー

タの読み取り方などの観察・実験の技能を身に付けさせることが大切である。

また，科学的な思考力や表現力を育成するために，観察・実験の技能を身に付けさせると

ともに，実験結果を分析し解釈して説明したり，他者の実験の方法を検討し改善したりして，

知識を活用する場面を設定することが大切である。

例えば，個人で考えた考察を，班の中で説明し検討する。さらに班でまとめた考察をク

ラス全体で検討し，科学的な根拠に基づいて適切な説明をすることが考えられる。
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イ 「電力量」に関する設問

２（３）Ｘ「活用」（分析・解釈）と２（５）「活用」（適用）のクロス集計表（％）

２ (５)

正答 誤答 無解答 合計

正答 41.4 13.5 0.6 55.5

２ (３) 誤答 16.2 16.5 0.9 33.7

Ｘ 無解答 2.3 6.7 1.7 10.8

合計 60.0 36.8 3.2 100.0

２（３）Ｘ「活用」（分析・解釈）と２（６）「知識」（知識）のクロス集計表（％）

２ (６)

正答 誤答 無解答 合計

正答 9.9 30.5 15.1 55.5

２ (３) 誤答 1.6 16.9 15.2 33.7

Ｘ 無解答 0.1 1.3 9.4 10.8

合計 11.5 48.7 39.7 100.0

分析・考察
○ ２（３）Ｘと２（５）のどちらも正答の生徒は，41.4％である。これらの生徒は，電力に

関する観察・実験の結果を分析し解釈して，日常生活の特定の場面に電力量に関する基礎

的・基本的な知識を活用することができていると考えられる。

○ ２（３）Ｘと２（６）のどちらも正答の生徒は，9.9％である。これらの生徒は，電力に

関する観察・実験の結果を分析し解釈して，電力量を理解することができていると考えられ

る。

２（３）Ｘで実験結果を分析し解釈することができている生徒（55.5％）のうち，２（６）

が誤答の生徒（全体の30.5％）と無解答の生徒（全体の15.1％）は，電力量の理解（定量的

な計算）ができていないと考えられる。これらの生徒の中には，問題文中の新聞の情報から

答えを推定しており，消費する電力の計算結果を根拠としていないなどの生徒がいると考え

られる。

○ 電力や電力量の知識を身に付け，それらの知識を活用し，観察・実験の結果を分析し解釈

したり，日常生活の特定の場面において考えたりすることが大切である。

指導改善のポイント（①－２ イ）

○ 理科の指導において，物理的な事物・現象に関して量的な関係を見いださせるために，電

力や電力量など物理量の意味を理解させることが大切である。そのためには，独立変数，従

属変数を意識した指導を行うことが大切である。例えば，消費する電力量を求める計算にお

いて，時間が独立変数になることを気付かせる。そして，日常生活に電力量の知識を活用さ

せる場面として，消費電力の表示器を使って実際に電力量と時間の関係を調べることなどで

電力量を意識させる指導を行うことが考えられる。

授業アイディア例「電力量」を参照。

（平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書pp.390-394）
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①－３ 地学的領域

地学的領域に関する設問

設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率番号 （主な視点）

３ (３) 地層観察の結果から，過去の火山 火山や地層，堆積岩の知識を活用し， 「活用」 記述式 正答 ：11.3％

活動が活発だった時期の回数につ 過去の火山活動が活発だった時期の （検討･改善） 誤答 ：83.0％

いての他者の考察を検討し，適切 回数についての他者の考察を検討 無解答： 5.7％

な回数を選び，その根拠を説明する し，根拠を示して改善した考察を説

明することができる

３ (４) ローム層の厚さと偏西風の影響の 地域の火山灰の広がり方を考察する 「活用」 選択式 正答 ：49.6％

情報から，火山，観察地，中学校 場面において，火山や地層などに関 (適用) 誤答 ：48.3％

の位置関係を適切に示した模式図 する知識を活用して，ローム層の厚 無解答： 2.1％

を選ぶ さと偏西風の影響の情報から，火山，

観察地，中学校の位置関係を推定す

ることができる

ア 「地層の広がりを考える」に関する設問

３（３）「活用」（検討・改善）と３（４）「活用」（適用）のクロス集計表（％）

３ (４)

正答 誤答 無解答 合計

正答 9.0 2.3 0.1 11.3

３ (３)
誤答 38.7 43.4 1.0 83.0

無解答 1.9 2.7 1.0 5.7

合計 49.6 48.3 2.1 100.0

分析・考察
○ ３（３）と３（４）のどちらも正答の生徒は，9.0％である。これらの生徒は，長大な時

間で考えたり広大な空間を想像できたりしていると考えられる。また，地層の重なり方や広

がり方について考察する際，地層のつながりを認識できていると考えられる。

３（４）で地層の広がり方について考察することができている生徒（49.6％）のうち，３（３）

が誤答の生徒（全体の38.7％）と無解答の生徒（全体の1.9％）は，地層の重なり方や広が

り方について考察する際，地層のつながりを認識できていないと考えられる。

３（３）と３（４）のどちらも誤答の生徒は，43.4％である。これらの生徒は，時間概念

と空間概念が形成できておらず，地層の重なり方や広がり方について理解できていないと考

えられる。

地学的領域においては，長大な時間や広大な空間を考えることが大切である。

指導改善のポイント（①－３ ア）

○ 理科の指導において，地層について学習する際，地学的な事物・現象が長大な時間と広大

な空間の中で変化したり生起したりしているという見方や考え方を養い，時間概念と空間概

念を形成することが大切である。地層の成り立ちや空間的な広がりを捉えるためには，野外

観察などを行い，過去の大地の変動を考察したり，地層の重なり方や広がり方の規則性を見

いだしたりすることが大切である。

授業アイディア例「地層観察に出かけよう！」，「噴火した火山は？」を参照。

（平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書 pp.412-421）
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①－４ 化学的領域

化学的領域に関する設問

設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率番号 （主な視点）

４ (１) 濃度１０％の食塩水１０００ｇをつく 「特定の質量パーセント濃度の水溶 「知識」 短答式 正答 ：52.0％

るために必要な食塩と水の質量を 液をつくる」という技能を身に付け （技能） 誤答 ：30.2％
求める ている 無解答：17.8％

４ (４) 食塩水がいくらでも濃くできるわ 「いくらでも食塩水を濃くできるわ 「活用」 記述式 正答 ：48.3％

けではない理由を説明する けではない」という他者からの指摘 （分析･解釈） 誤答 ：26.2％

を分析し解釈して，他者の考えの根 無解答：25.5％
拠を説明することができる

４ (５) 食塩水のようすを，食塩の粒子の 水溶液においては，溶質が均一に分 「知識」 選択式 正答 ：72.8％

和宏さん モデルで表したものを選ぶ 散していることを粒子のモデルと関 （知識） 誤答 ：24.8％
連付けて理解している 無解答： 2.4％

４ (５) 液体のようす（上部が水，下部が 液体のようすについて予想を立てる 「活用」 選択式 正答 ：69.5％

望さん 食塩水）を，食塩の粒子のモデル 場面において，水溶液の知識を活用 （適用） 誤答 ：27.9％

で表したものを選ぶ して，「上層が水，下層が食塩水の 無解答： 2.6％

２層になっている」という予想を粒

子のモデルで表している図を指摘す

ることができる

４ (６) 二人の考えのどちらが正しいかを 「水槽の中の液体が，食塩水の１層 「活用」 選択式 正答 ：45.5％

調べる実験の方法と，その実験を なのか，上層が水，下層が食塩水の （構想） 誤答 ：51.5％

行ったとき，得られる実験結果と ２層なのか」ということを検証する 無解答： 3.1％

して，正しいものを選ぶ 実験を計画することができる
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ア 「水溶液の濃度」に関する設問

４（１）「知識」（技能）と４（４）「活用」（分析・解釈）のクロス集計表（％）

４ (４)

正答 誤答 無解答 合計

正答 33.7 13.0 5.4 52.0

４ (１)
誤答 10.8 10.8 8.7 30.2

無解答 3.9 2.5 11.4 17.8

合計 48.3 26.2 25.5 100.0

分析・考察
○ ４（１）と４（４）のどちらも正答の生徒は，33.7％である。これらの生徒は，「特定の

質量パーセント濃度の水溶液をつくる」という技能に関する知識を身に付けており，「いく

らでも食塩水を濃くできるわけではない」という他者からの指摘を分析し解釈して，その根

拠を説明することができていると考えられる。

質量パーセント濃度や溶解度に関する知識を身に付けることは，水溶液を扱う観察・実験

を行う上で大切である。

指導改善のポイント（①－４ ア）

○ 理科の指導において，水溶液の濃度について学習する際，質量パーセント濃度の意味を理

解させることが大切である。特に，飽和水溶液を扱うときには，水の量によって溶質が溶け

る量には限度があることを理解して説明できるようにすることが大切である。

例えば，実際に100ｇの水に食塩を溶かし，水に溶ける量には限度があることを体験させ，

そのときの質量パーセント濃度を求めることで，飽和水溶液の質量パーセント濃度が

100％ではないことを見いださせることが考えられる。

授業アイディア例「飽和水溶液」を参照。

（平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書pp.438-441）
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イ 「粒子の概念」に関する設問

４（５）和宏さん「知識」（知識）と４（５）望さん「活用」（適用）のクロス集計表（％）

４ (５)望さん

正答 誤答 無解答 合計

正答 61.6 11.1 0.1 72.8

４ (５) 誤答 7.9 16.7 0.2 24.8

和宏さん 無解答 0.0 0.1 2.3 2.4

合計 69.5 27.9 2.6 100.0

分析・考察
○ ４（５）和宏さんと４（５）望さんのどちらも正答の生徒は，61.6％である。これらの生

徒は，濃度が均一のとき，水溶液の溶質は均一に分散していることを粒子のモデルと関連付

けて理解することができており，特定の状態の液体のようすを粒子のモデルで考えることが

できていると考えられる。

４（５）和宏さんと４（５）望さんのどちらも誤答の生徒は，16.7％である。これらの生

徒は，化学的な事物・現象について，粒子のモデルと関連付けて理解し考えることができて

いないと考えられる。

水溶液について科学的に思考する際，粒子のモデルを使って考えたり表現したりすること

は大切である。

指導改善のポイント（①－４ イ）

○ 理科の指導において，化学的領域の基本的な見方や概念の柱は「粒子」であり，化学的な

事物・現象について，粒子のモデルと関連付けて理解し，説明できるようにすることが大切

である。例えば，水を入れた水槽に，食紅で着色した飽和食塩水をゆっくりと水槽の下部に

注ぎ，２層に分かれる実験を行い，粒子のモデルを使って液体のようすを説明させる学習活

動が考えられる。
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ウ 「水溶液の実験計画」に関する設問

４（５）和宏さん「知識」（知識）と４（６）「活用」（構想）のクロス集計表（％）

４ (６)

正答 誤答 無解答 合計

正答 38.5 33.8 0.6 72.8

４ (５) 誤答 7.0 17.6 0.3 24.8

和宏さん 無解答 0.1 0.1 2.2 2.4

合計 45.5 51.5 3.1 100.0

４（５）望さん「活用」（適用）と４（６）「活用」（構想）のクロス集計表（％）

４ (６)

正答 誤答 無解答 合計

正答 37.5 31.5 0.5 69.5

４ (５) 誤答 7.9 19.8 0.3 27.9

望さん 無解答 0.1 0.2 2.3 2.6

合計 45.5 51.5 3.1 100.0

分析・考察

○ ４（５）和宏さんと４（６）のどちらも正答の生徒は，38.5％である。これらの生徒は，

濃度が均一のとき，水溶液の溶質は均一に分散していることを粒子のモデルと関連付けて理

解することができており，物質の性質などの知識を活用して仮説を検証するための実験を計

画することができていると考えられる。

４（５）和宏さん で濃度が均一のとき，水溶液の溶質は均一に分散していることを粒子

のモデルと関連付けて理解することができている生徒（72.8％）のうち，４（６）が誤答の

生徒（全体の33.8％）と無解答の生徒（全体の0.6％）は，物質の性質などの知識を活用し

て仮説を検証するための実験を計画することができていないと考えられる。

○ ４（５）望さんと４（６）のどちらも正答の生徒は，37.5％である。これらの生徒は，特

定の状態の液体のようすを粒子のモデルで考えることができており，物質の性質などの知識

を活用して仮説を検証するための実験を計画することができていると考えられる。

４（５）望さん で特定の状態の液体のようすを粒子のモデルで考えることができている

生徒（69.5%）のうち，４（６）が誤答の生徒（全体の31.5％）と無解答の生徒（全体の0.5

％）は，物質の性質などの知識を活用して仮説を検証するための実験を計画することができ

ていないと考えられる。

○ 水溶液の観察・実験を計画する際，粒子のモデルを使って考えたり表現したりすることは

大切である。

指導改善のポイント（①－４ ウ）

○ 理科の指導において，観察・実験を行う際，目的意識をもって取り組ませることが大切で

ある。また，どのような実験を行うことが適切であるかということを生徒に気付かせること

も大切である。例えば，水槽に入れた水の下部に，着色していない飽和食塩水をゆっくりと

注いで，２層に分かれた溶液を用意し，観察させる。そして，この溶液に溶けている食塩

のようすについて予想を立て，自分の予想が正しいかどうかを検証するための実験の方法

を計画し，実際に実験を行う場面を設定することが考えられる。

授業アイディア例「水と飽和食塩水」を参照。

（平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書pp.442-446）
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①－５ 生物的領域と地学的領域

生物的領域と地学的領域に関する設問

設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号 （主な視点）

１ (１) 水草の働きの名称と発生する気体 魚類の呼吸と水草の光合成を理解し 「知識」 短答式 正答 ：56.8％

の名称を答える ている （知識） 誤答 ：33.5％
無解答： 9.7％

３ (６) 「うすい塩酸をかけ，発生する気 「石灰岩（石灰石）にうすい塩酸を 「知識」 短答式 正答 ：74.4％

体を確かめる」という石灰岩を見 かけると二酸化炭素が発生する」と （技能） 誤答 ：16.1％

分ける技能において，そのとき発 いう石灰岩の見分け方に関する技能 無解答： 9.5％

生する気体の名称を答える を身に付けている

ア 「気体」に関する設問

１（１）「知識」（知識）と３（６）「知識」（技能）のクロス集計表（％）

３ (６)

正答 誤答 無解答 合計

正答 47.9 7.0 1.9 56.8

１ (１)
誤答 22.6 7.5 3.4 33.5

無解答 3.9 1.6 4.2 9.7

合計 74.4 16.1 9.5 100.0

分析・考察
○ １（１）と３（６）のどちらも正答の生徒は，47.9％である。これらの生徒は，生物の働

きに関わる気体についての知識を身に付けていると考えられる。また，石灰岩（石灰石）を

見分ける技能に関する知識（石灰岩と塩酸の化学変化によって生じる気体の知識）を身に付

けていることが考えられる。

どちらも「知識」で短答式の設問であるが，正答率は１（１）の方が低い。その理由とし

ては，３（６）は「知識を直接的に問う設問」であるのに対し，１（１）は「その状況にお

ける知識を問う設問」であるからと考えられる。

気体に関する知識を基に，特定の場面における気体について考えられるようにしておくこ

とは大切である。

指導改善のポイント（①－５ ア）

○ 中学校理科において，物質としての気体を扱うのは，第１学年の「第１分野（2）身の回

りの物質」であるが，第２分野では，気体は光合成や呼吸において関わりがあるように，他

の内容でも関わりがある。理科の指導において，それぞれの内容における気体について理解

する必要があり，気体に関する知識は，常に活用できる知識として習得しておくことが大切

となる。

それぞれの内容において，気体の指導を行う際，他の内容における気体についても，必要

に応じて扱ったり触れたりすることが大切である。
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①－６ 生物的領域と化学的領域

生物的領域と化学的領域に関する設問

設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号 （主な視点）

１ (４) 示された花の模式図にならって， 「アブラナの花を分解し順に並べた 「活用」 選択式 正答 ：66.6％

アブラナの花のつくりを表した模 図」と「インターネットで紹介され （適用） 誤答 ：32.9％

式図を選ぶ ていた花のつくりを表す模式図」を 無解答： 0.4％

関連付ける場面において，花のつく

りの共通点や規則性に関する知識を

活用して，アブラナの花のつくりを

表している模式図を指摘することが

できる

４ (５) 食塩水のようすを，食塩の粒子の 水溶液においては，溶質が均一に分 「知識」 選択式 正答 ：72.8％

和宏さん モデルで表したものを選ぶ 散していることを粒子のモデルと関 （知識） 誤答 ：24.8％
連付けて理解している 無解答： 2.4％

４ (５) 液体のようす（上部が水，下部が 液体のようすについて予想を立てる 「活用」 選択式 正答 ：69.5％

望さん 食塩水）を，食塩の粒子のモデル 場面において，水溶液の知識を活用 （適用） 誤答 ：27.9％

で表したものを選ぶ して，「上層が水，下層が食塩水の 無解答： 2.6％

２層になっている」という予想を粒

子のモデルで表している図を指摘す

ることができる
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ア 「模式図と粒子のモデル」を扱う設問

１（４）「活用」（適用）と４（５）和宏さん「知識」（知識）のクロス集計表（％）

４ (５)和宏さん

正答 誤答 無解答 合計

正答 52.1 13.1 1.4 66.6

１ (４)
誤答 20.6 11.6 0.7 32.9

無解答 0.1 0.0 0.3 0.4

合計 72.8 24.8 2.4 100.0

１（４）「活用」（適用）と４（５）望さん「活用」（適用）のクロス集計表（％）

４ (５)望さん

正答 誤答 無解答 合計

正答 49.8 15.3 1.5 66.6

１ (４)
誤答 19.6 12.6 0.8 32.9

無解答 0.1 0.0 0.3 0.4

合計 69.5 27.9 2.6 100.0

分析・考察
○ １（４）と４（５）和宏さんのどちらも正答の生徒は，52.1％である。これらの生徒は，

生物の観察では，模式図を用いて考察することができ，水溶液を粒子のモデルで表すことが

できていると考えられる。

○ １（４）と４（５）望さんのどちらも正答の生徒は，49.8％である。これらの生徒は，生

物の観察と水溶液の実験において，模式図や粒子のモデルを用いて考察することができてい

ると考えられる。

○ 生物の体のつくりや物質について，模式図やモデルを使って考察することは大切である。

指導改善のポイント（①－６ ア）

○ 理科の指導において，生物の体のつくりを観察する際，多様性の中にも体のつくりの共通

点や規則性があることを見いださせたり，生物の体のつくりの理解を促したりするために，

花の模式図や植物の模型などを取り入れることは大切である。

また，物質とその変化に関する学習の際，微視的な見方や考え方を育成し，化学的な事物・

現象を考えたり理解したりするために，粒子のモデルを取り入れることは大切であると考え

られる。

授業アイディア例「葉の付き方と日光の関係を調べる」，「水と飽和食塩水」を参照。

（平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書 pp.358-361，442-446）
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①－７ 物理的領域と化学的領域

物理的領域と化学的領域に関する設問

設問 設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率
番号 （主な視点）

２ (１) 電圧が１．２Ｖのときの電流計 電流計の読み方の技能を身に付 「知識」 短答式 正答 ：45.4％

の図から，電流の大きさを読 けている （技能） 誤答 ：47.4％
みとり答える 無解答： 7.2％

２ (６) 白熱電球とＬＥＤ電球を，そ 電力量を理解している 「知識」 短答式 正答 ：11.5％

れぞれ１時間使用する場合に， （知識） 誤答 ：48.7％

消費する電力量の差を求める 無解答：39.7％
式を書き，電力量の差を求める

４ (１) 濃度１０％の食塩水１０００ｇを 「特定の質量パーセント濃度の 「知識」 短答式 正答 ：52.0％

つくるために必要な食塩と水 水溶液をつくる」という技能を （技能） 誤答 ：30.2％
の質量を求める 身に付けている 無解答：17.8％

４ (３) 実験結果から，食塩水の中で 浮力を理解している 「知識」 短答式 正答 ：38.6％

卵にはたらく浮力の大きさを （知識） 誤答 ：23.0％

求める式を書き，浮力の大き 無解答：38.4％

さを求める

ア 「知識」（技能）に関する設問

２（１）「知識」（技能）と４（１）「知識」（技能）のクロス集計表（％）

４ (１)

正答 誤答 無解答 合計

正答 30.0 10.5 4.9 45.4

２ (１)
誤答 20.9 18.4 8.1 47.4

無解答 1.1 1.3 4.8 7.2

合計 52.0 30.2 17.8 100.0

分析・考察
○ ２（１）と４（１）のどちらも正答の生徒は，30.0％である。これらの生徒は，電流計の

読み方の技能と「特定の質量パーセント濃度の水溶液をつくる」という技能に関する知識を

身に付けていると考えられる。

４（１）が正答の生徒（52.0％）のうち，２（１）が誤答の生徒（全体の20.9％）と無解

答の生徒（全体の1.1％）は，電流計の読み方の技能を身に付けていないと考えられる。

２（１）と４（１）のどちらでも誤答の生徒は，18.4％である。これらの生徒は，電流計

の読み方の技能と「特定の質量パーセント濃度の水溶液をつくる」という技能に関する知識

を身に付けていないと考えられる。

観察・実験の技能を身に付けておくことは，観察・実験を適切に行う上で大切である。

指導改善のポイント（①－７ ア）

○ 理科の指導において，観察・実験の技能を身に付けさせるために，観察・実験を充実させ

ることが大切である。例えば，電流計の目盛りを一人一人に読ませたり，特定の濃度の水溶

液を一人一人に作らせたりするなどの学習活動を，年間の指導計画に適切に位置付けることが

考えられる。
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イ 「定量的な扱い」に関する設問

２（６）「知識」（知識）と４（１）「知識」（技能）のクロス集計表（％）

４ (１)

正答 誤答 無解答 合計

正答 9.5 1.5 0.5 11.5

２ (６)
誤答 29.5 15.8 3.4 48.7

無解答 13.1 12.8 13.8 39.7

合計 52.0 30.2 17.8 100.0

２（６)「知識」（知識）と４（３)「知識」（知識）のクロス集計表（％）

４ (３)

正答 誤答 無解答 合計

正答 9.0 1.4 1.1 11.5

２ (６)
誤答 24.0 15.5 9.2 48.7

無解答 5.6 6.1 28.0 39.7

合計 38.6 23.0 38.4 100.0

４（１）「知識」（技能）と４（３）「知識」（知識）のクロス集計表（％）

４ (３)

正答 誤答 無解答 合計

正答 30.1 10.5 11.5 52.0

４ (１)
誤答 6.8 10.9 12.4 30.2

無解答 1.7 1.6 14.5 17.8

合計 38.6 23.0 38.4 100.0

分析・考察
○ ２（６）と４（１）のどちらも正答の生徒は，9.5％である。これらの生徒は，電力量を

理解しており，「特定の質量パーセント濃度の水溶液をつくる」という技能に関する知識を

身に付けていると考えられる。

４（１）が正答の生徒（52.0％）のうち，２（６）が誤答の生徒（全体の29.5％）と無解

答の生徒（全体の13.1％）は，電力量を理解していないと考えられる。

４（１）では，計算することのみが求められる。４（１）に正答した生徒が，２（６）で

式を立てて計算し答えを求めると，その多くの生徒が誤答になる。このことから，式の意味

を理解し，式を立てることに課題があると考えられる。

○ ２（６）と４（３）のどちらも正答の生徒は，9.0％である。これらの生徒は，電力量を

理解しており，浮力を理解していると考えられる。

４（３）が正答の生徒（38.6％）のうち，２（６）が誤答の生徒（全体の24.0％）と無解

答の生徒（全体の5.6％）は，電力量を理解していないと考えられる。

○ ４（１）と４（３）のどちらも正答の生徒は，30.1％である。これらの生徒は，「特定の

質量パーセント濃度の水溶液をつくる」という技能に関する知識を身に付けており，浮力を

理解していると考えられる。

４（１）が正答の生徒（52.0％）のうち，４（３）が誤答の生徒（全体の10.5％）と無解

答の生徒（全体の11.5％）は，浮力を理解していないと考えられる。
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○ 自然の事物・現象に関して量的な関係を見いださせるためには，電力量や質量パーセント

濃度などの意味を理解することが大切である。

指導改善のポイント（①－７ イ）

○ 理科の指導において，電力量や質量パーセント濃度などの意味を理解させるためには，例

えば，電力量を求める計算においては，独立変数，従属変数を意識した指導を行うことが大

切であると考えられる。また，質量パーセント濃度を求める計算においては，溶質，溶媒，

溶液についての知識を身に付けた上で，質量パーセント濃度の意味を理解させることが大切

である。電力量や質量パーセント濃度を求める場合には，式の意味を理解させながら，式を

立て計算をすることが大切である。
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② 他教科（国語，数学）及び学校の教育活動全般

分析の目的
理科の調査問題と国語，学校の教育活動全般に関する質問紙の関連などを分析し，その結果か

ら指導の改善について考えられることを示す。

数学の調査問題と，それに関連する理科の調査問題のクロス集計を行い，結果を分析する。そ

して，指導改善の根拠として活用できるものや，分析の結果に特徴が見られるものに基づいた指

導改善のポイントを示す。

分析の方法
以下の項目のクロス集計から，それぞれの関連を分析する。

○「記述式」に関する各設問と「国語」に関する質問紙
・ 理科の問題形式に即した学校質問紙調査と生徒質問紙調査における設問の平均正答率

問題形式 質問紙 該当する設問番号

②－１ 記述式
学校質問紙50

１（２），２（２），２（５），３（３），４（４）
生徒質問紙52

○「記述式」に関する各設問と学校の教育活動全般に関する質問紙
・ 理科の問題形式に即した学校質問紙調査と生徒質問紙調査における設問の平均正答率

問題形式 質問紙 該当する設問番号

学校質問紙30

②－２ 記述式 生徒質問紙41 １（２），２（２），２（５），３（３），４（４）

生徒質問紙75

○ 理科の「記述式」の問題における平均正答率と国語に関する学校・生徒質問紙の関連

・ 国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気をつけて書いている

と回答した生徒の方が，理科の「記述式」に関する問題の平均正答率が高い傾向が見られ

る。

○ 理科の正答率と数学の正答率の関連

・ 数学の問題で簡単な比例式を解くことができている生徒の方が，理科で式を立て計算す

る問題の正答率が高い傾向が見られる。

・ 数学の問題で表から必要な情報を適切に選択し処理することができている生徒の方が，

理科で式を立て計算する問題の正答率が高い傾向が見られる。
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○「理科」の調査問題と「数学」の調査問題
数学の「式を立てて計算し答えを求める設問」，「必要な情報を適切に選択し処理する

設問」と，それらに関連する理科の各設問のクロス集計のうち，指導改善の根拠として

活用できるものや，分析の結果に特徴が見られるものを分析する。

関連する内容 該当する設問及び学習指導要領の内容

式を立てて計算し答えを 理科２（６） 第１分野 (3) ア (ｳ)電気とそのエネルギー

求める 理科４（１） 第１分野 (2) イ (ｱ)物質の溶解

理科４（３） 第１分野 (1) イ (ｲ)圧力

数学Ａ３（１）第１学年 Ａ (3) ウ 簡単な一元一次方程式を解

②－３
くこと及びそれを具体的な場面で活用すること。

必要な情報を適切に選択 理科２（６） 第１分野 (3) ア (ｳ)電気とそのエネルギー

し，処理する 理科４（１） 第１分野 (2) イ (ｱ)物質の溶解

理科４（３） 第１分野 (1) イ (ｲ)圧力

数学Ｂ１（１）第１学年 Ａ (3) ウ 簡単な一元一次方程式を解

くこと及びそれを具体的な場面で活用すること。

○「理科」の調査問題と教職員の取組に関する質問紙
・ 教職員の取組に関する学校質問紙調査における理科の平均正答率

理科 質問紙 該当する問題番号

②－４ 理科
学校質問紙93

１ ，２ ，３ ，４
学校質問紙95
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○「理科」の調査問題と「数学」の調査問題
数学の「式を立てて計算し答えを求める設問」，「必要な情報を適切に選択し処理する

設問」と，それらに関連する理科の各設問のクロス集計のうち，指導改善の根拠として

活用できるものや，分析の結果に特徴が見られるものを分析する。

関連する内容 該当する設問及び学習指導要領の内容

式を立てて計算し答えを 理科２（６） 第１分野 (3) ア (ｳ)電気とそのエネルギー

求める 理科４（１） 第１分野 (2) イ (ｱ)物質の溶解

理科４（３） 第１分野 (1) イ (ｲ)圧力

数学Ａ３（１）第１学年 Ａ (3) ウ 簡単な一元一次方程式を解

②－３
くこと及びそれを具体的な場面で活用すること。

必要な情報を適切に選択 理科２（６） 第１分野 (3) ア (ｳ)電気とそのエネルギー

し，処理する 理科４（１） 第１分野 (2) イ (ｱ)物質の溶解

理科４（３） 第１分野 (1) イ (ｲ)圧力

数学Ｂ１（１）第１学年 Ａ (3) ウ 簡単な一元一次方程式を解

くこと及びそれを具体的な場面で活用すること。

○「理科」の調査問題と教職員の取組に関する質問紙
・ 教職員の取組に関する学校質問紙調査における理科の平均正答率

理科 質問紙 該当する問題番号

②－４ 理科
学校質問紙93

１ ，２ ，３ ，４
学校質問紙95
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②－１ 「記述式」に関する各設問と「国語」に関する質問紙

問題形式「記述式」に関する設問

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 反応率番号 （主な視点）

１ (２) 両生類であるカエルの特徴や成長 動物を飼育する場面において，両生 「活用」 記述式 正答 ：38.5％
に応じて飼育の環境を整えた理由 類の子と親の体のつくりと働きや生 （適用） 誤答 ：50.6％
を説明する 活場所に関する知識を活用して，カ 無解答：11.0％

エルの特徴や成長に応じて飼育の環

境を整えた理由を説明することがで

きる

２ (２) １つの回路で，２つの実験と同じ 抵抗の直列つなぎ，並列つなぎなど 「活用」 記述式 正答 ： 7.8％
結果を得るための測定方法を説明 に関する知識を活用して，他者の実 （検討･改善） 誤答 ：73.7％
する 験方法を検討し改善して，正しい実 無解答：18.5％

験方法を説明することができる

２ (５) 白熱電球をＬＥＤ電球に交換する 白熱電球をＬＥＤ電球に交換しよう 「活用」 記述式 正答 ：60.0％
ときに，消費する電力量を減らす とする場面において，電力量に関す （適用） 誤答 ：36.8％
ために最も効果がある場所を選び， る知識を活用して，最も省エネの効 無解答： 3.2％
その理由を説明する 果がある場所を考え，その根拠を説

明することができる

３ (３) 地層観察の結果から，過去の火山 火山や地層，堆積岩の知識を活用し， 「活用」 記述式 正答 ：11.3％
活動が活発だった時期の回数につ 過去の火山活動が活発だった時期の （検討･改善） 誤答 ：83.0％
いての他者の考察を検討し，適切 回数についての他者の考察を検討 無解答： 5.7％
な回数を選び，その根拠を説明する し，根拠を示して改善した考察を説

明することができる

４ (４) 食塩水がいくらでも濃くできるわ 「いくらでも食塩水を濃くできるわ 「活用」 記述式 正答 ：48.3％
けではない理由を説明する けではない」という他者からの指摘 （分析･解釈） 誤答 ：26.2％

を分析し解釈して，他者の考えの根 無解答：25.5％
拠を説明することができる
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ア 学校質問紙50

学校質問紙50：第３学年の生徒に対する国語の指導として，前年度までに，書く習慣を付ける授業を行い

ましたか

よく行った どちらかといえば，行った あまり行っていない

全く行っていない その他，無回答

よく行った どちらかといえば，行った

あまり行っていない／全く行っていない

各設問における学校の平均正答率

分析・考察
○ 学校質問紙50で「国語の指導として，書く習慣を付ける授業を行った」と回答している学

校の方が，「記述式」に関する各設問の学校の平均正答率が高い傾向が見られる。

32.5 59.3 7.9 0.1

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

１（２） ２（２）

２（５） ３（３）

４（４） 「記述式」
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イ 生徒質問紙52

生徒質問紙52：国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気をつけて書いていますか

当てはまる どちらかといえば，当てはまる どちらかといえば，当てはまらない

当てはまらない その他 無回答

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない

各設問における生徒の平均正答率

分析・考察
○ 生徒質問紙52で「国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気をつ

けて書いている」と回答している生徒の方が，「記述式」に関する各設問の生徒の平均正答

率が高い傾向が見られる。

指導改善のポイント（②－１）

○ 国語をはじめとした各教科等において，言語活動を充実し，思考力，判断力，表現力等を

育成している。各教科等において，どのような言語活動が行われているかを十分理解し，そ

れを理科の言語活動に生かしていくことが大切である。

理科においては，科学的な思考力・表現力を育成するために，例えば，「科学的な概念を

使用して考えたり説明したりするなどの学習活動」や，「観察・実験を計画したり，考察し

たりする場面において，様々なテキスト（文章，図，表など）から，必要な情報を取り出し，

科学的な思考を行い，表現する学習活動」を充実することが大切である。

１（２） ２（２）

２（５） ３（３）

４（４） 「記述式」
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②－２ 「記述式」に関する各設問と学校の教育活動全般に関する質問紙

問題形式「記述式」に関する設問

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 反応率番号 （主な視点）

１ (２) 両生類であるカエルの特徴や成長 動物を飼育する場面において，両生 「活用」 記述式 正答 ：38.5％
に応じて飼育の環境を整えた理由 類の子と親の体のつくりと働きや生 （適用） 誤答 ：50.6％
を説明する 活場所に関する知識を活用して，カ 無解答：11.0％

エルの特徴や成長に応じて飼育の環

境を整えた理由を説明することがで

きる

２ (２) １つの回路で，２つの実験と同じ 抵抗の直列つなぎ，並列つなぎなど 「活用」 記述式 正答 ： 7.8％
結果を得るための測定方法を説明 に関する知識を活用して，他者の実 （検討･改善） 誤答 ：73.7％
する 験方法を検討し改善して，正しい実 無解答：18.5％

験方法を説明することができる

２ (５) 白熱電球をＬＥＤ電球に交換する 白熱電球をＬＥＤ電球に交換しよう 「活用」 記述式 正答 ：60.0％
ときに，消費する電力量を減らす とする場面において，電力量に関す （適用） 誤答 ：36.8％
ために最も効果がある場所を選び， る知識を活用して，最も省エネの効 無解答： 3.2％
その理由を説明する 果がある場所を考え，その根拠を説

明することができる

３ (３) 地層観察の結果から，過去の火山 火山や地層，堆積岩の知識を活用し， 「活用」 記述式 正答 ：11.3％
活動が活発だった時期の回数につ 過去の火山活動が活発だった時期の （検討･改善） 誤答 ：83.0％
いての他者の考察を検討し，適切 回数についての他者の考察を検討 無解答： 5.7％
な回数を選び，その根拠を説明する し，根拠を示して改善した考察を説

明することができる

４ (４) 食塩水がいくらでも濃くできるわ 「いくらでも食塩水を濃くできるわ 「活用」 記述式 正答 ：48.3％
けではない理由を説明する けではない」という他者からの指摘 （分析･解釈） 誤答 ：26.2％

を分析し解釈して，他者の考えの根 無解答：25.5％
拠を説明することができる
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ア 学校質問紙30

学校質問紙30：第３学年の生徒に対して，前年度までに，生徒が自分で調べたことや考えたことを分かり

やすく文章に書かせる指導をしましたか

よく行った どちらかといえば，行った あまり行っていない

全く行っていない その他，無回答

よく行った どちらかといえば，行った

あまり行っていない／全く行っていない

各設問における学校の平均正答率

分析・考察
○ 学校質問紙30で「生徒が自分で調べたことや考えたことを分かりやすく文章に書かせる指

導をした」と回答している学校の方が，「記述式」に関する各設問の学校の平均正答率が高

い傾向が見られる。

23.0 63.9 12.9 0.2

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

学校質問紙30回答結果

１（２） ２（２）

２（５） ３（３）

４（４） 「記述式」
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イ 生徒質問紙41

生徒質問紙41：普段の授業では，自分の考えを発表する機会が与えられていると思いますか

当てはまる どちらかといえば，当てはまる どちらかといえば，当てはまらない

当てはまらない その他 無回答

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない

各設問における生徒の平均正答率

分析・考察
○ 生徒質問紙41で「普段の授業では，自分の考えを発表する機会が与えられている」と回答

している生徒の方が，「記述式」に関する各設問の生徒の平均正答率が高い傾向が見られる。

30.1 46.0 18.1 5.6

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

生徒質問紙41回答結果

１（２） ２（２）

２（５） ３（３）

４（４） 「記述式」
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ウ 生徒質問紙75

生徒質問紙75：理科の授業で，自分の考えや考察をまわりの人に説明したり発表したりしていますか

当てはまる どちらかといえば，当てはまる どちらかといえば，当てはまらない

当てはまらない その他 無回答

※ 生徒質問紙75に対する回答は，肯定的な回答（「当てはまる」，「どちらかといえば，当てはまる」）が27.0％，否定的な

回答（「当てはまらない」，「どちらといえば，当てはまらない」）が72.4％で，否定的な回答が多い状況であるが，これを

前提に分析する。

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない

各設問における生徒の平均正答率

分析・考察
○ 生徒質問紙75で「理科の授業で,自分の考えや考察をまわりの人に説明したり発表したり

している」と回答している生徒の方が，「記述式」に関する各設問の生徒の平均正答率が高

い傾向が見られる。

指導改善のポイント（②－２）

○ 学校全般の学習指導において，「生徒が自分で調べたことや考えたことを分かりやすく文

章に書かせるような指導」や「自分の考えを発表する機会を設定」することが大切であると

考えられる。

理科においては，科学的な思考力や表現力を育成するために，観察・実験における予想や

考察など自分の考えを周りの人に説明したり発表したりする学習活動を行い，言語活動を充

実させることが大切である。観察・実験の考察の場面では，結果などを根拠に，科学的な概

念を使って考えたことを分かりやすく文章に書いたり，自分の考えを発表したりするような

学習活動を充実させることが考えられる。

8.9 18.1 39.4 33.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
生徒質問紙75回答結果

１（２） ２（２）

「記述式」

２（５） ３（３）

４（４）
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②－３ 「理科」の調査問題と「数学」の調査問題

ア 「式を立てて計算し答えを求める」設問

「式を立てて計算し答えを求める」に関する設問

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 反応率番号 （主な視点）

理科 白熱電球とＬＥＤ電球を，それぞ 電力量を理解している 「知識」 短答式 正答 ：11.5％
２ (６) れ１時間使用する場合に，消費す （知識） 誤答 ：48.7％

る電力量の差を求める式を書き， 無解答：39.7％
電力量の差を求める

理科 濃度１０％の食塩水１０００ｇをつく 「特定の質量パーセント濃度の水溶 「知識」 短答式 正答 ：52.0％
４ (１) るために必要な食塩と水の質量を 液をつくる」という技能を身に付け （技能） 誤答 ：30.2％

求める ている 無解答：17.8％

理科 実験結果から，食塩水の中で卵に 浮力を理解している 「知識」 短答式 正答 ：38.6％
４ (３) はたらく浮力の大きさを求める式 （知識） 誤答 ：23.0％

を書き，浮力の大きさを求める 無解答：38.4％

設問
設問の概要 出題の趣旨 評価の観点 出題形式 反応率番号

数学Ａ 比例式６：８＝ｘ：１２を解く 簡単な比例式を解くことができる 数学的な 短答式 正答 ：64.3％
３ (１) 表現･処理 誤答 ：30.3％

無解答： 5.3％

数学の調査問題

理科２（６）と数学Ａ３（１）のクロス集計表（％）

数学Ａ３ (１)

正答 誤答 無解答 合計

正答 10.7 0.8 0.0 11.5

理科２ (６) 誤答 35.4 12.9 0.5 48.7

無解答 18.3 16.6 4.7 39.7

合計 64.3 30.3 5.3 100.0

理科４（１）と数学Ａ３（１）のクロス集計表（％）

数学Ａ３ (１)

正答 誤答 無解答 合計

正答 41.7 9.9 0.5 52.0

理科４ (１) 誤答 15.1 13.5 1.6 30.2

無解答 7.6 6.9 3.2 17.8

合計 64.3 30.3 5.3 100.0

理科４（３）と数学Ａ３（１）のクロス集計表（％）

数学Ａ３ (１)

正答 誤答 無解答 合計

正答 33.5 5.1 0.1 38.6

理科４ (３) 誤答 13.4 9.1 0.5 23.0

無解答 17.5 16.1 4.6 38.4

合計 64.3 30.3 5.3 100.0
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分析・考察
○ 理科２（６）と数学Ａ３（１）のどちらも正答の生徒が，10.7％である。これらの生徒は，

電力量の正しい式を立てて計算することができ，数学Ａ３（１）において比例式を解くこと

ができていると考えられる。

数学Ａ３（１）で比例式を解くことができている生徒（64.3％）のうち，理科２（６）が

誤答の生徒（全体の35.4％）と無解答の生徒（全体の18.3％）は，電力量の正しい式を立て

たり，計算したりすることができていないと考えられる。

○ 理科４（１）と数学Ａ３（１）のどちらも正答の生徒が，41.7％である。これらの生徒は，

質量パーセント濃度を正しく求めることができ，数学Ａ３（１）において比例式を解くこと

ができていると考えられる。

○ 理科４（３）と数学Ａ３（１）のどちらも正答の生徒が，33.5％である。これらの生徒は，

浮力を求めることができ，数学Ａ３（１）において比例式を解くことができていると考えら

れる。

数学Ａ３（１）が正答の生徒（64.3％）のうち，理科４（３）が誤答の生徒（全体の13.4

％）と無解答の生徒（全体の17.5％）は，浮力を求めることができていないと考えられる。

○ 以上の分析から，数学の問題で簡単な比例式を解くことができている生徒の方が，電力量，

質量パーセント濃度，浮力に関する問題の正答率が高い傾向が見られる。

指導改善のポイント（②－３ ア）

○ 理科の指導において，自然の事物・現象に関して量的な関係を見いださせるためには，電

力量や質量パーセント濃度などの意味を理解させることが大切である。例えば，電力量を求

める計算においては，独立変数，従属変数を意識した指導を行うことが大切であると考えら

れる。

全国学力・学習状況調査の「全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今後の取組

が期待される内容のまとめ～児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて～」（平成24年）

において，小学校算数からの乗法や除法，割合などについて課題があるという分析がなされ

ている。理科においては，数学科との連携を図り，観察・実験の結果などの処理において基

本的な計算ができるように指導することが大切である。

平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書p.385参照。
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分析・考察
○ 理科２（６）と数学Ａ３（１）のどちらも正答の生徒が，10.7％である。これらの生徒は，

電力量の正しい式を立てて計算することができ，数学Ａ３（１）において比例式を解くこと

ができていると考えられる。

数学Ａ３（１）で比例式を解くことができている生徒（64.3％）のうち，理科２（６）が

誤答の生徒（全体の35.4％）と無解答の生徒（全体の18.3％）は，電力量の正しい式を立て

たり，計算したりすることができていないと考えられる。

○ 理科４（１）と数学Ａ３（１）のどちらも正答の生徒が，41.7％である。これらの生徒は，

質量パーセント濃度を正しく求めることができ，数学Ａ３（１）において比例式を解くこと

ができていると考えられる。

○ 理科４（３）と数学Ａ３（１）のどちらも正答の生徒が，33.5％である。これらの生徒は，

浮力を求めることができ，数学Ａ３（１）において比例式を解くことができていると考えら

れる。

数学Ａ３（１）が正答の生徒（64.3％）のうち，理科４（３）が誤答の生徒（全体の13.4

％）と無解答の生徒（全体の17.5％）は，浮力を求めることができていないと考えられる。

○ 以上の分析から，数学の問題で簡単な比例式を解くことができている生徒の方が，電力量，

質量パーセント濃度，浮力に関する問題の正答率が高い傾向が見られる。

指導改善のポイント（②－３ ア）

○ 理科の指導において，自然の事物・現象に関して量的な関係を見いださせるためには，電

力量や質量パーセント濃度などの意味を理解させることが大切である。例えば，電力量を求

める計算においては，独立変数，従属変数を意識した指導を行うことが大切であると考えら

れる。

全国学力・学習状況調査の「全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今後の取組

が期待される内容のまとめ～児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて～」（平成24年）

において，小学校算数からの乗法や除法，割合などについて課題があるという分析がなされ

ている。理科においては，数学科との連携を図り，観察・実験の結果などの処理において基

本的な計算ができるように指導することが大切である。

平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書p.385参照。
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イ 「必要な情報を適切に選択し，処理する」設問

「必要な情報を適切に選択し，処理する」に関する設問

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 反応率番号 （主な視点）

理科 白熱電球とＬＥＤ電球を，それぞ 電力量を理解している 「知識」 短答式 正答 ：11.5％
２ (６) れ１時間使用する場合に，消費す （知識） 誤答 ：48.7％

る電力量の差を求める式を書き， 無解答：39.7％
電力量の差を求める

理科 濃度１０％の食塩水１０００ｇをつく 「特定の質量パーセント濃度の水溶 「知識」 短答式 正答 ：52.0％
４ (１) るために必要な食塩と水の質量を 液をつくる」という技能を身に付け （技能） 誤答 ：30.2％

求める ている 無解答：17.8％

理科 実験結果から，食塩水の中で卵に 浮力を理解している 「知識」 短答式 正答 ：38.6％
４ (３) はたらく浮力の大きさを求める式 （知識） 誤答 ：23.0％

を書き，浮力の大きさを求める 無解答：38.4％

設問
設問の概要 出題の趣旨 評価の観点 出題形式 反応率番号

数学Ｂ ＩＳＳの高度を１ｃｍとしたときの， 表から必要な情報を適切に選択し， 数学的な見 選択式 正答 ：63.7％
１ (１) ひまわり７号の高度を選ぶ 処理することができる 方や考え方 誤答 ：35.7％

無解答： 0.5％

数学の調査問題

理科２（６）と数学Ｂ１（１）の クロス集計表（％）

数学Ｂ１ (１)

正答 誤答 無解答 合計

正答 10.2 1.3 0.0 11.5

理科２ (６) 誤答 33.8 15.0 0.1 48.7

無解答 19.8 19.4 0.4 39.7

合計 63.7 35.7 0.5 100.0

理科４（１）と数学Ｂ１（１）のクロス集計表（％）

数学Ｂ１ (１)

正答 誤答 無解答 合計

正答 40.6 11.5 0.1 52.0

理科４ (１) 誤答 15.1 15.0 0.1 30.2

無解答 8.0 9.3 0.4 17.8

合計 63.7 35.7 0.5 100.0
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理科４（３）と数学Ｂ１（１）のクロス集計表（％）

数学Ｂ１ (１)

正答 誤答 無解答 合計

正答 32.1 6.5 0.0 38.6

理科４ (３) 誤答 13.0 10.0 0.0 23.0

無解答 18.7 19.2 0.4 38.4

合計 63.7 35.7 0.5 100.0

分析・考察
○ 理科２（６）と数学Ｂ１（１）のどちらも正答の生徒が，10.2％である。これらの生徒は，

電力量の正しい式を立てて計算することができ，数学Ｂ１（１）において必要な情報を適切

に選択し，処理することができていると考えられる。

数学Ｂ１（１）が正答の生徒（63.7％）のうち，理科２（６）が誤答の生徒（全体の33.8

％）と無解答の生徒（全体の19.8％）は，電力量の正しい式を立てたり，計算したりするこ

とができていないと考えられる。

○ 理科４（１）と数学Ｂ１（１）のどちらも正答の生徒が，40.6％である。これらの生徒は，

質量パーセント濃度の計算をすることができ，数学Ｂ１（１）において必要な情報を適切に

選択し，処理することができていると考えられる。

○ 理科４（３）と数学Ｂ１（１）のどちらも正答の生徒が，32.1％である。これらの生徒は，

実験の実測値から浮力を求めることができ，数学Ｂ１（１）において必要な情報を適切に選

択し，処理することができていると考えられる。

数学Ｂ１（１）が正答の生徒（63.7％）のうち，理科４（３）が誤答の生徒（全体の13.0

％）と無解答の生徒（全体の18.7％）は，実験の実測値から浮力を求めることができていな

いと考えられる。

○ 以上の分析から，数学の問題で表から必要な情報を適切に選択し処理することができてい

る生徒の方が，電力量，質量パーセント濃度，浮力に関する問題の正答率が高い傾向が見ら

れる。

指導改善のポイント（②－３ イ）

○ 基本的な計算ができることは大切である。さらに，様々なテキスト（文章，図，表など）

から，必要な情報を適切に取り出し，それらを基に処理（計算）することも大切である。理

科の指導において，観察・実験における結果の処理ができるようにするために，例えば，観

察・実験に際して定量的に測定した結果を表にまとめたり，数値を処理したり，グラフ化し

たりする学習活動を充実することが大切である。

次は，中学校理科において観察・実験の結果を量的に扱ったり，その関係性をグラフや式

で表したり，数値を処理したりする内容の例である。

第１学年 力とばねの伸び，圧力，物質の密度，質量パーセント濃度，初期微動継続時間

第２学年 電流・電圧と抵抗，電力，熱量，電力量，化学変化と物質の質量，湿度

第３学年 運動の速さ，仕事と仕事率

平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書p.384参照。
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②－４ 「理科」の調査問題と教職員の取組に関する質問紙

ア 学校質問紙93

学校質問紙93：教職員は，校内外の研修や研究会に参加し，その成果を教育活動に積極的に反映させてい

ますか

よく行った どちらかといえば，行った あまり行っていない

全く行っていない その他，無回答

よく行った どちらかといえば，行った

あまり行っていない／全く行っていない

学校の平均正答率

分析・考察
○ 学校質問紙93で「教職員は，校内外の研修や研究会に参加し，その成果を教育活動に積極

的に反映させている」と回答している学校の方が，理科に関する学校の平均正答率が高い傾

向が見られる。

指導改善について
○ 生徒の学力を向上させるためには，教職員が研修会や研究会などに参加し，教職員として

の資質や能力を向上させることは大切であると考えられる。また，そこで得られた知見や学

習指導や評価に関わる方法を，学校や生徒の実態に即して，教育活動に積極的に反映させる

ことも大切であると考えられる。

22.5 66.9 10.4 0.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
学校質問紙93回答結果

「知識」に関する設問 「活用」に関する設問

理科
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イ 学校質問紙95

学校質問紙95：学校の教育目標やその達成に向けた方策について，全教職員の間で共有し，取組にあたっ

ていますか

よく行った どちらかといえば，行った あまり行っていない

全く行っていない その他，無回答

よく行った どちらかといえば，行った

あまり行っていない／全く行っていない

学校の平均正答率

分析・考察
○ 学校質問紙95で「学校の教育目標やその達成に向けた方策について，全教職員の間で共有

し，取組にあたっている」と回答している学校の方が，理科に関する学校の平均正答率が高

い傾向が見られる。

指導改善について
○ 学校の教職員の取組として，学校の教育目標やその達成に向けた方策について，全教職員

の間で共有し，組織的に取り組むことが，生徒の学力を向上させるために大切であると考え

られる。

2.7

「知識」に関する設問 「活用」に関する設問

理科
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③ 小学校の「教科に関する調査（理科）」との関連

分析の目的
本調査における小・中学校を通じた理科の共通した内容等の調査問題の結果を分析し，指導

の改善について考えられることを示す。

分析の方法
小学校，中学校調査において関連する内容等についてそれぞれ分析する。

関連する 該当する設問及び学習指導要領の内容
内容等

水溶液 小学校理科１（３） 第５学年 Ａ (1)物の溶け方 イ

中学校理科４（５）和宏さん 第１分野 (2) イ (ｱ)物質の溶解

方位 小学校理科４（１） 第３学年 Ｂ (3)太陽と地面の様子 ア

中学校理科３（２） 第２分野 (2) イ (ｱ)地層の重なりと過去の様子

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

３（４） 第５学年 Ａ (3)電流の働き イ

中学校理科１（５） 第２分野 (1) イ (ｱ)花のつくりと働き

２（４） 第１分野 (3) ア (ｳ)電気とそのエネルギー

なお，本分析は，小学校，中学校調査において該当する設問の結果をそれぞれ帯グラフにし

て表しているが，各設問は枠組み，問題形式などが異なっているため，単純に比較することがで

きないことに留意する必要がある。
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54.7 44.3% 0.9
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72.8 24.8 2.4
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ア 水溶液

＜小学校＞

設問
設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率番号

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

１ (３) について，実験結果から適切な図 実験結果を基に自分の考えを改善し （改善） 誤答 ：44.3％

を選び，選んだわけを書く て，その理由を記述できる 無解答： 0.9％

正答 誤答 無解答

＜中学校＞

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 反応率番号 （主な視点）

中学校 食塩水のようすを，食塩の粒子の 水溶液においては，溶質が均一に分 知識 選択式 正答 ：72.8％

４ (５) モデルで表したものを選ぶ 散していることを粒子のモデルと関 （知識） 誤答 ：24.8％

和宏さん 連付けて理解している 無解答： 2.4％

正答 誤答 無解答

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

実験結果を基に自分の考えを改善して，その理由を記述することに課題がある。

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

おいては，溶質が均一に分散していることを粒子のモデルと関連付けて理解している。

小学校

１ (３)

中学校

４ (５)

和宏さん
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ア 水溶液

＜小学校＞

設問
設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率番号

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

１ (３) について，実験結果から適切な図 実験結果を基に自分の考えを改善し （改善） 誤答 ：44.3％

を選び，選んだわけを書く て，その理由を記述できる 無解答： 0.9％

正答 誤答 無解答

＜中学校＞

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 反応率番号 （主な視点）

中学校 食塩水のようすを，食塩の粒子の 水溶液においては，溶質が均一に分 知識 選択式 正答 ：72.8％

４ (５) モデルで表したものを選ぶ 散していることを粒子のモデルと関 （知識） 誤答 ：24.8％

和宏さん 連付けて理解している 無解答： 2.4％

正答 誤答 無解答

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

実験結果を基に自分の考えを改善して，その理由を記述することに課題がある。

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

おいては，溶質が均一に分散していることを粒子のモデルと関連付けて理解している。

小学校

１ (３)

中学校

４ (５)

和宏さん



- 82 -

27.6 69.2 3.2

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

31.5 67.3 1.3

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

イ 方位

＜小学校＞

設問
設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率番号

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

無解答： 3.2％

正答 誤答 無解答

＜中学校＞

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 反応率番号 （主な視点）

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

地層の傾いている方向を選ぶ 析して解釈し，地層の傾きを認識し 無解答： 1.3％
て，その傾きの方向を指摘すること

ができる

正答 誤答 無解答

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

する知識の定着に課題がある。

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

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

摘することに課題がある。

小学校

４ (１)

中学校

３ (２)
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ウ 条件制御

＜小学校＞

設問
設問の概要 出題の趣旨 枠組み 問題形式 反応率番号

小学校 スイカの受粉と結実の関係を調べ 植物の受粉と結実の関係を調べる実 活用 記述式 正答 ：32.3％
２ (５) る実験について，適切な実験方法 験について，結果を基に方法を改善 （改善） 誤答 ：63.1％

を選び，選んだわけを書く して，その理由を記述できる 無解答： 4.6％

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

ら構想できる 無解答： 7.1％

正答 誤答 無解答

＜中学校＞

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 反応率番号 （主な視点）

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

の根拠となる実験結果の組合せを 導くために，実験結果を分析し解釈 無解答： 0.5％
選ぶ して，比較する実験結果の組合せを

指摘することができる

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

きに，必要な条件を選ぶ 件を制御した実験を計画することが 無解答： 0.9％
できる

正答 誤答 無解答

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

実験について，結果を基に方法を改善して，その理由を記述することに課題がある。

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

て確かめる実験を，条件を制御しながら構想することに課題がある。

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

目して，実験結果を分析し解釈することに課題がある。

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

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

生徒ができている。

小学校

２ (５)

小学校

３ (４)

中学校

１ (５)

中学校

２ (４)
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指導改善について
○ 小学校と中学校の理科の指導における接続を考えるには，内容の系統性を踏まえた指導や，

小・中学校の理科における資質・能力の継続的な育成が大切である。

小・中学校の学習指導要領の解説には，「エネルギー」，「粒子」，「生命」，「地球」などの

科学の基本的な見方や概念の柱とした内容の構成を図に示している。今後も小・中学校を通

して，内容の系統性を意識して指導に当たることが大切である。

また，小学校では，問題解決の能力の育成として，３年生では比較，４年生では関係付け，

５年生では条件制御，６年生では推論を位置付けている。中学校では，探究の能力の育成と

して，分析・解釈を位置付けている。資質・能力の育成においても小・中学校を通して，小

学校では小学校で培ったことが中学校の基礎となったり，活用されたりするということを考

えて指導に当たる。また，中学校では小学校で行ってきたことを踏まえて指導に当たること

が大切である。

小学校も中学校も，学校や児童生徒の実態に応じて，それぞれの内容のまとまりに，小学

校では問題解決，中学校では科学的に探究する学習活動を適切に位置付けることが大切であ

る。これらの学習活動を通して，それぞれの理科の目標を実現することが望まれる。
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（３） 学力調査の調査問題における無解答について

分析の目的
本調査（中学校理科）における記述式と定量的な扱いの設問で，無解答の理由を調べる。

なお，本分析は対象校数，対象生徒数が少なく，全国的な傾向を示しているとはいえない

ことに留意する必要がある。よって，参考資料の１つとして掲載している。

分析の方法
方法は下記のとおりである。

○ 実施時期 無解答の理由の聞き取り …平成24年10月下旬

○ 対象生徒数 291人

○ 対象校 抽出校でなく希望利用でもない，関東と近畿の公立中学校２校である。

学力調査は，それぞれ平成24年４月20日，５月14日に実施した。

○ 対象設問 記述式：１（２），３（３） 定量的な扱い：２（６），４（３）

○ 聞き取りの方法 対象生徒の中から，対象設問において無解答であった生徒を抽出し，

理科担当の教諭から，生徒に対して個別に聞き取りを行った。

無解答の調査においては下の表のように，無解答の理由を８つに分類

する。そして，設問ごとに無解答の理由について聞き取りを行う。

表

無解答の理由

① 設問の理由が分からなかった

設問の把握 ② 学習したことを忘れた

③ 諦めて，とばした

思考の過程 ④ 考えることはした

表現
⑤ 考えたことを，文章で表現できなかった

⑥ 計算式を立てることができなかった

その他
⑦ 調査のときのことを覚えていない

⑧ その他

Ⅰ
（
３
）
学
力
調
査
の
調
査
問
題
に
お
け
る
無
解
答
に
つ
い
て
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① 設問１（２）

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 学力調査の結果番号 （主な視点）

１ (２) 両生類であるカエルの特徴や 動物を飼育する場面において，両生類 活用 記述式 正答 ：38.5％
成長に応じて飼育の環境を整 の子と親の体のつくりと働きや生活の （適用） 誤答 ：50.6％
えた理由を説明する 場所に関する知識を活用して，カエル 無解答：11.0％

の特徴や成長に応じて飼育の環境を整

えた理由を説明することができる

Ｎ＝23人

無解答の理由 人数

① 設問の意味が分からなかった ２人

設問の把握 ② 学習したことを忘れた １人

③ 諦めて，とばした ３人

思考の過程 ④ 考えることはした ４人

表現
⑤ 考えたことを，文章で表現できなかった ５人

⑥ 計算式を立てることができなかった －

その他
⑦ 調査のときのことを覚えていない ５人

⑧ その他 ３人

分析・考察
○ 設問の把握（①，②，③）は，６人いる。設問の把握でつまずいたと考えられる。

思考の過程（④）は，４人いる。考えることは行ったと考えられる。

表現（⑤）は，５人いる。考えることは行ったが，科学的な概念を使って説明することや，

示された条件を基に説明することができなかったことが考えられる。

指導改善について
○ 生物的領域の「動物の生活と生物の変遷」の学習においては，動物の体のつくりと働きな

どに関する基礎的・基本的な知識を身に付けることが大切である。動物の体のつくりと働

きの特徴は，生活の仕方と関連が深い。動物について指導する際は，それらを関連付けて

理解させることが大切であると考えられる。

平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書p.348を参照。

○ 理科の指導において，科学的な概念を使って考えたり説明したりすることは大切である。

説明の際，適切に説明するために，問われている事柄や説明したい事柄を表で整理してか

ら表現するなどの工夫が考えられる。例えば，両生類の呼吸と生活場所について説明する

際には，カエルの子と親のそれぞれについて呼吸の仕方と生活場所とを対応させた表で整

理してから文章化することなどが考えられる。

平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書p.349を参照。
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② 設問２（６）

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 学力調査の結果番号 （主な視点）

２ (６) 白熱電球とＬＥＤ電球を，それ 電力量を理解している 知識 短答式 正答 ：11.5％
ぞれ１時間使用する場合に， （知識） 誤答 ：48.7％
消費する電力量の差を求める 無解答：39.7％
式を書き，電力量の差を求める

Ｎ＝63人

無解答の理由 人数

① 設問の意味が分からなかった ４人

設問の把握 ② 学習したことを忘れた ４人

③ 諦めて，とばした ６人

思考の過程 ④ 考えることはした 1 7人

表現
⑤ 考えたことを，文章で表現できなかった －

⑥ 計算式を立てることができなかった 2 4人

その他
⑦ 調査のときのことを覚えていない ８人

⑧ その他 ０人

分析・考察
○ 設問の把握（①，②，③）は，14人いる。設問の把握でつまずいたと考えられる。

思考の過程（④）は，17人いる。考えることは行ったと考えられる。

表現（⑥）は，24人いる。考えることは行ったが，電力量の式を立て，電力量の差を求め

ることができなかったことが考えられる。

指導改善について
○ 物理的領域の「電流とその利用」の学習においては，電力量などに関する基礎的・基本的

な知識を身に付けることが大切である。物理的な事物・現象に関して量的な関係を見いださ

せるために，電力や電力量など物理量の意味を理解させることが大切である。そのためには，

独立変数，従属変数を意識した指導を行うことが大切であると考えられる。例えば，本設問

を使って，消費する電力量を求める計算において，時間が独立変数になることを気付かせる

ことが考えられる。そして，日常生活に電力量の知識を活用させる場面として，消費電力の

表示器を使って実際に電力量と時間の関係を調べることで，電力量に関して身近に感じさせ

るなどの工夫が考えられる。

授業アイディア例「電力量」を参照。

（平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書pp.390-394）
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③ 設問３（３）

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 学力調査の結果番号 （主な視点）

３ (３) 地層観察の結果から，過去の 火山や地層，堆積岩の知識を活用し， 活用 記述式 正答 ：11.3％
火山活動が活発だった時期の 過去の火山活動が活発だった時期の回 （検討･改善） 誤答 ：83.0％
回数についての他者の考察を 数についての他者の考察を検討し，根 無解答： 5.7％
検討し，適切な回数を選び， 拠を示して改善した考察を説明するこ

その根拠を説明する とができる

Ｎ＝63人

無解答の理由 人数※

① 設問の意味が分からなかった ５人

設問の把握 ② 学習したことを忘れた 1 5人

③ 諦めて，とばした 1 1人

思考の過程 ④ 考えることはした 1 3人

表現
⑤ 考えたことを，文章で表現できなかった ４人

⑥ 計算式を立てることができなかった －

その他
⑦ 調査のときのことを覚えていない 1 1人

⑧ その他 ４人

※ 人数は，選択肢を選んで理由を書いていない生徒も含んでいる。

分析・考察
○ 設問の把握（①，②，③）は，31人いる。設問の把握でつまずいたと考えられる。

思考の過程（④）は，13人いる。考えることは行ったと考えられる。

表現（⑤）は，４人いる。これらの生徒の中には，「地層のつながり」を認識することが

できていない生徒がいることが考えられる。

指導改善について
○ 地学的領域の「大地の成り立ちと変化」の学習においては，地層などに関する基礎的・基

本的な知識を身に付けることが大切である。また，地層を空間的に捉え，重なり方や広がり

方の規則性を見いだすことが必要である。地層の広がり方を空間的に捉える際には，幾つか

の露頭を比較し，その地域に見られる特徴的な地層を使って地層のつながりを考察させる指

導などが考えられる。

平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書pp.404-405を参照。



- 89 -

④ 設問４（３）

設問
設問の概要 出題の趣旨

枠組み
問題形式 学力調査の結果番号 （主な視点）

４ (３) 実験結果から，食塩水の中で 浮力を理解している 知識 短答式 正答 ：38.6％
卵にはたらく浮力の大きさを （知識） 誤答 ：23.0％
求める式を書き，浮力の大き 無解答：38.4％
さを求める

Ｎ＝67人

無解答の理由 人数

① 設問の意味が分からなかった ６人

設問の把握 ② 学習したことを忘れた ８人

③ 諦めて，とばした 1 1人

思考の過程 ④ 考えることはした 1 4人

表現
⑤ 考えたことを，文章で表現できなかった －

⑥ 計算式を立てることができなかった 1 9人

その他
⑦ 調査のときのことを覚えていない ８人

⑧ その他 １人

分析・考察
○ 設問の把握（①，②，③）は，25人いる。設問の把握でつまずいたと考えられる。

思考の過程（④）は，14人いる。考えることは行ったと考えられる。

表現（⑥）は，19人いる。考えることは行ったが，浮力の式を立て，浮力の大きさを求め

ることができなかったことが考えられる。

指導改善について
○ 理科の指導において，観察･実験の際，定量的な取扱いだけではなく，観察・実験を通し

て量的な関係を見いだすことも大切である。物理的領域の「身近な物理現象」の学習におい

ては，力と圧力などに関する基礎的・基本的な知識を身に付けることが大切である。理科に

おいて定量的な扱いをするときには，自然事象を理解した上で，実験で得られた実測値を基

にして表すことができるような指導が大切であると考えられる。例えば，本設問を使って，

浮力の存在を確かめるために，卵をばねばかりにつるして，空気中と，卵を食塩水の中に沈

めて測ったときのばねばかりの示す値を測定することが考えられる。このとき，卵を食塩水

の中に沈めて測ったときのばねばかりの示す値が小さくなったことで，上向きの浮力がはた

らいていることを，実測値を基に理解させることなどが考えられる。

平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書p.429を参照。
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Ⅱ 観察・実験の技能の習得状況に関する調査分析

Ⅱ

観
察
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１ 調査分析の目的

平成20年９月に告示された中学校学習指導要領解説理科編の第３章「指導計画の作成と内容の

取扱い」の中で，「(2)学校や生徒の実態に応じ，十分な観察や実験の時間，課題解決のために探

究する時間などを設けるようにすること。その際，問題を見いだし観察，実験を計画する学習活

動，観察，実験の結果を分析し解釈する学習活動，科学的な概念を使用して考えたり説明したり

するなどの学習活動が充実するよう配慮すること」と示されている。

また，「全国的な学力調査の在り方等の検討に関する専門家会議」の「平成23年度以降の全国

的な学力調査の在り方に関する検討のまとめ」（平成23年3月31日）において，平成19年度から実

施されている全国学力・学習状況調査（以下，「学力調査」という）は，①科学技術人材の育成

等のために，理数教育の充実が求められていること，②科学的な思考力，表現力，科学への関心

を高める学習の充実が求められていること，③児童・生徒の「理科離れ現象」の実態把握と課題

の改善が必要であること，④国際的な学習到達度（ＴＩＭＳＳ，ＰＩＳＡ）が「理科」や「科学的リ

テラシー」を調査内容としていることなどの観点から，平成24年度に理科が初めて実施されるこ

とが示された。その際，「観察，実験の実技面に焦点を当てた『パフォーマンス・アセスメント』

を実施することが想定されるが，『特定の課題に関する調査』などの異なる方式の調査を充実し，

全体として目的の実現を図っていく必要がある」と示されている。

このようなことを受けて，国立教育政策研究所は，平成24年度教育課程研究指定校事業での理

科の研究指定校６校の協力を得て，児童生徒の理科の観察，実験の技能の習得状況を調査，把握

し，その結果を分析することから，今後の観察，実験の技能の習得にかかる指導方法の改善や充

実等に役立てることとした。

なお，本調査分析は，研究指定校における観察・実験の技能の習得状況を表したものであり，

全国的に普遍的な状況を表すものでないことに留意が必要である。
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２ 調査分析の方法

（１） 協力校

平成24年度教育課程研究指定校 ６校

（２） 対象生徒数

中学校第３学年 生徒799人

（３） 実施期間

平成24年６月～12月

（４） 実施方法

① 方法

本調査分析の方法は下記のとおりである。

・ 評価者が，説明をしながら，物理的領域，化学的領域，生物的領域，地学的領

域で各20分の調査を行う。

・ 各領域で，観察・実験調査の問題を作成し，１単位時間で２領域の調査を行う。

・ １クラスを２グループに分け，それぞれの実験室で２つの観察・実験調査を実

施する。

・ 観察・実験調査の評価は，行動観察及び問題冊子への記述や記録などから行う。

・ 評価者は，各クラスに２～３人で対応した。

＜配置図（例）＞

第１実験室 第２実験室

クラスの半数 黒板 クラスの半数 黒板

１ ８ ９ 22 23 30 11 18 19 32 33 40

２ ７ 24 29 12 17 34 39

３ ６ 25 28 13 16 35 38

４ ５ 10 21 26 27 14 15 20 31 36 37

※ 生徒の作業スペースは広くとり，段ボールを利用したついたてを置き，生徒が他の

生徒の操作を見られないようにする。

※ 番号は生徒の出席番号を示す。

ついたて
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＜教室と机上の様子（例）＞

② 内容

調査分析の項目 調査分析の狙い 評価規準 準備物 実施
時間

回路の組み立て 回路図を見て，豆電球，抵 回路図を見て，豆電球， 豆電球，

物 抗，電池からなる回路を実 抵抗，電池からなる回 抵抗， ７分

理 際に組み立てることができ 路を実際に組み立てるこ 電池，

的 るかどうかを調査し分析す とができる。 導線

領 る。

域 電流測定の回路図 回路中の豆電球に流れる電 回路中の電流を測定す 調査用紙

流を測定するための回路図 るための回路図をかく 13分

をかくことができるかどう ことができる。

かを調査し分析する。

電流計の端子の選 未知の電流を測定する際， 未知の電流を測定する 電流計，

択 一番大きな電流を測れる端 際，一番大きな電流を 豆電球，

子を選択することができる 測れる端子を選択する 抵抗，

かどうかを調査し分析す ことができる。 電池，

る。 導線，

電流の ①豆電球に 豆電球に流れる電流の測定 回路に電流計を接続し，調査用紙

測定 流れる電 において，回路に電流計を 電流を最小目盛りの

流の測定 接続し，電流の大きさを読 1／10まで読み取ること

み取ることができるかどう ができる。

かを調査し分析する。

②抵抗に流 抵抗に流れる電流の測定に

れる電流 おいて，回路に電流計を接

の測定 続し，電流の大きさを読み

取ることができるかどうか

を調査し分析する。

ついたて（段ボール）で仕切られた生

徒の作業スペース
教室の様子
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調査分析の項目 調査分析の狙い 評価規準 準備物 実施
時間

メスシリンダーの メスシリンダーを使って， メスシリンダーを使っ メスシリ

化 読み取り 水の体積を正確に，最小目 て，水の体積を正確に， ンダー， ４分

学 盛の１／10まで読み取るこ 最小目盛の1／10まで読 水，調査

的 とができるかどうかを調査 み取ることができる。 用紙

領 し分析する。

域 濃度の計算 一定濃度の塩化ナトリウム 一定濃度の塩化ナトリ 調査用紙

水溶液をつくる際，一定量 ウム水溶液をつくる際， ４分

の塩化ナトリウムに必要な 一定量の塩化ナトリウ

水の量を求めることができ ムに必要な水の量を求め

るかどうかを調査し分析す ることができる。

る。

一定濃度の水溶液 一定濃度の塩化ナトリウム 一定濃度の塩化ナトリ 塩化ナト

の調製 水溶液を，適切な操作でつ ウム水溶液を，適切な リウム５ 12分

くることができるかどうか 操作でつくることがで ｇ，水，

を調査し分析する。 きる。 メスシリ

ンダー，

ビーカー

顕微鏡 ①倍率の調 対象とする観察像を得るた 対象とする観察像を得 顕微鏡，

生 による 整 めに，低倍率から観察を開 るために，低倍率から ホウセン 20分

物 観察 始することができるかどう 観察を開始することが カの茎の

的 かを調査し分析する。 できる。 断面の永

領 ②ピントの 高倍率（400～600倍）で， 高倍率（400～600倍） 久プレパ

域 調整 ピントの合った像を得るこ で，ピントの合った像 ラート，

とができるかどうかを調査 を得ることができる。 顕微鏡照

し分析する。 明装置

③明るさの 高倍率に適する明るさで像 高倍率に適する明るさ

調整 を捉えることができるかど を得て像を捉えること

うかを調査し分析する。 ができる。

スケッチの仕方 対象とする像（道管付近の 対象とする像を適切に スケッチ

細胞の集まり）を適切にス スケッチしている。 用紙

ケッチしているかどうかを

調査し分析する。

ルーペの使い方 ルーペ（８～10倍程度）を ルーペ（８～10倍程度） ルーペ，

地 目の近くに固定して，対象 を目の近くに固定して，岩石標本, 20分
学 物を前後させて観察するこ 対象物を前後させて観 調査用紙

的 とができるかどうかを調査 察することができる。

領 し分析する。

域 岩石の比較 岩石を比較する視点を挙げ 岩石を比較する視点を

ることができるかどうかを 挙げることができる。

調査し分析する。

岩石の分類 代表的な岩石の分類ができ 代表的な岩石の分類が

るかどうかを調査し分析す できる。

る。

（５） 評価

調査分析項目ごとに類型を設定し，次のように評価した。

① 実際の観察・実験における生徒の行動を観察して評価する。

② 調査用紙の記述を分析して評価する。
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３ 調査分析の結果

調査分析の項目 評価規準
通過率
（％）

回路の組み立て 回路図を見て，豆電球，抵抗，電池から 96.6

物 なる回路を実際に組み立てることができる。

理 電流測定の回路図 回路中の電流を測定するための回路図を 73.4

的 かくことができる。

領 電流計の端子の選択 未知の電流を測定する際，一番大きな電 84.6

域 流を測れる端子を選択することができる。

電流の測定 ①豆電球に流れる 回路に電流計を接続し，電流を最小目盛 70.4

電流の測定 りの1／10まで読み取ることができる。
47.2

②抵抗に流れる 48.4

電流の測定

メスシリンダーの読み取り メスシリンダーを使って，水の体積を正 20.6

化 確に，最小目盛の1／10まで読み取ること

学 ができる。

的 濃度の計算 一定濃度の塩化ナトリウム水溶液をつく 74.8

領 る際，一定量の塩化ナトリウムに必要な

域 水の量を求めることができる。

一定濃度の水溶液の調製 一定濃度の塩化ナトリウム水溶液を，適 53.0

切な操作でつくることができる。

顕微鏡による ①倍率の調整 対象とする観察像を得るために，低倍率 68.1

生 観察 から観察を開始することができる。

物 ②ピントの調整 高倍率（400～600倍）で，ピントの合っ 78.1
48.1

的 た像を得ることができる。

領 ③明るさの調整 高倍率に適する明るさを得て像を捉える 79.9

域 ことができる。

スケッチの仕方 対象とする像を適切にスケッチしている。 36.0

ルーペの使い方 ルーペ（８～10倍程度）を目の近くに固 30.5
地

定して，対象物を前後させて観察するこ
学

とができる。
的

岩石の比較 岩石を比較する視点を挙げることができ 98.5
領

る。
域

岩石の分類 代表的な岩石の分類ができる。 27.1
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（１） 物理的領域

① 調査分析の内容（電流）

問 調査分析の項目 評価規準 準備物 実施時間

１ 回路の組み立て 回路図を見て，豆電球，抵抗，電池から 豆電球， ７分

なる回路を実際に組み立てることができ 抵抗，電池，

る。 導線

２ 電流測定の回路図 回路中の電流を測定するための回路図を 調査用紙

(1) かくことができる。 13分

２ 電流計の端子の選択 未知の電流を測定する際，一番大きな電 電流計，

(2) 流を測れる端子を選択することができ 豆電球，

る。 抵抗，電池，

導線，

２ 電流の測 ①豆電球に 回路に電流計を接続し，電流を最小目盛 調査用紙

(3) 定 流れる電 りの1／10まで読み取ることができる。

流の測定

②抵抗に流

れる電流

の測定

② 机上の様子

机の左側に地学的領域，右側に物理的

領域の調査用の実験道具などを配置

物理的領域の実験道具
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③ 評価用紙

評価用紙については，以下に示したものを用いる。

④ 評価

調査分析の項目ごとに類型を設定し，評価者による生徒の行動観察及び生徒の調査用紙への

記述内容の分析から評価する。

Ⅱ
（
１
）
物
理
的
領
域
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⑤ 調査分析の結果

１ 回路の組み立て

狙い

回路図を見て，豆電球，抵抗，電池からなる回路を実際に組み立てることができるかどうかを

調査し分析する。

様子

評価者の指示事項

最初に回路をつくります。 乾電池（ホルダー付き）１個，豆電球

（ソケット付き）１個，抵抗１個，必要な数の導線を使って，

回路図（図１）に示す回路をつくりなさい。時間は５分です。

※ 制限時間前に回路をつくった生徒には挙手するように指示し，

評価する。５分で作業を止めさせ，残りの生徒の評価をする。

結果

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ 回路図のように，豆電球，抵抗を並列に接続している 396 96.6

２ 豆電球，抵抗を直列に接続している 1 0.2

９ 上記以外の行動 12 2.9

０ 回路を組んでいない 1 0.2

計 410 100.0

通過率 396 96.6

図 １

回路を組み立てる 完成した回路
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分析・考察

○ 回路図に従って並列に回路を組めている生徒（類型１；正答）の割合は，96.6％である。本

調査分析の対象校においては，相当数の生徒は基本的な回路を組み立てる技能は身に付いてい

る。

○ 「上記以外の行動」の生徒（類型９）の割合は，2.9％である。下の図のように，配線は回

路図と同じになっているが，導線の被膜部に接続してしまっている例が見られた。この生徒は，

電流が流れない被膜部にも電流が流れると誤った認識をしていることが考えられる。

図

豆電球と抵抗を直列に接続している生徒（類型２），「上記以外の行動」の生徒（類型９），

回路を組んでいない生徒（類型０）は，回路図と実際の回路の関係がつかめていなかったり，

導線の端子と絶縁部がわかっていなかったりしている状況であり，一人で回路を組んだ経験が

乏しいものと考えられる。

今回，調査分析した内容は，最も基本的な回路の組み立ての技能に関するものである。指導

に当たっては，このような技能については，全員が身に付けておくことが大切である。このた

め，電流の学習の初期の段階で一人一人が実際に回路を組む場面を設け，この段階で一人一人

が回路を組むことができるか把握しておくことが大切である。そのための基盤として，このよ

うな基本的な実験においては，一人一人が同時に取り組めるだけの実験用具をそろえておくこ

とが大切である。

指導改善のポイント

○ 電流の学習においては，初期の段階で一人一人が実際に回路を組む場面を設け，この段階

で一人一人が回路を組むことができるか把握しておくことが大切である。

導線の被膜部に接続している
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２ (1) 電流測定の回路図

狙い

回路中の豆電球に流れる電流を測定するための回路図をかくことができるかどうかを調査し分

析する。

様子

写真は，２(1)電流計の接続の回路図をもとに，

２(2)，２(3)の電流測定を行っている様子を示

している。

かいた回路図

評価者の指示事項

図２の点アに流れる電流（豆電球に流れる電流）を測定するた

めに，電流計をどのように組み込めばよいですか。下の の

中に測定するための回路図をかきなさい。ただし，電流計は図の

記号を使いなさい。

※ 記述を基に評価した。また，電流計をどこに接続するかを回路図

をかくことで，２(2)，２(3)の測定を行いやすくなるよう配慮した。

結果

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ 指定した点アの電流を測定する回路図をかいている 237 57.8

○２ 指定した点アの電流を測定する回路図をかいているが，接続 61 14.9

部のドットが示されていない

○３ 点ア，点イの２カ所の電流を測定する回路図をかいている 3 0.7

４ 点ア，点イの合流点の電流を測定する回路図をかいている 24 5.9

５ 電圧計のように接続する回路図をかいている 51 12.4

６ 豆電球と抵抗を直列に接続し，その電流を測定する回路図を 1 0.2

かいている

９ 上記以外の解答 16 3.9

０ 無解答 17 4.1

計 410 100.0

通過率 301 73.4

図 ２
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分析・考察

○ 豆電球に流れる電流を測定するための回路図をかけた生徒（類型１；正答，類型２；準正答，

類型３；準正答）の割合の合計は，73.4％であった。本調査の対象校においては，多くの生徒

が，電流計を接続する回路図をかくことができている。

○ 豆電球と抵抗の合流地点の電流を測定する回路図をかいた生徒（類型４）の割合は，5.9％

である。

これらの生徒がかいた回路図は，電流測定の回路図にはなっている。しかし，電流を測定す

るということだけに注意が向き，回路図の点アの電流と，点ア，点イの合流点の電流の対応関

係が明確でなかったり，電流が豆電球と抵抗に分流し再び合流するといった流れ方のイメージ

がつかめていなかったりしていると考えられる。つまり，電流を測定するということだけに注

意が向き，測定点を意識していないと考えられる。

指導に当たっては，実際の回路と回路図との対応関係を確認させたり，回路中を流れる電流

を生徒にイメージし表現させたりするなどの指導を行うことが大切であると考えられる。

○ 電流計ではなく電圧計を接続する際の回路図をかいた生徒（類型５）の割合は，12.4％であ

る。

電流計の接続と電圧計の接続の違いがあいまいなままであったり，電流と電圧のイメージが

明確になっていなかったりすることで，電流計と電圧計の測定の仕方を混同してしまっている

と考えられる。２(3)で測定を行っている中で豆電球が暗くなっても，誤った接続に気付かな

い生徒も実際に見られ，直列，並列接続について理解していないことが考えられる。

指導に当たっては，生徒一人一人が回路図をかき，電流と電圧の測定を行うような場面を設

けることが大切である。

また，電流と電圧をそれぞれ川の流れと川の落差に置き換えて考え，電流と電圧のイメージ

を明確にすることが考えられる。電流や電圧の測定の意味を考えさせることが大切である。

指導改善のポイント

○ 生徒一人一人に回路図をかかせるなどして，実際の回路と回路図との対応関係を確認させ

たり，回路中を流れる電流を生徒にイメージし表現させたりするなどの指導を行うことが大

切である。また，電流や電圧の測定の意味を考えさせることが大切である。
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２ (2) 電流計の端子の選択

狙い

未知の電流を測定する際，一番大きな電流を測れる端子を選択することができるかどうかを調

査し分析する。

様子

評価者の指示事項

最初に電流を測定するとき，次に示す電流計のどの端子に接続しますか。ａ～ｃの記号

から選び，次の の中に書きなさい。

ａ 50 ｍＡの端子 ｂ 500 ｍＡの端子 ｃ 5 Ａの端子

※ 記述を基に評価した。

結果

類 型 人数（人）割合（％）

１ ａ（50ｍＡの端子）と解答しているもの 26 6.3

２ ｂ（500ｍＡの端子）と解答しているもの 23 5.6

◎３ ｃ（５Ａの端子）と解答しているもの 347 84.6

９ 上記以外の解答 4 1.0

０ 無解答 10 2.4

計 410 100.0

通過率 347 84.6

端子の選択
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分析・考察

○ ｃ（５Ａの端子）と解答している生徒（類型３；正答）の割合は，84.6％である。本調査分

析の対象校においては，相当数の生徒が，未知の電流を測定する際，一番大きな電流を測れる

端子を選択することができている。

○ ａ（50ｍＡの端子）と解答している生徒（類型１）及びｂ（500ｍＡの端子）と解答してい

る生徒（類型２）の割合の合計は，12.0％である。これらの生徒は，電流の大きさがどの程度

になるか，意識せずに測定していることが考えられる。また，電流計に規格以上の電流が流れ

ると，電流計の針が振り切れて，電流計の故障の原因となることを認識してないと考えられる。

「上記以外の解答」の生徒（類型９）の割合は，1.0％である。選択肢を２つ選ぶなどが見

られ，最大レンジを選ぶということの意味を理解していないことが考えられる。

指導に当たっては，一人一人の生徒が，実際に電流や電圧を測定する機会をもてるようにす

ることが大切である。そして，電流計や電圧計等の測定器具を用いる際には，規格以上の電流

を流したり，電圧を加えたりすると故障の原因になる等，計器類の特性や測定上の留意点を認

識させることも大切である。また，観察・実験の際には，測定の方法等を教師が確認するだけ

でなく，生徒同士で確認し合わせるなど，適切な観察・実験を行うことができるように指導す

ることが大切である。

指導改善のポイント

○ 一人一人の生徒が，実際に電流や電圧を測定する機会をもてるようにすることが大切であ

る。

○ 観察・実験の際には，測定の方法等を，教師が確認するだけでなく，生徒同士で確認し合

わせるなど，適切な観察・実験を行うことができるように指導することが大切である。
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２ (3) 電流の測定 ① 豆電球に流れる電流の測定 ② 抵抗に流れる電流の測定

狙い

① 豆電球に流れる電流の測定において，回路に電流計を接続し，電流の大きさを読み取ること

ができるかどうかを調査し分析する。

② 抵抗に流れる電流の測定において，回路に電流計を接続し，電流の大きさを読み取ることが

できるかどうかを調査し分析する。

様子

豆電球に流れる電流の測定 抵抗に流れる電流の測定

評価者の指示事項

① 図２の点アに流れる電流（豆電球に流れる電流）を測定しな

さい。電流を読み取るとき接続した電流計の端子については次

のａ～ｃの記号から選び，電流の大きさについては単位も忘れ

ずに，次の の中に書きなさい。

② 次に電流計の接続をかえて，図２の点イに流れる電流（抵抗

に流れる電流）を測定しなさい。電流を読み取るとき接続した

電流計の端子については次のａ～ｃの記号から選び，電流の大

きさについては単位も忘れずに，次の の中に書きなさ

い。

※ 記述を基に，行動観察から電流計の接続が適切に行われているかを見取り，記述を補完

し評価する。電流の大きさが大きく異なる２点の電流の測定を行わせ，電流の大きさを最

小目盛りの1／10まで読み取ることができるかどうかを評価する。

※ この調査で用いた実験の回路では，豆電球に流れる電流は283ｍＡ前後，抵抗に流れる電

流は33.7ｍＡ前後になる。

図 ２
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結果

① 豆電球に流れる電流の測定

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ 500ｍＡ端子（適切な端子）に接続し，283ｍＡ前後（有効数 259 63.3

字３桁）の電流値を記述しているもの

○２ 500ｍＡ端子（適切な端子）に接続し，0.28Ａ前後（有効数 1 0.2

字２桁）の電流値を記述しているもの

○３ ５Ａ端子に接続し，0.28Ａ前後の電流値を記述しているもの 28 6.8

（＋と－を逆に接続して測定しているものも含む）

４ 500ｍＡ端子に接続し，283前後の値のみを記述しているもの 0 0.0

５ 5Ａ端子に接続し，0.28前後の値のみを記述しているもの 1 0.2

６ 豆電球と抵抗の合計の電流を記述しているもの 2 0.5

７ 電流計を電圧計のように接続し測定しているもの 60 14.7

９ 上記以外の解答 29 7.1

０ 無解答 29 7.1

計 409 100.0

通過率 288 70.4

※ 機器の不具合のため，生徒410人のうち１人は集計から除外している。

② 抵抗に流れる電流の測定

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ 50ｍＡ端子（適切な端子）に接続し，33.7ｍＡ前後の電流値 62 15.2

を記述（電流値を0.1ｍＡの単位まで読み取っている）して

いるもの

○２ 50ｍＡ端子（適切な端子）に接続し，34ｍＡ前後の電流値を 128 31.3

記述しているもの

○３ 500ｍＡ端子に接続し，34ｍＡ前後の電流値を記述している 4 1.0

もの

○４ ５Ａ端子に接続し，0.03Ａ前後の電流値を記述しているもの 4 1.0

５ 50ｍＡ端子に接続し，33.7前後の値のみを記述しているもの 2 0.5

６ 500ｍＡ端子に接続し，337前後の値のみを記述しているもの 0 0.0

７ ５Ａ端子に接続し，0.03前後の値をのみ記述しているもの 0 0.0

８ 電流計を電圧計のように接続して測定しているもの 37 9.0

９ 上記以外の解答 118 28.9

０ 無解答 54 13.2

計 409 100.0

通過率 198 48.4

※ 機器の不具合のため，生徒410人のうち１人は集計から除外している。
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分析・考察

① 豆電球に流れる電流の測定

○ 500ｍＡ端子（適切な端子）に接続し，283ｍＡ前後（有効数字３桁）の電流値を記述して

いる生徒（類型１；正答）の割合は，63.3％である。

これらの生徒は，適切な端子を選択し，283ｍＡ前後を有効数字３桁で記述している。た

だし，ここでは最小目盛りの１／10まで読み取っているかどうかは判別できない。

豆電球に流れる電流値を読み取っている生徒（類型１；正答，類型２；準正答，類型３；

準正答）の割合は，70.4％である。

本調査分析の対象校においては，多くの生徒が豆電球に流れる電流の測定を行うことができ

ている。

また，２(1)で電流計を接続する回路図がかけていている生徒（(1)の類型１～３）は

301人（73.4％）である。そのうち実際に２(3)①で電流を測定できたもの（(3)①の類型

１～３）は288人（全体の70.4％）であり，電流が測定できていないものは13人（全体の3.2

％）である。これら13人の生徒については，測定する経験が不足していることが考えられる。

電流計を電圧計のように接続してしまっている生徒（類

型７）の割合は，14.7％である。

これらの生徒は，電流計と電圧計の使い方の違いについ

て理解していないことが考えられる。

② 抵抗に流れる電流の測定

○ 50ｍＡ端子（適切な端子）に接続し，33.7ｍＡ前後の電流値を記述（電流値を0.1ｍＡの

単位まで読み取っている）している生徒（類型１；正答）の割合は，15.2％である。

これらの生徒は，適切な端子を選択し，最小目盛りの１／10まで読み取り，33.7ｍＡ前後

の電流の値を記述している。

抵抗に流れる電流値を読み取っている生徒（類型１；正答，類型２から４；準正答）の割

合の合計は，48.4％である。

①で豆電球の電流値を測定できている生徒（類型１，２，３）70.4％と比較すると数値が

小さい。その理由としては，次のことが考えられる。

・②では，①と比較して，大きさがおおよそ１桁異なる小さな電流の測定を行っていること。

・電流計を一度回路から外して，回路図をかかないまま，抵抗に流れる電流を測定するた

めの回路を組むという操作を要求していること。

このように②の設問は，①の設問に比べて難易度の高い設定となっているため，操作に習

熟した生徒でないと，電流を正しく測定することができなかったと考えられる。

「上記以外の解答」の生徒（類型９）の割合は，28.9％である。

電池と抵抗のみで電流を測定したり，豆電球と抵抗を並列に組むことができなかったりす

る例が多く見られた。①の回路から電流計を一度外す操作を行ったこと等で，回路全体の接

続をどのようにしたら良いのか分からなくなってしまったことが考えられる。

回路図はかけていても，電流

計を電圧計のように接続して

しまっている
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指導に当たっては，基本的な電流回路に関する技能を身に付けるためには，始めに回路図

をかいた上で，実際の回路と対比しながら回路を組み立てる経験を積ませることが大切であ

る。また，電流回路に関する実験においては，生徒一人一人が，直接かかわれるようにする

ことも大切である。そのためには，必要な観察・実験機器を質・量共に整備することが重要

である。

また，電流に関する観察・実験の際には，その方法等を，教師が確認するだけでなく，回

路の組み方などを生徒同士で確認し合いながら，適切な観察・実験を行い，観察・実験の技

能の習得できるようにする指導が大切である。

指導改善のポイント

○ 基本的な電流回路に関する技能を身に付けるために，始めに回路図をかいた上で，実際の

回路と対比しながら回路を組み立てる経験を積ませることが大切である。

○ 電流に関する学習では，電気回路の組み方などを教師が確認するだけでなく，生徒同士で

確認し合う場面をつくり，観察・実験の技能の習得できるようにすることが大切である。
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（２） 化学的領域

① 調査分析の内容（水溶液）

問
調査分析

評価規準 準備物 実施時間
の項目

１ メスシリ メスシリンダーを使って，水の体積を正確に，最 メスシリンダ

ンダーの 小目盛の１／10まで読み取ることができる。 ー，水，調査 ４分

読み取り 用紙

２ 濃度の 一定濃度の塩化ナトリウム水溶液をつくる際，一 調査用紙

(1) 計算 定量の塩化ナトリウムに必要な水の量を求めるこ ４分

とができる。

２ 一定濃度 一定濃度の塩化ナトリウム水溶液を，適切な操作 塩化ナトリウ

(2) の水溶液 でつくることができる。 ム５ｇ，水， 12分

の調製 メスシリンダ

ー，ビーカー

② 机上の様子

化学的領域の実験道具机の左側に化学的領域，右

側に生物的領域の調査用の

実験道具を配置
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③ 評価用紙

評価用紙については，以下に示したものを用いる。

④ 評価

調査分析の項目ごとに類型を設定し，評価者による生徒の行動観察及び生徒の調査用紙への

記述内容の分析から評価する。

Ⅱ
（
２
）
化
学
的
領
域
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③ 評価用紙

評価用紙については，以下に示したものを用いる。

④ 評価

調査分析の項目ごとに類型を設定し，評価者による生徒の行動観察及び生徒の調査用紙への

記述内容の分析から評価する。

Ⅱ
（
２
）
化
学
的
領
域
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⑤ 調査分析の結果

１ メスシリンダーの読み取り

狙い

メスシリンダーを使って，水の体積を正確に，最小目盛の１／10まで読み取ることができるか

どうかを調査し分析する。

様子

評価者の指示事項

テーブルの上のメスシリンダーに水が入っています。水の体積を正確に測定し，その値

を記入してください。

※ メスシリンダーの水は，あらかじめ評価者がその体積を測定する。そして，食品用のラ

ップフイルムでメスシリンダーの口を覆い，蒸発を防ぐ。調査後に，評価者の数値と，生

徒の数値を比較して評価する。

結果

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ 最小目盛の1／10まで読み取り，実測値の±1.0ｍＬ以下の誤 80 20.6

差で測定している

２ 最小目盛の1／10まで読み取り，実測値の±1.0ｍＬより大き 35 9.0

な誤差がある

３ 最小目盛の1／10まで読み取らず，実測値の±1.0ｍＬ以下の 137 35.2

誤差で測定している

４ 最小目盛の1／10まで読み取らず，実測値の±1.0ｍＬより大 137 35.2

きな誤差がある

０ 無解答 0 0.0

計 389 100.0

通過率 80 20.6

水の体積の測定
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分析・考察

○ 最小目盛の1／10まで読み取り，実測値の±1.0ｍＬ以下の誤差で測定している生徒（類型１

；正答）の割合は20.6％である。正しい測定を行うことに課題がある。

○ 最小目盛の1／10まで読み取っているが，実測値の±1.0ｍＬより大きな誤差がある生徒（類

型２）の割合は，9.0％である。

これらの生徒は，メスシリンダーの目盛りを斜め上や斜め下から読みとり，真横から読みと

ることができていなかった場合が多いと考えられる。

この原因の１つとして，イスに座ったまま読みとろうとしたことが考えられる。机の周りを

ついたて（段ボール）で囲まれた中での調査であるため，生徒にとっては，「イスから離れて

はいけない」という気持ちになっていたことが影響したことが考えられる。

指導に当たっては，メスシリンダーの目盛りを読み取る際には，正面から読み取ることを繰

り返し指導することが必要である。調査の際，メスシリンダーを斜め上から読み取ることで，

目盛と正対していない例が見られた。生徒が正しく測定できるようにするために，必要に応じ

てイスから離れたり姿勢を変えたりして読み取ることを，教師が実際に演示しながら指導する

ことが大切であると考えられる。

○ 最小目盛の1／10まで読み取らず，実測値の±1.0ｍＬ以下の誤差で測定している生徒（類型

３）の割合は，35.2％である。

これらの生徒は，測定装置の目盛りの1／10まで読み取らず，液面に近い位置の目盛りの数

値を，測定値として読み取っていると考えられる。これは，測定に際しては，測定装置の目盛

りの1／10まで読み取るという，基本的な操作についての知識が身に付いていないことから生

じている行動とも考えられる。

指導に当たっては，最小目盛りの1／10で読み取ることは，実験器具の測定操作の基本であ

り，観察・実験を通して身に付けるようにすることが大切である。

また，観察・実験は，実験班で行うことが多いと考えられるが，その際，生徒一人一人に測

定値を読み取る機会を設定することが大切である。このような機会を設定し，班の中で測定値

を比較することから，同じものを測定しても，個人によって読み取る数値が異なることもあり

得るという体験をさせることも考えられる。その体験を発展させて，読み取る数値には誤差が

含まれるという理解をさせることも大切である。

○ 最小目盛の1／10まで読み取らず，実測値の±1.0ｍＬより大きな誤差がある生徒（類型４）

の割合は，35.2％である。

これらの生徒は，最小目盛りの1／10で読みとらず，さらに，メスシリンダーの目盛りを斜

め上や下から読み取ることが考えられる。また，目盛りの数値を誤って読み取っていることも

考えられる。

指導に当たっては，先に述べた類型２，類型３の生徒への指導と同様の指導を行うことが大

切である。

指導改善のポイント

○ メスシリンダーの目盛りを読み取る際には，実際に演示するなど，正面から読み取ること

を繰り返し指導することが必要である。

○ 測定装置の目盛りを読み取る際には，1／10まで読み取るという基本的な操作を，観察・

実験を通して身に付けるように指導することが大切である。その際，生徒一人一人に測定値

を読み取らせる機会を設定することが大切である。
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２(1) 濃度の計算

狙い

一定濃度の塩化ナトリウム水溶液をつくる際，一定量の塩化ナトリウムに必要な水の量を求め

ることができるかどうかを調査し分析する。

様子

評価者の指示事項

薬包紙に，塩化ナトリウムが正確に５ｇはかり取ってあります。

この塩化ナトリウム５ｇをすべて使って，５％塩化ナトリウム水溶液を100ｇつくるには，

水が何ｇ必要ですか。

結果

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ 「95.0」または「95」と解答している 291 74.8

２ 「100.0」または「100」と解答している 41 10.5

９ 上記以外の解答 55 14.1

０ 無解答 2 0.5

計 389 100.0

通過率 291 74.8

必要な水の量を求める
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分析・考察
○ 「95.0」または「95」と解答している生徒（類型１；正答）の割合は，74.8％である。

本調査分析の対象校においては，多くの生徒が５％塩化ナトリウム水溶液をつくるときに必

要な水の質量を正しく解答している。

○ 「100.0」または「100」と解答している生徒（類型２）の割合は，10.5％である。

これらの生徒は，質量パーセント濃度に関する知識を身に付けていないことが考えられる。

５％塩化ナトリウム水溶液を100ｇつくるときの水は100ｇと考えており，溶液の量と溶媒の量

とを混同していることが考えられる。

「上記以外の解答」の生徒（類型９）の割合は，14.1％である。

これらの生徒は，質量パーセント濃度に関する知識を身に付けていないことが考えられる。

例えば，20ｇと答えた生徒が11人いる。20ｇと答えた生徒は，指示事項の数値である100と

５を用いて，「100÷5＝20」などと考えたことが考えられる。

指導に当たっては，質量パーセント濃度の式に関する意味を理解させ，その式を使えるよう

にするためには，塩化ナトリウム水溶液（食塩水）など安全な水溶液を扱う際に特定の質量パ

ーセント濃度の水溶液を実際につくる体験が大切である。その際，溶媒，溶質，溶液の関係を

意識しながら，水溶液を調製することが大切である。

指導改善のポイント

○ 質量パーセント濃度の式に関する意味を理解させるためには，特定の質量パーセント濃度

の水溶液を実際につくる体験が大切である。
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２(2) 一定濃度の水溶液の調製

狙い

一定濃度の塩化ナトリウム水溶液を，適切な操作でつくることができるかどうかを調査し分析

する。

様子

評価者の指示事項

実際に，５％塩化ナトリウム水溶液100ｇをつくります。

テーブルの上にある器具を使って５％塩化ナトリウム水溶液100ｇをつくりましょう。薬包

紙の塩化ナトリウム５ｇはすべて使い切ってください。

必要な水の体積は，水の入っていないメスシリンダーとビーカーの水を使い，正確には

かり取ってください。

※ 実験後に，塩分濃度計を用いて，各生徒のつくった水溶液の濃度を測定し，正しく調製さ

れているかどうかを確認する。また，調製中の生徒を観察し，記録する。

結果

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ つくれる 206 53.0

２ つくれない 183 47.0

計 389 100.0

通過率 206 53.0

一定濃度の塩化ナトリウム水溶液をつくる
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分析・考察
○ ５％塩化ナトリウム水溶液を適切な操作でつくれる生徒（類型１；正答)の割合は，53.0％

である。

２ (1)では，74.8％の生徒が計算で５％濃度の塩化ナトリウム水溶液をつくるのに適切な

水の量を求めることができている。しかし，実際に適切に器具を使って５％塩化ナトリウム

水溶液をつくれる生徒は，53.0％である。頭で理解できていることと，実際に操作を適切に

行えることとの間には，「隔たり」があることが示されたと考えられる。

○ ５％塩化ナトリウム水溶液を適切な操作でつくれない生徒（類型２）の割合は，47.0％であ

る。

２ (1)では，74.8％の生徒が計算で５％濃度の塩化ナトリウム水溶液をつくるのに適切な

水の量を求めることができている。また，「100.0」や「100」という誤答をした生徒は10.5％，

「上記以外の解答」をした生徒が14.1％いる。

したがって，２ (2)の類型２の生徒の中には，質量パーセント濃度に関する知識を身に付

けていないために，水の量が適切に求められない生徒も含まれていると考えられる。一方，水

の量については適切に求められても，調製する技能に課題があり，結果として適切な濃度の水

溶液をつくることができない場合も考えられる。

また，この調査を実施した際に，「水95.0ｍLをメスシリンダーで正しくはかり取り，塩化

ナトリウム５ｇをビーカーを用いて溶かして，その後，再度メスシリンダーに戻し，目盛り

が100ｍLより少ないために，駒込ピペットで水を追加して，100.0ｍLにしてしまう」という

生徒がいた。この原因としては，濃度について，質量と体積の区別があいまいなまま操作を

行ってしまったことが考えられる。

指導に当たっては，２(1)の指導と同様，実際に安全性の高い水溶液（塩化ナトリウム水溶

液など）の調製を生徒に体験させる中で，質量パーセント濃度の意味理解をしっかり定着さ

せることが大切である。その際，一人一人が実際に水溶液をつくるような場面を設定したり，

実験班で１つの水溶液をつくる場合には「溶媒は何か，溶質は何か，なぜ５％になるか」など

班員で一つ一つ確認しながら進めていくようにしたりすることが考えられる。

その他

塩化ナトリウム水溶液をつくる際，ビーカーがあるにも関わらず，体積を測定するための器具

であるメスシリンダーで塩化ナトリウムを溶かそうとする生徒が，４割弱見られた。また，駒込

ピペットで水流を起こして塩化ナトリウムを溶かそうとしたり，さらには駒込ピペットをガラス

棒のように用いてメスシリンダー内で塩化ナトリウムを溶かそうとしたりするなど不適切な使用

例も見られた。いずれも，それぞれの実験器具の用途についての理解や基本操作を身に付けてい

ないことが考えられる。

実験器具の用途を理解し，基本操作を身に付けることは，正確なデータを得るためだけでなく，

事故を未然に防ぐことにもつながる。実際の授業では，通常，実験班で実験を行うことが多いと

考えられるが，適宜，生徒一人一人に個別に実験を行う場面を設定していくことが大切である。

指導改善のポイント

○ 実験班で１つの水溶液をつくる場合でも，「溶媒は何か，溶質は何か，なぜ５％になるか」

など班員で一つ一つ確認しながら進めていくようにすることが考えられる。

○ 実験器具の用途を理解し，基本操作を身に付けることは，正確なデータを得るためだけで

なく，事故を未然に防ぐことにもつながる。適宜，生徒一人一人に個別に実験を行う場面を

設定していくことが大切である。
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（３） 生物的領域

① 調査分析の内容（顕微鏡操作）

問 調査分析の項目 評価規準 準備物 実施時間

１ 顕微鏡に ①倍率調の 対象とする観察像を得るために，低倍率 顕微鏡，

よる観察 整 から観察を開始することができる。 ホウセンカ 20分

の茎の断面

②ピントの 高倍率（400～600倍）で，ピントの合っ の永久プレ

調整 た像を得ることができる。 パラート，

顕微鏡照明

③明るさの 高倍率に適する明るさにして像を捉える 装置

調整 ことができる。（しぼりや反射鏡の使い

方も含む）

２ スケッチの仕方 対象とする像（道管付近の細胞の集まり）スケッチ用

を適切にスケッチしている。 紙

② 机上の様子

生物的領域の観察道具机の左側に化学的領域，

右側に生物的領域の調

査用の実験道具を配置
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③ 評価用紙

評価用紙については，以下に示したものを用いる。

④ 評価

調査分析の項目ごとに類型を設定し，評価者による生徒の行動観察及び生徒の調査用紙への

記述内容の分析から評価する。

Ⅱ
（
３
）
生
物
的
領
域
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⑤ 調査分析の結果

１ 顕微鏡による観察 ① 倍率の調整

狙い

対象とする観察像を得るために，低倍率から観察を開始することができるかどうかを調査し分

析する。

様子

評価者の指示事項

顕微鏡を用いて，プレパラートを観察します。

ステージには，ホウセンカの茎の断面のプレパラートが載っています。茎の少し内側に

は維管束があり，道管が赤く染まっています。赤く染まっている部分（道管）をみつけて，

そのまわりの細胞を高倍率（400～600倍）にして，ピントを合わせてください。

※ ステージ上には，プレパラートを載せておき，対物レンズは低倍率（５～10倍）にセッ

トしておく。

結果

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ （観察対象として適した部分を確認しながら）低倍率から 265 68.1

徐々に倍率を高くして観察している

２ 始めから高倍率の対物レンズで観察を行っている 114 29.3

９ 上記以外の行動 10 2.6

０ 顕微鏡操作を行っていない 0 0.0

計 389 100.0

通過率 265 68.1

倍率を調整する
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分析・考察
○ 低倍率から徐々に倍率を高くして観察している生徒（類型１；正答）の割合は，68.1％であ

る。顕微鏡の使用において，これらの生徒は，低倍率から徐々に倍率を高くして観察すること

ができている。

○ 始めから高倍率の対物レンズで観察を行っている生徒（類型２）の割合は，29.3％である。

これらの生徒は，目的としている部分を探し出すために，始めに視野が広い低倍率で観察す

ることを理解できていなかったり，そのことを体験を通して実感できていなかったりすること

が考えられる。

指導に当たっては，低倍率から順に観察していかないと，観察がしづらい試料を用意して，

生徒に体験を通して実感できることが大切である。

体験させた後に，倍率が低いときには試料全体が見えて，対象部分を探しやすいこと。通常

低倍率から徐々に高倍率にしていくこと。低倍率できちんと焦点が合っている場合，そのまま

レボルバーを回して倍率を上げると，ほぼピントが合う（同焦点）ように顕微鏡ができている

ことなどを説明することが大切である。このような具体的な体験とそれを補う言葉による説明

とで，理解を確実なものとすることが大切である。

また，「上記以外の行動」の生徒（類型９）の中には，一度は，すぐに高倍率の対物レンズ

に変更したが，なかなかピントが合わないために，低倍率に戻して観察し直す生徒もいる。こ

のような失敗の体験をうまく生かせば，低倍率の対物レンズから観察を始めることのよさを実

感し，技能の定着につながることが考えられる。

その他
顕微鏡で，対物レンズの倍率を変える際，対物レンズに触れて回す生徒が，３割程度見られた。

顕微鏡で対物レンズの倍率を変える際にレボルバーを回すことは，レンズの光軸を保護し，顕微

鏡の精度を保つためである。しかし，対物レンズが飛び出ているため回しやすく，生徒は無意識

に対物レンズに触れて回して倍率を変えてしまうことが多い。

顕微鏡の操作を身に付けさせるため，「対物レンズの倍率を変えるときには，レボルバーを回

して変える」と教師が言葉で伝えながら，実際にレボルバーに触れて倍率を変える体験を充実す

ることが考えられる。その際，「対物レンズに触れて回して倍率を変えると，レンズの光軸がず

れて顕微鏡の精度が保てなくなる」ことを指導しておくことが大切である。

指導改善のポイント

○ 生徒が低倍率から観察を開始する技能を習得するためには，低倍率から順に観察していか

ないと観察がしづらい試料を用意して，生徒に体験を通して実感できるようにすることが大

切である。
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１ 顕微鏡による観察 ② ピントの調整

狙い

高倍率（400～600倍）で，ピントの合った像を得ることができるかどうかを調査し分析する。

様子

評価者の指示事項

顕微鏡を用いて，プレパラートを観察します。

ステージには，ホウセンカの茎の断面のプレパラートが載っています。茎の少し内側に

は維管束があり，道管が赤く染まっています。赤く染まっている部分（道管）をみつけて，

そのまわりの細胞を高倍率（400～600倍）にして，ピントを合わせてください。

※ 制限時間前にピントの調整を行った生徒は挙手するように指示し，評価する。

結果

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ ホウセンカの茎断面を捉え，高倍率（400～600倍）でピント 304 78.1

が合っている

２ ホウセンカ以外の対象物（ゴミなど）に高倍率（400～600倍） 7 1.8

でピントが合っている

３ ピントは合っているが，倍率が高倍率になっていない 37 9.5

９ 上記以外の行動 40 10.3

０ 顕微鏡操作を行っていない 1 0.3

計 389 100.0

通過率 304 78.1

ピントの調整
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分析・考察
○ ホウセンカの茎断面を捉え，高倍率でピントが合っている生徒（類型１；正答）の割合は，

78.1％である。

本調査分析の対象校においては，多くの生徒がホウセンカの茎断面に高倍率でピントが合っ

ている。

○ ピントは合っているが，倍率が高倍率になっていない生徒（類型３）の割合は，9.5％であ

る。

これらの生徒の中には，１①で一度は高倍率の対物レンズにしたものの観察がうまくできな

いため，低倍率の対物レンズに戻して観察したものが含まれている。

顕微鏡は，低倍率でピントをきちんと合わせて，そのままレボルバーを回して高倍率にする

と，ほぼピントが合うようにつくられている。このことを使えば，すばやく確実に高倍率での

ピントを合わせることができる。指導に当たっては，この方法を中学校の３年間でできるよう

にすることが大切である。

そのためにも，できるだけ一人に一台の顕微鏡を用意して，すべての生徒が顕微鏡を適切に

使えるように指導することが大切である。

○ 「上記以外の行動」の生徒（類型９）の割合は，10.3％である。

これらの生徒は，低倍率でも高倍率でもピントを合わせることができないことが考えられる。

顕微鏡での観察以前に，道管についての知識がないことによって道管を見つけられない生徒

がいる。これらの生徒には，道管のはたらきとつくりとを関係付けて，道管についての理解を

図ることが大切である。

また，低倍率でも，高倍率でも，ピントを合わせられない場合，生徒が技能を身に付けてい

ないこともあるが，生徒の使用していた顕微鏡そのものが観察に適さない場合もある。日頃よ

り顕微鏡の整備を適切に行ったり，定期的に点検し整備を行ったりすることが大切である。

指導に当たっては，顕微鏡の扱いに慣れていない生徒がいる場合には，じっくり顕微鏡に取

り組む時間をとり，自らの力で対象物を見いだす経験を充実することが大切である。また，顕

微鏡の扱いを習得する際，観察する対象そのものに魅力がなくてはならない。そのためにも，

生徒の興味を喚起する教材を選択するようにすることが大切である。

指導改善のポイント

○ 例えば，「低倍率でピントをきちんと合わせて，そのままレボルバーを回して高倍率にす

る」という顕微鏡の基本的な技能は，中学校３年間を見通して，習得させることが大切であ

る。

○ 顕微鏡の扱いに慣れていない生徒がいる場合には，じっくり顕微鏡に取り組む時間をとり，

自らの力で対象物を見いだす経験をさせることが大切である。
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１ 顕微鏡による観察 ③ 明るさの調整

狙い

高倍率に適する明るさで像を捉えることができるかどうかを調査し分析する。

様子

評価者の指示事項

顕微鏡を用いて，プレパラートを観察します。

ステージには，ホウセンカの茎の断面のプレパラートが載っています。茎の少し内側に

は維管束があり，道管が赤く染まっています。赤く染まっている部分（道管）をみつけて，

そのまわりの細胞を高倍率（400～600倍）にして，ピントを合わせてください。

※ 制限時間前にピントの調整の評価をする際に，併せて明るさの調整の評価をする。

結果

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ 高倍率でも適切な明るさを得ている 311 79.9

２ （しぼりの開きが不十分，反射鏡の使い方が悪いなどの理由 66 17.0

で）ピントは合っているが，暗い像になっている

９ 上記以外の行動 11 2.8

０ 顕微鏡操作を行っていない 1 0.3

計 389 100.0

通過率 311 79.9

明るさの調整をして観察
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分析・考察
○ 高倍率でも適切な明るさを得ている生徒（類型１；正答）の割合は，79.9％である。

高倍率においても，これらの生徒は，適切な明るさを得て観察している。ただし，これら

の生徒の中には，顕微鏡の調査分析を実施する際の初期設定がしぼりを開放にしておく状態

であったため，この状態を変えずに観察した生徒が含まれていることが考えられる。

○ ピントは合っているが，暗い像になっている生徒（類型２）の割合は，17.0％である。

これらの生徒は，しぼりを調整するなど何らかの行動をしたのはよいが，高倍率の際に暗い

ままで観察をしていた生徒である。また，これらの生徒の中には，視野が暗いままでも，明る

くしようとせず，そのまま観察を続けていた生徒もいると考えられる。

観察に適した明るさには，個人差がある。また，何を観察するかという目的によっても適切

な明るさが決まってくる。指導に当たっては，生徒同士で互いの顕微鏡像を比較して見る時間

をつくって，明るさが変わると見え方がどのように変わるかを体験させることが考えられる。

また，顕微鏡カメラなどを使い，映像で調整する様子を確認することも考えられる。

その他

光源付きの顕微鏡における照明が，低倍率の観察時に明るすぎる場合がある。明るすぎる照明

は，目を痛める可能性があるので，注意が必要である。

指導改善のポイント

○ 顕微鏡の像の明るさに着目させるには，生徒同士で互いの顕微鏡像を比較して見る時間を

つくって，明るさが変わると見え方がどのように変わるかを体験させることが考えられる。
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２ スケッチの仕方

狙い

対象とする像（道管付近の細胞の集まり）を適切にスケッチしているかどうかを調査し分析す

る。

様子

評価者の指示事項

観察している像を生物スケッチ用紙にスケッチしてください。

※ １ ①～③での評価を行ってから，生徒にスケッチをする許可をする。

結果

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ （赤く染まっている）道管を中心とした像を，線や点を使っ 140 36.0

て適切にスケッチしている

２ （赤く染まっている）道管を中心とした像をかこうとしてい 178 45.8

るが，線が切れ切れになるなど生物のスケッチ方法になって

いない

９ 上記以外の行動 57 14.7

０ スケッチしていない 14 3.6

計 389 100.0

通過率 140 36.0

スケッチをしている
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分析・考察
○ 道管を中心とした像を，線や点を使って適切にスケッチしている生徒（類型１；正答）の

割合は，36.0％である。

これらの生徒は，道管を正しく認識して，生物にふさわしいスケッチ方法で，スケッチし

ている。類型１（正答）の割合は36.0％であり，調査分析の対象学年が第３学年ということ

を考えると，生物のスケッチの方法については課題があるといえる。

顕微鏡の扱いやスケッチについては，第１学年，第２学年，第３学年でそれぞれ学習の機会

がある。学校や生徒の実態に即して，第３学年での顕微鏡の扱いやスケッチについての目標

を定め，第１学年，第２学年では，それぞれどこまでできるようにするかという３年間の見

通しを教師がもつことが大切である。

○ 道管を中心とした像をかこうとしているが，線が切れ切れになるなど生物のスケッチ方法に

なっていない生徒（類型２）の割合は，45.8％である。

これらの生徒は，道管の位置は正しく捉えているが，生物のスケッチの方法に則っていない

ことが考えられる。「小学校の図工や中学校の美術におけるスケッチの方法」と「生物のスケ

ッチの方法」の区別ができていないことが考えられる。

生物のスケッチは，例えば，美術のスケッチで輪郭をとらえる際の手法とは異なる部分があ

る。一例をあげれば，線がつながっていない場合には，線が切れている部分にすき間があると

いう意味になってしまう。生物のスケッチの指導に当たっては，美術のスケッチとの違いなど

に触れながら指導すると，生徒の理解が深まると考えられる。

○ 「上記以外の行動」の生徒（類型９）の割合は，14.7％である。

これらの生徒は，道管がどれなのかが理解されていなかったことが考えられる。

教科書等で写真を見ていても，意識して見ていないと，本物を見た際に特定することが難し

い場合がある。初めて本物の道管を見て，戸惑った生徒がいると考えられる。

指導に当たっては，授業の際に，観察する前に道管の働きから道管がどのような構造をして

いるかを考えさせてから生徒に観察を始めさせたり，書画カメラなどを用いて道管の画像を事

前に示してみたりして，観察すべきものに意識を向かせてから観察を実施することが考えられる。

○ スケッチしていない生徒（類型０）の割合は，3.6％である。

これらの生徒の中には，観察すべき像を探すのに時間を費やして，スケッチまでたどりつけ

なかった生徒がいると考えられる。

その他

スケッチする際に，顕微鏡の視野を表す円をかく生徒が35人いた。これは，全体（389人）の

およそ１割程度となる。スケッチは顕微鏡の視野で見えている部分をすべてスケッチする必要は

なく，目的に応じて見えている部分の一部をかくこともある。視野を表す円は，通常観察の目的

には関わらないことから，必ずしもかく必要のないものであるということを生徒に理解させるこ

とが大切である。

指導改善のポイント

○ 顕微鏡のスケッチにおいても，中学校３年間を見通して指導を行うことが大切である。

○ 生物のスケッチの指導に当たっては，美術のスケッチとの違いなどに触れながら指導する

と，生徒の理解が深まると考えられる。
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（４） 地学的領域

① 調査の内容（ルーペの使い方・岩石の分類）

問
調査分析

評価規準 準備物 実施時間
の項目

１ ルーペの ルーペ（８～10倍程度）を目の近くに固定して， ルーペ，

使い方 対象物を前後させて観察することができる。 岩石標本， 20分

調査用紙

２ 岩石の 岩石を比較する視点を挙げることができる。

(1) 比較

２ 岩石の 代表的な岩石の分類ができる。

(2) 分類

② 机上の様子

③ 評価用紙

評価用紙などについては，以下に示したものを用いる。

評価用紙 生徒用の調査用紙

机の右側に物理的領域，

左側に地学的領域におけ

る調査用の観察道具など

を配置

ルーペ，岩石標本，問題

用紙，調査用紙
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④ 評価

調査分析の項目ごとに類型を設定し，評価者による生徒の行動観察及び生徒の調査用紙への

記述内容の分析から評価する。

Ⅱ
（
４
）
地
学
的
領
域
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⑤ 調査分析の結果

１ ルーペの使い方

狙い

ルーペ（８～10倍程度）を目の近くに固定して，対象物を前後させて観察することができるか

どうかを調査し分析する。

様子

評価者の指示事項

皆さんが岩石を観察しているときに，先生が近くにいって，「ルーペで観察してくださ

い」と言うことがあります。その際には，実際にルーペを使って岩石を観察してください。

結果

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ 正しく使えている 125 30.5

２ 正しく使えていない 285 69.5

計 410 100.0

通過率 125 30.5

岩石をルーペを使って

観察している

評価者による「ルーペの

使い方」の評価
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分析・考察

○ ルーペを正しく使えている生徒（類型１；正答）の生徒の割合は，30.5％である。

岩石の観察において，これらの生徒は，ルーペを正しく使用し観察している。

○ ルーペを正しく使えていない生徒（類型２）の割合は，69.5％である。

これらの生徒は，ルーペを正しく使い，岩石の観察をすることができていない。下の図のよ

うに，ルーペを目から離して岩石を観察している生徒がいる。

ルーペを使った観察・実験は，１年生では植物の観察，物質の観察，岩石の観察などがあり，

２年生では動物の観察である。その動物の観察においては，双眼実体顕微鏡を使い，ルーペを

使用しない場合がある。本調査を行った３年生にとっては，ルーペを１年以上，使用していな

いこともあれば，２年生のときに１回程度，使っただけということも考えられる。ルーペの使

用方法について，忘れていた生徒がいることも考えられる。

指導に当たっては，観察・実験において，ルーペを使用する際は，ルーペの使用後にどのよ

うな利点があったかを生徒に発言させたり，誤った使い方と適切な使用法とでどのような違い

があったかを発言させたりすることが考えられる。このような活動を通じて，生徒は，使い方

を確認し，正しく適切な使い方に慣れ，結果としてよりよい観察結果が得られるようになるこ

とが考えられる。

指導改善のポイント

○ ルーペを使用する際は，ルーペの使用後にどのような利点があったかを生徒に発言させた

り，誤った使い方と適切な使用法とでどのような違いがあったかを発言させたりすることが

考えられる。

ルーペを目から離して岩石を

観察している
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２(1) 岩石の比較

狙い

岩石を比較する視点を挙げることができるかどうかを調査し分析する。

様子

評価者の指示事項

６つ箱の中には，それぞれ１つの岩石が入っています。Ａ～Ｃは堆積岩（砂岩，泥岩，

れき岩）です。Ｄ～Ｆは火成岩（安山岩，玄武岩，花こう岩）です。

(1) これらの６つの岩石について「比較して調べたこと」を書いて，調べたことに関して

それぞれの岩石の特徴や気づいたことをできるだけたくさん回答用紙（別紙）に書いて

ください。言葉だけでなく，図を使っても構いません。また，机の上にルーペが用意し

てあるので，必要に応じて積極的に使ってください。

結果

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ 岩石を比較するための観察の視点を挙げている。その中で， 53 12.9

分類に必要な視点「（色），粒の大きさ，粒の形，つくり」

について，すべて挙げている

○２ 岩石を比較するための観察の視点を挙げている。その中で， 351 85.6

分類に必要な視点「（色），粒の大きさ，粒の形，つくり」

について，挙げていないものがある

９ 上記以外の解答 0 0

０ 無解答 6 1.5

計 410 100.0

通過率 404 98.5

岩石を比較する視点を

挙げて観察している
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分析・考察

○ 岩石を比較するための観察の視点「（色），粒の大きさ，粒の形，つくり」をすべてを挙げ

ている生徒（類型１；正答）の割合は，12.9％である。

これらの生徒は，岩石を比較するための観察の視点を複数挙げ，その中で，岩石の分類に必

要な視点「（色），粒の大きさ，粒の形，つくり」をすべて挙げている。

○ 岩石を比較するための観察の視点を挙げているが，分類に必要な視点「（色），粒の大きさ，

粒の形，つくり」について，挙げていないものがある生徒（類型２；準正答）の割合は，85.6

％である。これらの生徒は，岩石を比較するための観察の視点を挙げているが，岩石の分類に

必要な視点「（色），粒の大きさ，粒の形，つくり」のすべてを挙げていない。

しかしながら，これらの生徒の中にも，「光沢，表面の模様，重さ，たたいた音，かたさ，

におい，割れ方，割れ目」などの視点を挙げている生徒がいる。例えば，「重さ」という記述

ではあいまいであるが，これが「密度」となれば岩石の分類の項目になる。また，生徒から新

しいアイディアや発想を引き出すという点では，例えば「におい」は岩石の分類では一般的で

ない項目であるが，理科教育としては重要な視点であると考えられる。

分類に必要なすべての視点を挙げていなくても，次の問い２(2)の岩石の分類をしている生

徒（２(2)の類型３，４）は，類型２の351人中85人で，全体の20.7％である。これらの生徒は，

岩石の特徴を自分になりに把握し分類することはできるが，それらの分類の視点を調査用紙に

適切に表現していないことが考えられる。あるいは，「（色），粒の大きさ，粒の形，つくり」

のすべての視点を使わずに，自分なりの分類を試みた可能性がある。残りの266人，全体の

64.9％の生徒は，２(2)の問いの岩石の分類を正しくしていないことから，一般に岩石の分類

に必要な視点「（色），粒の大きさ，粒の形，つくり」には着目せずに，調査用紙に記録した

自らの視点に基づいて，分類を試みようとしていたことが考えられる。

ものごとは視点がないと見えてこない。特に，第２分野の指導においては，教師から視点を

示していくことが大切なことが多い。しかし，岩石の分類については，岩石の比較を通じて，

生徒から様々な分類の視点がでてくることが多い。従って，岩石の分類についての指導に当た

っては，岩石を比較し観察して，生徒自ら岩石の分類の観点や視点を考えることが重要である。

実際に岩石を比較することで，色合い，重さ，密度，かたさ，手触りなど様々な分類の視点が

でてくる。生徒自らが分類の視点を考えることで，生徒の主体性は高まる。また，でてきた分

類の視点を小グループで話し合い，より有効な視点に絞り込んでいくことも大切である。２つ

だけの岩石の比較には有効でも，３つ以上の種類になると分類に向かない視点があることに気

付いたり，自分ではよいと思った視点でも他のメンバーから矛盾点を指摘されたりすることは，

岩石のより詳細な観察につながっていく。

このようにして，生徒の発想やアイディアを生かしながら岩石の特徴を明らかにするよう指

導することが大切である。生徒の発見した視点が実は，岩石の分類に実際に用いられていると

知れば，生徒の自信も高まるし，生徒にとっては記憶に残る分類の視点になることが考えられ

る。

指導改善のポイント

○ 岩石の比較観察を行う場合には，教師から岩石の分類の視点を事前に提示するのでなく，

生徒にも自ら岩石の分類の観点や視点を考えさせることが重要である。
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２(2) 岩石の分類

狙い

代表的な岩石の分類ができるかどうかを調査し分析する。

様子

評価者の指示事項

６つ箱の中には，それぞれ１つの岩石が入っています。Ａ～Ｃは堆積岩（砂岩，泥岩，

れき岩）です。Ｄ～Ｆは火成岩（安山岩，玄武岩，花こう岩）です。

(2) もし岩石の名称がわかるようなら，岩石名を書いて，なぜそのように考えたかの理由

を回答用紙に書いてください。

結果

類 型 人数（人）割合（％）

分類 視点（２(1)） 理由

◎１ 正しい岩 分類に必要な視点「（色），粒の大きさ，粒 有り 25 6.1

○２ 石の名称 の形，つくり」をすべて挙げている 無し 1 0.2

○３ を記述し 分類に必要な視点「（色），粒の大きさ，粒 有り 63 15.4

○４ ている の形，つくり」を挙げていないものがある 無し 22 5.4

５ 正しい岩 分類に必要な視点「（色），粒の大きさ，粒 有り 11 2.7

６ 石の名称 の形，つくり」をすべて挙げている 無し 13 3.2

７ を記述し 分類に必要な視点「（色），粒の大きさ，粒 有り 43 10.5

８ ていない の形，つくり」を挙げていないものがある 無し 162 39.5

９
無解答

視点を挙げている 69 16.8

０ 無解答 1 0.2

計 410 100.0

通過率 111 27.1

岩石を分類している



- 135 -

分析・考察

本調査分析の項目は，「科学的な思考・表現」などを含む。

○ 正しい岩石の名称を記述し，分類に必要な視点「（色），粒の大きさ，粒の形，つくり」を

すべて挙げていて，その理由も書けている生徒（類型１；正答），理由については書けていな

い生徒（類型２；準正答）の割合の合計は，6.3％である。

これらの生徒は，堆積岩，火成岩を比較し分類する上で，地学的な岩石の分類に必要な視点

「（色），粒の大きさ，粒の形，つくり」を挙げて，岩石の分類を適切に行っている。

分類に必要な視点「（色），粒の大きさ，粒の形，つくり」を挙げていないものがある生徒

（類型３；準正答，類型４；準正答）の割合の合計は，20.7％である。

これらの生徒は，挙げた視点は地学的には不十分でも岩石の分類をしている。頭の中で分類

に必要な視点とそれに基づいた観察結果を分かっていて，それらを調査用紙に表現していない

ことが考えられる。また，これらの生徒の中には，「粒の大きさ」の代わりに「手触り」とい

う自分独自の視点で分類を試みている生徒もいる。そのうち，類型３の生徒は，分類について

の理由を述べていることから，岩石を比較，分類するための視点を用語として表現はできてい

ないが，分類するための基準をもっている可能性がある。

○ 正しい岩石の名称を記述してないが，分類に必要な視点「（色），粒の大きさ，粒の形，つ

くり」をすべて挙げた生徒（類型５，６）の割合の合計は，5.9％である。

これらの生徒は，「（色），粒の大きさ，粒の形，つくり」が岩石の分類の視点であることを

知識として身に付けているが，岩石を正しく分類することができていない。観察の結果を適切

に整理できなかったり，観察結果の考察を誤ったりしていることが考えられる。これらの生徒

の中には，身に付けている知識を実際の岩石を分類することに活用できていない生徒がいるこ

とが考えられる。

正しい岩石の名称を記述していないが，分類に必要な視点「（色），粒の大きさ，粒の形，

つくり」を挙げていないものがある生徒（類型７，８）の割合の合計は，50.0％である。

これらの生徒は，「（色），粒の大きさ，粒の形，つくり」をすべてを挙げることができず，

岩石の分類を正しくできていない。特に，類型８の生徒は，堆積岩と火成岩に関する知識の習

得が不十分なために，理由を述べることができない可能性もある。

岩石の名称を記述しておらず，視点を挙げている生徒（類型９）の割合は，16.8％である。

これらの生徒は，岩石を比較するための視点は挙げている。また，69人のうち３人は，岩石

の分類の視点「色，粒の大きさ，粒の形，つくり」をすべて挙げているが，岩石の名称を記述

していない。この３人は，身に付けている岩石の知識を実際の岩石を分類することに活用でき

ていないことが考えられる。

堆積岩である砂岩とれき岩の分類であれば，粒の大きさだけでも分類は可能である。しかし，

正体が明らかでない岩石が３種以上ある場合には，粒の大きさだけでは分類はできない。その

場合，「色，粒の形，つくり」も１つずつ確認していく必要がある。岩石の分類の視点として

「色，粒の大きさ，粒の形，つくり」を学習した後であれば，それらの視点を使って，様々な

岩石を実際に分類する体験を充実させることが考えられる。自らの分類があっていれば，生徒

の自信も高まり，分類の視点についても記憶に残るものとなることが考えられる。その際，生

徒の自信をなくさないためにも，分類のしやすい岩石を多数用意しておくことが大切である。

分類の技能が上達した生徒には，多少分類の難しい岩石を渡して挑戦させることが考えられる。

指導改善のポイント

○ 岩石の分類の視点を定着させるために，実際の岩石の観察において，「色，粒の大きさ，

粒の形，つくり」に着目させて分類させてみることが大切である。
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４ 学力調査（中学校理科）の結果との対比

学力調査（中学校理科）において，観察・実験の技能に関する問題は，

○ 物理的領域２(1)「電流計の読み方の技能を身に付けているかどうかをみる」

○ 地学的領域３(6)「『石灰岩（石灰石）にうすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生する』と

いう石灰岩の見分け方に関する技能を身に付けているかどうかをみる」

○ 化学的領域４(1)「『特定の質量パーセント濃度の水溶液をつくる』という技能を身に付け

ているかどうかをみる」

の３題を出題している。ここでの調査は基本的な観察・実験の技能に関する知識を調査している。

しかし，理科の学習における観察・実験では，実際に操作を伴うものであり，単に方法を知っ

ているだけでは操作できないものもある。

そこで，技能の習得状況に関する調査分析では，物理的領域２(1)と化学的領域４(1)について，

観察・実験の技能面に焦点を当てた調査を行い，観察・実験の技能に関する知識と実際の操作と

の関連について分析を行った。

（１） 「測定値の読み方の技能」について

学力調査

調査問題２(1)

趣旨

電流計の読み方の技能を身に付けているかどうかをみる。

解答類型と反応率
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観察・実験の技能の習得状況に関する調査分析

物理的領域２(3)電流の測定 ①豆電球に流れる電流の測定

狙い

豆電球に流れる電流の測定において，回路に電流計を接続し，電流の大きさを読み取ることが

できるかどうかを調査し分析する。

結果

２(3)① 豆電球を流れる電流の測定

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ 500ｍＡ端子（適切な端子）に接続し，283ｍＡ前後（有効数 259 63.3

字３桁）の電流値を記述しているもの

○２ 500ｍＡ端子（適切な端子）に接続し，0.28Ａ前後（有効数 1 0.2

字２桁）の電流値を記述しているもの

○３ ５Ａ端子に接続し，0.28Ａ前後の電流値を記述しているもの 28 6.8

（＋と－を逆に接続して測定しているものも含む）

４ 500ｍＡ端子に接続し，283前後の値のみを記述しているもの 0 0.0

５ 5Ａ端子に接続し，0.28前後の値のみを記述しているもの 1 0.2

６ 豆電球と抵抗の合計の電流を記述しているもの 2 0.5

７ 電流計を電圧計のように接続し測定しているもの 60 14.7

９ 上記以外の解答 29 7.1

０ 無解答 29 7.1

計 409 100.0

通過率 288 70.4

分析・考察
学力調査２(1)の正答率は45.4％である。

技能の習得状況に関する調査分析の対象校においては，物理的領域２(3)①での豆電球を流れ

る電流の測定の正答率は70.4％である。

しかし，電流計を電圧計のように接続し測定している生徒（類型７）の割合は，14.7％である。

測定における技能として，測定値の1／10まで読みとることや回路の接続を習得することは大切

である。

電流を読み取る
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（２） 「一定の濃度の水溶液をつくる技能」について

学力調査

調査問題４(1)

趣旨

「特定の質量パーセント濃度の水溶液をつくる」という技能を身に付けているかどう

かをみる。

解答類型と反応率
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観察・実験の技能の習得状況に関する調査分析

化学的領域２(1)濃度の計算

狙い

一定濃度の塩化ナトリウム水溶液をつくる際，一定量の塩化ナトリウムに必要な水の量を求め

ることができるかを調査し分析する。

結果

類 型 人数（人）割合（％）

◎１ 「95.0」または「95」と解答している 291 74.8

２ 「100.0」または「100」と解答している 41 10.5

９ 上記以外の解答 55 14.1

０ 無解答 2 0.5

計 389 100.0

通過率 291 74.8

分析・考察

学力調査４(1)の正答率は52.0％である。

技能の習得状況に関する調査分析の対象校においては，化学的領域２(1)での正答率は74.8％

である。

しかし，５％塩化ナトリウム水溶液を100ｇつくるときの水の質量を，「100.0」または「100」

と解答している生徒（類型２）や「上記以外の解答」の生徒（類型９）の割合の合計は，24.7％

である。質量パーセント濃度に関する知識を身に付け，その意味を理解させることが大切である。

５％塩化ナトリウム水溶液をつくる

ときに必要な水の質量を求める
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資料１ 平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】調査問題 理科

中学校 理科 １ 第２分野（生物的領域）
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中学校 理科 ２ 第１分野（物理的領域）
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中学校 理科 ３ 第２分野（地学的領域）
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中学校 理科 ４ 第１分野（化学的領域）
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資料２ 平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】質問紙調査（抜粋）

学校質問紙
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生徒質問紙

資料３ 平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】調査問題 数学（抜粋）

数学Ａ 数学Ｂ
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資料４ 平成24年度全国学力・学習状況調査結果【中学校】設問別集計結果 理科

設問 設問の概要 出題の趣旨
番号

１(1) 水草の働きの名称と発生する気体の名称を答える 魚類の呼吸と水草の光合成を理解している

１(2)
両生類であるカエルの特徴や成長に応じて飼育の環境を整えた理由を説 動物を飼育する場面で，両生類の子と親の体のつくりと働きや生活場所に関す

明する る知識を活用して，飼育の環境を整えた理由を説明することができる

１(3) 成長して種子になる部分の名称を選ぶ
「胚珠は，めしべの子房の中にあり，成長すると種子になる」という知識を身

に付けている

１(4)
示された花の模式図にならって，アブラナの花のつくりを表した模式図 花のつくりを考える場面で，花のつくりの共通点や規則性に関する知識を活用

を選ぶ して，アブラナの花のつくりを表している模式図を指摘することができる

１(5)
「チューリップの花が開くには，温度が関係している」という考察の根 「花が開くには温度が関係している」という考察を導くために，実験結果を分

拠となる実験結果の組合せを選ぶ 析し解釈して，比較する実験結果の組合せを指摘することができる

１(6)
チューリップの花が開く温度を明らかにするための追実験を計画するに 実験結果の考察から花が開く温度を予想して，適切に温度を設定し，追実験を

当たって，実験結果の考察から設定する温度を答える 計画することができる

２(1) 電圧が１．２Ｖのときの電流計の図から，電流の大きさを読みとり答える 電流計の読み方の技能を身に付けている

２(2) １つの回路で，２つの実験と同じ結果を得るための測定方法を説明する
抵抗の直列つなぎ，並列つなぎなどに関する知識を活用して，他者の実験方法

を検討し改善して，正しい実験方法を説明することができる

２(3) ２つの実験結果から，電圧が２．０Ｖのときの，豆電球と発光ダイオードの 実験結果を分析し，豆電球と発光ダイオードの消費する電力を比較することが

Ｘ 消費する電力を比較して答える できる

２(3)
２つの実験における豆電球と発光ダイオードの消費する電力から，白熱

実験の考察とＬＥＤ電球の省エネの効果を関連付けている場面で，電力に関す

Ｙ
電球とＬＥＤ電球の省エネの効果を考察し，ＬＥＤ電球の省エネの効果

る知識を活用して，ＬＥＤ電球の省エネ効果を考えることができる
を答える

２(4)
白熱電球とＬＥＤ電球で，省エネの効果を比較する実験を考えるときに， 「省エネの効果を比較する」という実験の目的のもと，「明るさ」の条件を制御

必要な条件を選ぶ した実験を計画することができる

２(5)
白熱電球をＬＥＤ電球に交換するときに，消費する電力量を減らすため 白熱電球をＬＥＤ電球に交換しようとする場面で，電力量の知識を活用して，

に最も効果がある場所を選び，その理由を説明する 最も省エネの効果がある場所を考え，その根拠を説明することができる

２(6)
白熱電球とＬＥＤ電球を，それぞれ１時間使用する場合に，消費する電

電力量を理解している
力量の差を求める式を書き，電力量の差を求める

３(1)
野外観察で，「地層のつながりや広がり方」と「地層の成因」を調べるた 「地層の連続性や成因を調べるために，断層の有無や地層に含まれている粒に

めの技能において，着目する事象と観察の観点を選ぶ 着目する」という地層観察に関する技能を身に付けている

３(2)
地層観察の結果から，観察地における地層のつながり方を考察し，地層 観察地における地層の広がり方について，観察地の図と観察結果から分析して

の傾いている方向を選ぶ 解釈し，地層の傾きを認識して，その傾きの方向を指摘することができる

３(3)
地層観察の結果から，過去の火山活動が活発だった時期の回数について 地層などの知識を活用し，過去の火山活動が活発だった時期の回数についての

の他者の考察を検討し，適切な回数を選び，その根拠を説明する 他者の考察を検討し，根拠を示して改善した考察を説明することができる

３(4)
ローム層の厚さと偏西風の影響の情報から，火山，観察地，中学校の位 火山灰の広がり方を考察する場面で，火山などの知識を活用し，偏西風の影響

置関係を適切に示した模式図を選ぶ などの情報から，火山と観察地などの位置関係を推定することができる

３(5) アサリの化石が含まれる地層が堆積した当時の生活環境を選ぶ 示相化石に関する知識を身に付けている

３(6)
「うすい塩酸をかけ，発生する気体を確かめる」という石灰岩を見分け 「石灰岩（石灰石）にうすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生する」という石

る技能において，そのとき発生する気体の名称を答える 灰岩の見分け方に関する技能を身に付けている

４(1)
濃度１０％の食塩水１０００ｇをつくるために必要な食塩と水の質量を求め

「特定の質量パーセント濃度の水溶液をつくる」という技能を身に付けている
る

４(2)
実験で，古い卵が浮いたときの気室の位置と，卵のとがっている部分の

実験結果や卵の断面図を分析し解釈して，卵の構造を推定することができる
位置を選ぶ

４(3)
実験結果から，食塩水の中で卵にはたらく浮力の大きさを求める式を書

浮力を理解している
き，浮力の大きさを求める

４(4) 食塩水がいくらでも濃くできるわけではない理由を説明する
「いくらでも食塩水を濃くできるわけではない」という他者からの指摘を分析

し解釈して，他者の考えの根拠を説明することができる

４(5)
食塩水のようすを，食塩の粒子のモデルで表したものを選ぶ

水溶液においては，溶質が均一に分散していることを粒子のモデルと関連付け

和宏さん て理解している

４(5) 液体のようす（上部が水，下部が食塩水）を，食塩の粒子のモデルで表 液体のようすについて予想を立てる場面で，水溶液の知識を活用して，予想を

望さん したものを選ぶ 粒子のモデルで表している図を指摘することができる

４(6)
二人の考えのどちらが正しいかを調べる実験の方法と，その実験を行っ 「水槽の中の液体が，食塩水の１層なのか，上層が水，下層が食塩水の２層な

たとき，得られる実験結果として，正しいものを選ぶ のか」ということを検証する実験を計画することができる

※ 出題の趣旨は，省略している場合がある。中学校理科の解説資料p.13からp.57を参照。
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枠組み
学習指導要領の領域 評価の観点 問題形式

「知識」 「活用」

知 技 適 分 構 検 物 化 生 地 選 短 記 正 無

識 能 用 析 想 討 理 学 物 学 択 答 述 答 解 設問
・ ・ 的 的 的 的 式 式 式 率 答 番号
解 改 領 領 領 領 率

釈 善 域 域 域 域

○ ○ ○ ○ 56.8 9.7 １(1)

○ ○ ○ ○ 38.5 11.0 １(2)

○ ○ ○ ○ 70.8 0.3 １(3)

○ ○ ○ ○ 66.6 0.4 １(4)

○ ○ ○ ○ 43.3 0.5 １(5)

○ ○ ○ ○ 35.1 7.8 １(6)

○ ○ ○ ○ 45.4 7.2 ２(1)

○ ○ ○ ○ 7.8 18.5 ２(2)

○ ○ ○ ○ 55.5 10.8
２(3)

Ｘ

２(3)
○ ○ ○ ○ 84.8 9.7

Ｙ

○ ○ ○ ○ 72.9 0.9 ２(4)

○ ○ ○ ○ 60.0 3.2 ２(5)

○ ○ ○ ○ 11.5 39.7 ２(6)

○ ○ ○ ○ 87.3 0.6 ３(1)

○ ○ ○ ○ 31.5 1.3 ３(2)

○ ○ ○ ○ 11.3 5.7 ３(3)

○ ○ ○ ○ 49.6 2.1 ３(4)

○ ○ ○ ○ 62.9 1.1 ３(5)

○ ○ ○ ○ 74.4 9.5 ３(6)

○ ○ ○ ○ 52.0 17.8 ４(1)

○ ○ ○ ○ 62.6 1.7 ４(2)

○ ○ ○ ○ 38.6 38.4 ４(3)

○ ○ ○ ○ 48.3 25.5 ４(4)

○ ○ ○ ○ 72.8 2.4
４(5)

和宏さん

○ ○ ○ ○ 69.5 2.6
４(5)

望さん

○ ○ ○ ○ 45.5 3.1 ４(6)

（
％
）

（
％
）
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