
第 ２ 章

「児童・生徒の学力向上を図るための調査」 

（中学校） 



－78－ 

Ⅰ 「児童・生徒の学力向上を図るための調査」(中学校)の概要 
 

 

１ 調査の目的 

東京都教育委員会では、平成15年度から、国語、社会、数学、理科、外国語〈英語〉の教科の目

標や内容の実現状況を把握し、それを指導方法の充実・改善に結び付けることを目的に、教科別・

観点別の学力定着状況調査を４年間実施した。平成18年度から平成20年度にかけては、各教科等で

身に付けた知識や技能、思考力や判断力等を相互に関連付け、日常生活や学校生活などの問題場面

において活用できるか、その実現状況をみるため、「問題解決能力等」の調査を実施した。平成19

年度から平成22年度にかけては、国語及び数学の学習指導要領に示されている内容に基づいた「基

礎的・基本的な事項に関する調査」を実施した。 

調査の結果から、東京都における生徒の学力の定着状況については概ね良好であるが、「長い文

章を読んで内容を把握することや情報を整理して判断すること」について課題があることが明らか

になった。この課題を踏まえ、平成22年度には、「文章や図表、グラフなどから必要な情報を正確

に読み取り、解釈しながら問題を解決する」過程において、生徒がどの段階でどのような学習のつ

まずきがあるのかを明らかにするために、※「読み解く力に関する調査」を実施した。平成23年度

からは、中学校学習指導要領が先行実施されたことを踏まえ、学習指導要領に示された目標や内容

の実現状況と「読み解く力」の定着状況を把握するために、国語、社会、数学、理科、外国語〈英

語〉の各教科について調査を実施している。 

      ※「読み解く力」については、「文章や図表等から必要な情報を正確に取り出し、比

較・関連付けて読み取り、理由を理解・解釈・推論して解決する力」とした。 

 

２ 調査問題作成の基本方針 

(1) 調査問題を、年度ごとに比較する「経年比較型」、生徒のつまずきが、どこでどのように見ら

れたのか分析できる「課題分析型」、よりよい授業展開の在り方を提案する「授業提案型」の３

種類とする。 

(2) 学習指導要領に示された目標や内容の実現状況を、「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」

「技能」「知識・理解」の４つの評価の観点（国語は５観点）から調査する。 

(3)「読み解く力」の定着状況を、「必要な情報を正確に取り出す力」、「比較・関連付けて読み取る

力」、「意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力」の３つの観点から調査する。 

 

３ 調査項目 

教科 調  査  項  目 

国語 

・話すこと・聞くこと（音声を聞いて答える問題） 

・漢字の読み（小学校「学年別漢字配当表」） 

・漢字の書き（小学校「学年別漢字配当表」） 

・言語に関する知識・理解・技能 ・文学的な文章の読み    

・説明的な文章の読み  ・書くこと  

【読み解く力】(1) 取り出す力 (2) 読み取る力 (3) 解決する力  

社会 

[地理的分野]・世界の地域構成 ・世界各地の人々の生活と環境 ・世界の諸地域 

・世界の様々な地域の調査 ・日本の地域構成  

[歴史的分野]・歴史のとらえ方 ・古代までの日本 ・中世の日本  

【読み解く力】(1) 取り出す力 (2) 読み取る力 (3) 解決する力 

数学 

・正負の数  ・文字と式  ・一次方程式  ・比例と反比例 

・平面図形  ・空間図形  ・資料の活用  ・式の計算（第２学年） 

【読み解く力】(1) 取り出す力 (2) 読み取る力 (3) 解決する力  

理科 

[第１分野]・光と音  ・力と圧力  ・気体の発生と性質  ・水溶液 

[第２分野]・生物の観察  ・植物の体のつくりと働き 

・火山と地震  ・地層の重なりと過去の様子 

【読み解く力】(1) 取り出す力 (2) 読み取る力 (3) 解決する力 

外国語 

（英語） 

・聞くこと（音声を聞いて答える問題） ・読むこと ・書くこと 

【読み解く力】(1) 取り出す力 (2) 読み取る力 (3) 解決する力 

※時制は現在形・進行形・過去形（be動詞含む）まで 

※持ち物として、定規及びコンパスを用意する。 
※各教科とも小学校及び中学校第１学年に学習した内容を含む。 
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Ⅱ 「児童・生徒の学力向上を図るための調査」（中学校）の結果について 

１ 調査結果の概要

教 

科 

《教科の観点ごとの正答率》 《教科の読み解く力ごとの正答率》 

評価の観点 
全都平均 

正答率 
全都平均正答率グラフ（％）

 
読み解く力の観点

全都平均 

正答率 
全都平均正答率グラフ（％）

 

国 

語
（
第
二
学
年
）

国語への 
関心・意欲・態度 92.5% 

必要な情報を 
正確に取り出す力 85.8% 

話す・聞く能力 68.1% 
比較・関連付けて
読み取る力 64.2% 

書く能力 78.0% 
意図や背景、理由を理解・解
釈・推論して解決する力 62.4% 

言語についての 
知識・理解・技能 70.1% 

Ｂ 読み解く力に 
関する内容 69.2% 

読む能力 70.5% 

Ａ 教科の内容 73.2% 教科の合計(Ａ＋Ｂ) 72.5% 

社 

会
（
第
二
学
年
）

社会的事象への 
関心・意欲・態度 94.4% 

必要な情報を 
正確に取り出す力 62.9% 

社会的な 
思考・判断・表現 59.9% 

比較・関連付けて
読み取る力 42.9% 

資料活用の技能 57.6% 
意図や背景、理由を理解・解
釈・推論して解決する力 46.8% 

社会的事象につい 
ての知識・理解 62.0% 

Ｂ 読み解く力に 
関する内容 50.9% 

Ａ 教科の内容 62.9% 教科の合計(Ａ＋Ｂ) 60.3% 

数 

学
（
第
二
学
年
）

数学への 
関心・意欲・態度 77.6% 

必要な情報を 
正確に取り出す力 49.6% 

数学的な 
見方や考え方 41.6% 

比較・関連付けて
読み取る力 49.3% 

数学的な技能 53.9% 
意図や背景、理由を理解・解
釈・推論して解決する力 35.4% 

数量や図形などに 
ついての知識・理解 58.8% 

Ｂ 読み解く力に 
関する内容 45.4% 

Ａ 教科の内容 55.6% 教科の合計(Ａ＋Ｂ) 53.0% 

理 

科
（
第
二
学
年
）

自然事象への 
関心・意欲・態度 86.7% 

必要な情報を 
正確に取り出す力 78.7% 

科学的な 
思考・表現 45.7% 

比較・関連付けて
読み取る力 49.8% 

観察・実験の技能 61.4% 
意図や背景、理由を理解・解
釈・推論して解決する力 19.5% 

自然事象について 
の知識・理解 46.8% 

Ｂ 読み解く力に 
関する内容 49.4% 

Ａ 教科の内容 53.4% 教科の合計(Ａ＋Ｂ) 52.5% 

英 

語
（
第
二
学
年
）

コミュニケーション
への関心・意欲・態度 82.6% 

必要な情報を 
正確に取り出す力 45.2% 

外国語表現の能力 31.7% 
比較・関連付けて
読み取る力 52.9% 

外国語理解の能力 69.5% 
意図や背景、理由を理解・解
釈・推論して解決する力 37.4% 

言語や文化につい
ての知識・理解 59.3% 

Ｂ 読み解く力に 
関する内容 45.2% 

Ａ 教科の内容 60.2% 教科の合計(Ａ＋Ｂ) 56.7% 

0 50       100 0 50       100

※教科の合計（Ａ＋Ｂ）は、全体から算出した正答率であり、表中のＡとＢの単純平均とはなっていない
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２ 各教科の問題ごとの正答率一覧と間違えてしまったときの復習のポイント 

(1) 国語（中学校第２学年対象） 

問題番号 
通し 

番号 

学習指導 

要領の内容 
出題のねらい 

評価の 

観点 
正答率 分類

１(1) 1 １年Ａ話・聞エ 話の内容を正確に捉えることができる。 ② 92.4% ○

１(2) 2 １年Ａ話・聞エ 話を聞き必要に応じて適切な質問をすることができる。 ② 71.7% ●

１(3) 3 １年Ａ話・聞オ 
二つの意見を聞いて内容を理解するとともに、観点を明確にし

て比較することができる。 
② 40.2%  

１(4) 4 １年Ａ話・聞
適切な関心・意欲・態度をもって、話すこと、聞くことについ

ての学習に取り組もうとしている。 
① 96.5% ●

２(1) 5 １年伝統(1)ウ 

学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく読むことがで

きる。 

⑤ 97.1% ○

２(2) 6 １年伝統(1)ウ ⑤ 74.8% ○

２(3) 7 １年伝統(1)ウ ⑤ 91.0% ○

３(1) 8 １年伝統(1)ウ 

学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく書くことがで

きる。 

⑤ 45.8% ○

３(2) 9 １年伝統(1)ウ ⑤ 60.1% ○

３(3) 10 １年伝統(1)ウ ⑤ 66.4% ○

４(1) 11 １年伝統(1)イ 語句の係り受けについて理解し、適切に文を書くことができる。 ⑤ 58.0% ○

４(2) 12 １年伝統(1)イ 
熟語の意味や組み立てを理解し、文の中で正しく使うことがで

きる。 

⑤ 71.1% ○

４(3) 13 １年伝統(1)イ ⑤ 66.8% ○

５(1) 14 １年Ｃ読ウ ある場面での登場人物の行動の理由を読み取ることができる。 ④ 82.2% ●

５(2) 15 １年Ｃ読エ 表現のねらいや工夫を、場面と結び付けて読み取ることができる。 ④ 50.9%  

５(3) 16 １年Ｃ読ウ ある場面での登場人物の様子を読み取ることができる。 ④ 71.9% ●

５(4) 17 １年Ｃ読ウ ある場面での登場人物の気持ちを読み取ることができる。 ④ 77.2% ●

６(1) 18 １年Ｃ読イ 
課題に即して文章を読み、課題解決のために必要な情報を正確

に取り出すことができる。 
⑥ 85.8% ○

６(2) 19 １年Ｃ読イ 
課題を解決するために、文章や図から取り出した情報を比較・

関連付けて読み取ることができる。 
⑦ 61.3% ●

６(3) 20 １年Ｃ読イ 
課題を解決するために、文章や図から取り出した情報を比較・

関連付けて読み取ることができる。 
⑦ 67.1% ●

６(4) 21 １年Ｃ読オ 
読み取った情報を基に、理解・解釈・推論し、課題を解決する

ことができる。 
⑧ 62.4%  

７(1)① 22 １年Ｂ書ア 課題に応じて、適切に材料を集めることができる。 ③ 90.7% ○

７(1)② 23 １年Ｂ書ア 集めた材料を基に、自分の考えをまとめることができる。 ③ 79.0% ●

７(2)  24 １年Ｂ書ウ 
伝えたい事実や事柄について、自分の考えを根拠を明確にして

書くことができる。 
③ 64.3%  

７(3) 25 １年Ｂ書 
適切な関心・意欲・態度をもって、書くことについての学習に

取り組もうとしている。 
① 88.5% ●

（評価の観点） ①国語への関心・意欲・態度     ②話す・聞く能力   

③書く能力             ④読む能力 

⑤言語についての知識・理解・技能  ⑥必要な情報を正確に取り出す力 

⑦比較・関連付けて読み取る力    ⑧意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力 

（分   類） ○教科書例題レベルの問題 ●教科書練習問題レベルの問題 到達目標値は○と●の合計数である。 
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○ 間違えてしまったときの復習のポイント 

 

問題番号 
通し 
番号 復 習 の ポ イ ン ト 

１(1) 1 話を聞くときに、キーワードを箇条書きでメモしながら聞くこと。 

１(2) 2 話し合いの話題や方向を捉えながら、話したり質問したりすること。 

１(3) 3 観点を明確にして話を聞いたり、異なる話を比較して聞いたりすること。 

１(4) 4 これまでに学習した内容を別の場面で生かしたり、どのような場面で活用できるかを考えた
りすること。 

２(1) 5 

小学校６年生までに学習した漢字を、音読みや訓読みに注意して正しく読めるようにすること。２(2) 6 

２(3) 7 

３(1) 8 

小学校６年生までに学習した漢字を、部首や意味の違いに注意して正しく書けるようにする
こと。 

３(2) 9 

３(3) 10 

４(1) 11 主語と述語、修飾語と被修飾語など、語句同士のつながりを確かめながら文章を読んだり書
いたりすること。 

４(2) 12 意味や組み立てを確かめながら、熟語を読んだり書いたりすること。 

４(3) 13 意味や組み立てを確かめながら、熟語を読んだり書いたりすること。 

５(1) 14 場面ごとに、自分を登場人物に置きかえて、気持ちの変化や行動の理由を考えること。 

５(2) 15 何をどのように表現しているのかを細かく捉えながら物語を読むこと。 

５(3) 16 登場人物の言動がどのように描かれているのかを想像しながら物語を読むこと。 

５(4) 17 場面ごとに、自分を登場人物に置きかえて、気持ちの変化や行動の理由を考えること。 

６(1) 18 「何を知るために」、「何を読み取るために」という目的を明確にして文章や資料を読むこと。

６(2) 19 文章等から読み取ったことを整理して、内容をまとめること。 

６(3) 20 文章等から読み取ったことを整理して、内容をまとめること。 

６(4) 21 読み取ったことを基に、自分の考えをまとめること。 

７(1)① 22 目的や意図に応じて、書くための材料を集めること。 

７(1)② 23 集めた材料を基に、自分の考えをまとめること。 

７(2) 24 伝えたいことについて、自分の考えを根拠を明確にして書くこと。 

７(3) 25 これまでに学習した内容を別の場面で生かしたり、どのような場面で活用できるかを考えた
りすること。 
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 (2) 社会（中学校第２学年対象） 

問題番号 
通し 

番号 

学習指導 

要領の内容 
出題のねらい 

評価の 

観点 
正答率 分類

１(1) 1 地理(1)ア イ 世界の気候の特色を正しく理解している。 ④ 78.3% ○

１(2) 2 地理(1)ア イ 
世界の気候の特色を気温と降水量を示したグラフを用いて捉
えることができる。 

② 82.0% ●

１(3) 3 地理(1)ア イ 
世界の気候の分布図を用いて、気候帯の分布を捉えることがで
きる。 

③ 67.6%  

１(4) 4 地理(1)ア イ 世界の主な宗教の分布について正しく理解している。 ④ 70.3% ●

１(5) 5 地理(1)ア イ 表を用いて、世界各地の人々の生活について捉えることができる。 ② 62.4% ●

２(1) 6 地理(1)ウ オセアニア州の位置を海洋との関係で理解している。 ④ 84.0% ○

２(2) 7 地理(1)ウ 
緯度と経度を用いて、オセアニア州のオーストラリア大陸の地
球上の位置を捉えることができる。 

③ 59.8% ●

２(3) 8 地理(1)ウ オセアニア州の地域的特色を資料から捉えることができる。 ③ 53.6% ●

２(4) 9 地理(1)ウ 
オーストラリアの貿易の特色について、資料と関連付けて説明
することができる。 

② 50.8%  

２(5) 10 地理(1)ウ オセアニア州の学習を踏まえ、意欲的に探究しようとしている。 ① 94.1% ●

３(1) 11 地理(2)ア 気温と降水量を示したグラフを正しく読み取ることができる。 ③ 74.8% ○

３(2) 12 地理(2)ア 日本の気候の特色の理由を正しく捉えることができる。 ③ 46.3% ○

３(3) 13 地理(2)ア 
都道府県の地域区分を複数の資料を基に正しく捉えることが
できる。 

③ 53.9% ●

３(4) 14 地理(2)ア 日本の都道府県庁所在地の名称を正しく理解している。 ④ 70.9% ●

４(1) 15 歴史(2) 古代までの日本の外交について正しく理解している。 ④ 26.5% ○

４(2) 16 歴史(2) 古代までの日本の政治の特色を説明することができる。 ② 47.8% ●

４(3) 17 歴史(2) 
古代までの日本の文化の特色を、年表と資料とを結び付けて捉
えることができる。 

③ 56.3% ●

４(4) 18 歴史(2) 古代までの歴史の学習を踏まえ、意欲的に探究しようとしている。 ① 94.7% ●

５(1) 19 歴史(3) 中世の日本における政治の変化について正しく理解している。 ④ 46.3% ○

５(2) 20 歴史(3) 中世の日本の歴史的事象を正しく理解している。 ④ 57.8% ○

５(3) 21 歴史(3) 
中世の日本について、東アジア世界との関わりを資料と関連付
けて説明することができる。 

② 56.6%  

５(4) 22 歴史(3) 
中世の日本について、東アジア世界との関わりを資料と関連付
けて捉えることができる。 

③ 48.9% ●

６(1) 23 地理(2)イ 
日本の製鉄所の分布図から、工業立地の様子を正確に取り出す
ことができる。 

⑤ 59.2% ○

６(2) 24 地理(2)イ 
東北地方の主な半導体工場の分布について、資料を関連付けて
まとめることができる。 

⑥ 21.5% ●

６(3) 25 地理(2)イ 日本の工場立地と輸送機関との関係を推論することができる。 ⑦ 47.7%  

７(1) 26 歴史(5) 
1900 年代前半の東京の主な百貨店の開店時期を正確に取り出 
すことができる。 

⑤ 66.6% ○

７(2) 27 歴史(5) 
1900 年代前半の東京の主な百貨店の開店した地域の変化をま 
とめることができる。 

⑥ 64.4% ●

７(3) 28 歴史(5) 
人口の変化から主な百貨店の開店した地域の変化の理由を推
論することができる。 

⑦ 45.9%  

（評価の観点） ①社会的事象への関心・意欲・態度  ②社会的な思考・判断・表現  ③資料活用の技能   

④社会的事象についての知識・理解  ⑤必要な情報を正確に取り出す力 

⑥比較・関連付けて読み取る力  ⑦意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力 

（分   類） ○教科書例題レベルの問題 ●教科書練習問題レベルの問題 到達目標値は○と●の合計数である。 



－83－ 

○ 間違えてしまったときの復習のポイント

問題番号 
通し 
番号 復 習 の ポ イ ン ト 

１(1) 1 写真と主題図を用いて、世界の人々の生活や自然環境について理解すること。

１(2) 2 世界地図を用いて、世界の気候と自然的条件とを関連付けて考察すること。

１(3) 3 地図と図表とを関連付けて捉えること。

１(4) 4 主題図を用いて、世界的に広がる宗教の分布について理解すること。 

１(5) 5 世界の国々の人口や文化、歴史的背景を関連付けて考察すること。 

２(1) 6 世界地図を用いて、海洋の分布について理解すること。

２(2) 7 地球上の位置を緯度・経度を用いて正しく表すこと。 

２(3) 8 主題図を用いて、オーストラリアの農業の特色を捉えること。 

２(4) 9 貿易に関する資料を用いて、オーストラリアと他の国との結び付きについて考察すること。

２(5) 10 世界の諸地域の特色を意欲的に探究しようとすること。 

３(1) 11 日本の気候の特色を基に、雨温図を正しく読み取ること。 

３(2) 12 資料を基に、日本の気候の特色を正しく捉えること。

３(3) 13 様々な日本の地域区分を用いて、都道府県の位置を捉えること。 

３(4) 14 都道府県名と都道府県庁所在地名を正しく理解すること。

４(1) 15 古代の東アジアとの交流について、正しく理解すること。 

４(2) 16 年表を基に、古代の政治の流れを正しく捉えること。 

４(3) 17 資料を基に、古代の文化の特色を正しく捉えること。

４(4) 18 古代までの日本の歴史の学習を踏まえ、意欲的に探究すること。

５(1) 19 中世の歴史的事象を正しく理解すること。

５(2) 20 鎌倉時代の政治的制度について、正しく理解すること。 

５(3) 21 中世の日本と東アジアとの関係について、資料と関連付けて説明すること。 

５(4) 22 資料と東アジアの地図とを関連付けて、中世の外交の特色を捉えること。 

６(1) 23 日本地図を用いて、日本の主な製鉄所の分布に関する情報を正確に取り出すこと。 

６(2) 24 東北地方の主な半導体工場と高速道路、主な港と空港の主題図を関連付けてまとめること。

６(3) 25 日本の工場の分布とその背景を推論すること。 

７(1) 26 1900 年代前半の東京の主な百貨店の開店時期を正確に取り出すこと。 

７(2) 27 1900 年代前半の東京の主な百貨店の開店した地域の変化をまとめること。 

７(3) 28 東京の主な百貨店の開店した地域の変化の理由を推論すること。 
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 (3) 数学（中学校第２学年対象） 

問題番号 
通し 

番号 

学習指導 

要領の内容 
出題のねらい 

評価の 

観点 
正答率 分類

１(1) 1 小５Ｂ(4)ア 小数の乗法ができる。 ③ 66.0% ○

１(2) 2 小５Ｂ(4)ア 小数の大小について理解している。 ④ 86.0% ○

１(3) 3 １年Ａ(1)ウ 正負の数の除法ができる。 ③ 40.6% ○

１(4) 4 １年Ａ(1)ウ 累乗を含む正負の数の乗法ができる。 ③ 66.1% ○

２(1) 5 １年Ａ(2)エ 文字を使った式で表すことができる。 ③ 78.4% ●

２(2) 6 １年Ａ(2)ウ 文字式の計算をすることができる。 ③ 71.1% ○

２(3) 7 １年Ａ(3)ウ １次方程式を解くことができる。 ③ 53.7% ●

２(4) 8 １年Ａ(3)ウ 比例式を解くことができる。 ③ 46.5% ●

３(1) 9 １年Ａ(2)ア 問題文から変化の様子を読み取り、問題を解決することができる。 ③ 72.1% ○

３(2) 10 １年Ａ(2)エ 図や文章を、式に表現することができる。 ② 55.5% ●

３(3) 11 １年Ａ(2)エ 図や文章を、式に表現することができる。 ② 20.4%  

４(1)① 12 １年Ａ(3)ウ 文章を読み取り、情報を取り出すことができる。 ⑤ 73.1% ○

４(1)② 13 １年Ａ(3)ウ 割合を文字を使った式で表すことができる。 ⑤ 53.0% ○

４(2) 14 １年Ａ(3)ウ 割合の考え方を用いて問題を解決することができる。 ⑥ 56.8% ●

４(3) 15 １年Ａ(3)ウ 割合の考え方を用いて方程式を立式することができる。 ⑦ 21.3%  

５(1) 16 １年Ｃ(1)イ y が x に反比例するものが分かる。 ④ 47.9% ○

５(2) 17 １年Ｃ(1)エ 比例の式を求めることができる。 ③ 45.4% ●

５(3) 18 １年Ｃ(1)エ 比例のグラフの式が分かる。 ④ 59.6% ●

６(1) 19 １年Ｂ(1)ア 垂線の作図や同じ長さをうつしとる作図を行うことができる。 ③ 31.1%  

６(2) 20 １年Ｂ(1)ア 作図の方法を表した文章について考えることができる。 ② 48.9%  

６(3) 21 １年Ｂ(1)ア 図形の作図に意欲的に取り組もうとすることができる。 ① 89.3% ●

７(1) 22 １年Ｂ(2)イ 回転体について理解している。 ④ 45.7% ●

７(2) 23 １年Ｂ(2)ウ 円柱の表面積を求めることができる。 ③ 22.3% ●

７(3) 24 １年Ｂ(2)ウ 底面積と高さが同じ円柱と円錐の体積の関係について理解している。 ④ 54.9% ●

８(1) 25 １年Ｄ(1)ア 文章を読み取り、情報を取り出すことができる。 ⑤ 22.6% ○

８(2) 26 １年Ｄ(1)ア 中央値を求めることができる。 ⑥ 41.7% ●

８(3) 27 １年Ｄ(1)イ 正確に作業することができたと言える理由を、データを基に説明することができる。 ⑦ 49.4%  

８(4) 28 １年Ｄ(1)ア 資料の活用に意欲的に取り組もうとすることができる。 ① 65.9% ●

（評価の観点） ①数学への関心・意欲・態度  ②数学的な見方や考え方  ③数学的な技能 

  ④数量や図形などについての知識・理解  ⑤必要な情報を正確に取り出す力 

⑥比較・関連付けて読み取る力  ⑦意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力 

（分   類） ○教科書例題レベルの問題 ●教科書練習問題レベルの問題 到達目標値は○と●の合計数である。 
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○ 間違えてしまったときの復習のポイント 

 

問題番号 
通し 
番号 復 習 の ポ イ ン ト 

１(1) 1 小数の乗法をすること。 

１(2) 2 小数の大小について理解すること。 

１(3) 3 正負の数の除法をすること。 

１(4) 4 累乗を含む正負の数の乗法をすること。 

２(1) 5 文字を使った式で表すこと。 

２(2) 6 文字式の計算をすること。 

２(3) 7 １次方程式を解くこと。 

２(4) 8 比例式を解くこと。 

３(1) 9 問題文から変化の様子を読み取り、問題を解決すること。 

３(2) 10 図や文章を、式に表現すること。 

３(3) 11 図や文章を、式に表現すること。 

４(1)① 12 文章を読み取り、情報を取り出すこと。 

４(1)② 13 割合を文字を使った式で表すこと。 

４(2) 14 割合の考え方を用いて問題を解決すること。 

４(3) 15 割合の考え方を用いて方程式を立式すること。 

５(1) 16 y が x に反比例するものを選ぶこと。 

５(2) 17 比例の式を求めること。 

５(3) 18 比例のグラフをかくこと。 

６(1) 19 垂線の作図や同じ長さをうつしとる作図を行うこと。 

６(2) 20 作図の方法を文章で表すこと。 

６(3) 21 図形の作図に意欲的に取り組もうとすること。 

７(1) 22 回転体について理解すること。 

７(2) 23 円柱の表面積を求めること。 

７(3) 24 底面積と高さが同じ円柱と円錐の体積の関係を理解すること。 

８(1) 25 文章を読み取り、情報を取り出すこと。 

８(2) 26 中央値を求めること。 

８(3) 27 正確に作業することができたと言える理由を、データを基に説明すること。 

８(4) 28 資料の活用に意欲的に取り組もうとすること。 
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(4) 理科（中学校第２学年対象） 

問題番号 
通し 

番号 

学習指導 

要領の内容 
出題のねらい 

評価の 

観点 
正答率 分類

１(1) 1 ２分野(1)ウ(イ) イヌワラビのからだのつくりを理解している。 ④ 45.5% ○

１(2) 2 ２分野(1)ア(ア) 顕微鏡の使い方を理解している。 ③ 70.2% ●

１(3) 3 ２分野(1)ウ(イ) イヌワラビの維管束の場所を理解している。 ④ 79.1% ●

２(1) 4 ２分野(1)ウ(ア) 植物を分類する条件を考えることができる。 ② 59.8% ●

２(2) 5 ２分野(1)ウ(ア) 植物の特徴から植物を分類することができる。 ② 72.1%  

２(3) 6 ２分野(1)ウ(ア) 植物の分類について関心がある。 ① 80.4% ●

３(1) 7 １分野(2)ウ(ア) 状態変化における体積と質量の変化について理解している。 ④ 48.4% ●

３(2) 8 １分野(2)ウ(ア) 密度について理解している。 ④ 44.7% ●

３(3) 9 １分野(2)ウ(ア) 固体と液体の密度を比較して考えている。 ② 37.7%  

４(1) 10 １分野(2)イ(イ) 
溶解度曲線を読み取り、溶解度の大きさについて考えるこ

とができる。 
③ 59.9% ○

４(2) 11 １分野(2)イ(イ) 
溶解度曲線から、得られる再結晶した物質の質量を求める

ことができる。 
② 48.5% ●

４(3) 12 １分野(2)イ(ア) 質量パーセント濃度を求めることができる。 ④ 28.1%  

５(1) 13 １分野(1)イ(ア) 物体に働く力を表すことができる。 ③ 36.2% ●

５(2) 14 １分野(1)イ(イ) 物体に働く圧力を理解している。 ② 10.4%  

６(1) 15 １分野(1)ア(イ) 結果の表から実験の結果を読み取ることができる。 ③ 79.2% ●

６(2) 16 １分野(1)ア(イ) 実験結果から凸レンズの焦点距離を求めることができる。 ④ 30.2% ●

７(1) 17 ２分野(2)イ(ア) 示準化石の特徴を理解している。 ④ 37.2% ○

７(2) 18 ２分野(2)イ(ア) 石灰岩の性質を理解している。 ④ 69.0% ●

７(3) 19 ２分野(2)ア(ア) 噴出された火山灰から火山の特徴を考えることができる。 ④ 39.5% ○

７(4) 20 ２分野(2)イ(ア) 岩石の特徴について関心をもっている。 ① 93.0% ●

８(1) 21 １分野(1)イ(ア) 実験結果を表したグラフを正確に取り出すことができる。 ⑤ 74.7% ○

８(2) 22 １分野(1)イ(ア) 力の大きさとばねののびについて考えることができる。 ⑥ 54.3% ●

８(3) 23 １分野(1)イ(ア) 
ばねに働く力を理解し、ばねののびから実験の結果を考え

ることができる。 
⑦ 4.4%  

９(1) 24 ２分野(2)ア(イ) 資料から地震の情報を正確に取り出すことができる。 ⑤ 82.7% ○

９(2) 25 ２分野(2)ア(イ) 地震波の速さを求めることができる。 ⑥ 45.4% ●

９(3) 26 ２分野(2)ア(イ) 
地震の情報、地震波の速さを適切に利用して震源からの距

離を考えることができる。 
⑦ 34.6%  

（評価の観点） ①自然事象への関心・意欲・態度  ②科学的な思考・表現  ③観察・実験の技能 

④自然事象についての知識・理解  ⑤必要な情報を正確に取り出す力 

⑥比較・関連付けて読み取る力  ⑦意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力 

（分   類） ○教科書例題レベルの問題 ●教科書練習問題レベルの問題 到達目標値は○と●の合計数である。 
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○ 間違えてしまったときの復習のポイント 

 

問題番号 
通し 
番号 復 習 の ポ イ ン ト 

１(1) 1 シダ植物やコケ植物の観察を行い、これらと種子植物の違いを理解すること。 

１(2) 2 顕微鏡で観察するときの手順を理解すること。 

１(3) 3 

茎や根の働きについては、水が根で吸収されること、水は根や茎にある維管束の中の道管を上昇するこ

とを茎などの断面の観察や実験の結果から理解すること。また、光合成によって生じた有機物は師管を

通って他の部位に運ばれることを理解すること。 

２(1) 4 

植物の観察を行い、同じ種類の植物であれば生育する場所などによって形や大きさに違いがあっても、

花のつくりや葉脈の形状などは一定していることを理解すること。 
２(2) 5 

２(3) 6 

３(1) 7 物質を加熱したり冷却したりすると状態が変化することを観察し、状態が変化する前後の体積や質量を

比べる実験を行い、状態変化は物質そのものが変化するのではなくその物質の状態が変化することを理

解すること。 

金属やプラスチックなどの様々な固体の物質の密度を測定する実験を行い、求めた密度から物質を区別

できることを理解すること。 

３(2) 8 

３(3) 9 

４(1) 10 
水溶液の温度を下げたり水溶液から水を蒸発させたりする実験を行い、水溶液から溶質が取り出せるこ

とを見いだし、溶解度と関連付けて理解すること。 
４(2) 11 

４(3) 12 質量パーセント濃度について理解すること。 

５(1) 13 
力には、大きさ、向き、作用点という要素があり、力を大きさと向きの矢印を用いて表すことができる
ことを理解すること。 

５(2) 14 
物体同士が接触して力を及ぼし合う場合には、力の大きさや向きだけでなく、接触している面積も考慮し

なければならないことに気付き、圧力は単位面積当たりに働く力の大きさであることを理解すること。 

６(1)  15 
物体と凸レンズの距離を変え、実像や虚像ができる条件を調べさせ、像の位置や大きさ、像の向きにつ

いての規則性を理解すること。 
６(2) 16 

７(1) 17 地層の生成年代の推定には示準化石を、地層の堆積環境の推定には示相化石を用いることを理解すること。

７(2) 18 
地層を構成する堆積岩としては、礫岩、砂岩、泥岩、石灰岩、チャートなどがあり、粒の大きさや構成

物質の違いを理解すること。 

７(3) 19 火山および火山噴出物とマグマの性質との関連を理解すること。 

７(4) 20 岩石を観察し、共通点や相違点に気付くこと。 

８(1) 21 

ばねに加える力の大きさとばねの伸びを測定する実験を行い、測定結果から力の大きさと伸びの関係を見い

だし、力の大きさはばねの変形の量で測定できることを理解すること。 
８(2) 22 

８(3) 23 

９(1) 24 初期微動継続時間の長さが震源からの距離に関係していることを理解すること。 

９(2) 25 
同一の地震について、震源から距離の異なる場所に置かれた地震計で観測した記録を調べて、揺れの伝

わる速さを測定し、地震の揺れがほぼ同心円状に伝わることを理解すること。 
９(3) 26 
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 (5) 外国語〈英語〉（中学校第２学年対象） 

問題番号 
通し 

番号 

学習指導 

要領の内容 
出題のねらい 

評価の 

観点 
正答率 分類

１ 1 聞くこと 相手の話を聞き、積極的に応答しようとする。 ① 97.9% ●

２(1) 2 聞くこと(ウ) 疑問詞のある疑問文に適切に応答できる。 ③ 68.5% ○

２(2) 3 聞くこと(ウ) 疑問詞のある疑問文に適切に応答できる。 ③ 84.5% ○

２(3) 4 聞くこと(ウ) 相手からの依頼に適切に応答できる。 ③ 40.5% ●

３(1) 5 聞くこと(オ) まとまりのある英文を聞いて、概要を理解することができる。 ③ 78.2% ●

３(2) 6 聞くこと(オ) まとまりのある英文を聞いて、詳細を理解することができる。 ③ 90.1% ○

３(3) 7 聞くこと(オ) まとまりのある英文を聞いて、要点を理解することができる。 ③ 63.7% ●

４ 8 書くこと（イ） 伝えたい内容を正確な英文で書くことができる。 ② 36.4%  

５(1) 9 読むこと（ウ） 所属を表す前置詞の意味を理解している。 ④ 57.9% ○

５(2) 10 読むこと（ウ） 時に関する前置詞の意味を理解している。 ④ 42.6% ○

６(1) 11 書くこと（オ） 質問に対して正しい英語を用いて２文で応答できる。 ② 32.6%  

６(2) 12 書くこと（オ） 質問に対して正しい英語を用いて２文で応答できる。 ② 25.5%  

７(1) 13 読むこと（ウ） まとまりのある英文を読んで、詳細を理解することができる。 ③ 56.0% ●

７(2) 14 読むこと(ウ) まとまりのある英文を読んで、趣旨を理解することができる。 ③ 74.4% ●

８(1) 15 読むこと（イ） 「What＋名詞」で始まる疑問文の語順を理解している。 ④ 52.6% ●

８(2) 16 読むこと（イ） 代名詞及び形容詞の入る位置を理解している。 ④ 68.6% ●

９(1) 17 読むこと（イ） 「Do/Does」の用法を理解している。 ④ 54.9% ●

９(2) 18 読むこと（イ） 現在進行形の用法を理解している。 ④ 79.0% ●

10 19 書くこと（オ） 場面にふさわしい表現を用いて書くことができる。 ② 32.5%  

11 20 書くこと 相手に自分のことを積極的に伝えようとしている。 ① 67.3% ●

12(1) 21 読むこと 英文から情報を取り出すことができる。 ⑤ 66.3% ○

12(2) 22 読むこと 複数の情報を比較・関連付けることができる。 ⑥ 58.9% ●

12(3) 23 読むこと 根拠を基に推論して解決することができる。 ⑦ 47.3%  

13(1) 24 読むこと 英文から情報を取り出すことができる。 ⑤ 24.1% ○

13(2) 25 読むこと 複数の情報を比較・関連付けることができる。 ⑥ 47.0% ●

13(3) 26 読むこと 根拠を基に推論して解決することができる。 ⑦ 27.4%  

（評価の観点） ①コミュニケーションへの関心・意欲・態度  ②外国語表現の能力  ③外国語理解の能力   

④言語や文化についての知識・理解  ⑤必要な情報を正確に取り出す力 

⑥比較・関連付けて読み取る力  ⑦意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力 

（分   類） ○教科書例題レベルの問題 ●教科書練習問題レベルの問題 到達目標値は○と●の合計数である。 
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○ 間違えてしまったときの復習のポイント 

 

問題番号 
通し 
番号 復 習 の ポ イ ン ト 

１ 1 
（リスニング問題） 

・相手の話を聞き、積極的に応答しようとすること。 

・英文を音読することができるようになること。 

（音読することができるようになると、聞き取りやすくなります。） 

・教科書本文の音読やペアワーク等を通して、依頼や許可の表現を練習すること。 

・質問されている内容を理解するために、疑問詞（what, who, when, where など）を 

十分に聞き取れるようにすること。 

・場面を想像しながら聞き取ること。 

・細かな情報を聞き取る際に、メモを取りながら聞き取ること。 

 

２(1) 2 

２(2) 3 

２(3) 4 

３(1) 5 

３(2) 6 

３(3) 7 

４ 8 
写真や絵などの内容を口頭で伝えられるようにすること。また、口頭で伝えた内容を正確な英文で書く

こと。 

５(1) 9 
時や場所、所属など、様々な意味を表す前置詞を理解すること。 

５(2) 10 

６(1) 11 
質問に対して、２文以上のまとまりのある英文で答えられるようにすること。 

６(2) 12 

７(1) 13 まとまりのある英文を読んで、代名詞が何を指しているかなど、その詳細を理解すること。 

７(2) 14 まとまりのある英文を読んで、書き手の意向など、その趣旨を理解すること。 

８(1) 15 What＋名詞で始まる疑問文の語順を理解すること。 

８(2) 16 代名詞及び形容詞の入る位置を理解すること。 

９(1) 17 三人称の代名詞と関連して、Do/Does の用法を理解すること。 

９(2) 18 現在進行形の用法を理解すること。 

10 19 英文を読んで内容を理解した上で、場面にふさわしい英文を書くこと。 

11 20 英文を書いて、相手に自分のことを積極的に伝えること。 

12(1) 21 英文から、必要な情報を正確に取り出すこと。 

12(2) 22 複数の情報を比較・関連付けながら、英文の内容を読み取ること。 

12(3) 23 得られた情報を基に、結論を導きだすこと。 

13(1) 24 英文から、必要な情報を正確に取り出すこと。 

13(2) 25 複数の情報を比較・関連付けながら、内容を読み取ること。 

13(3) 26 複数の情報を基に、結論を導き出すこと。 
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３ 各教科の問題ごとの結果分析と授業改善のポイント 

 

(1) 国語（中学校第２学年対象） 

１(1) 話の内容を正確に捉えることができる。               【話す・聞く能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

１(1)は、話の内容を正確に捉えることができるかをみる問題である。正答は「イ」で、92.7％

の正答率であり、話合いの目的や話題などを意識しながら他者の発言の内容を正確に聞き取れてい

ることによるものと考えられる。 

 

１(2) 話を聞き必要に応じて適切な質問をすることができる。        【話す・聞く能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（音声を聞いて答える問題） 

吉崎さんたちの学校では、国語の授業で、職場体験でお世話になった事業所を宣伝するスピー

チを考えることになりました。同じ事業所で職場体験をしたグループで、話す内容についてアイ

デアをまとめます。また、完成したスピーチは地域のお祭りで放送され、地域のみなさんに聞い

ていただくことになっています。 

これから、吉崎さんたちのグループが、次の【ワークシート】をもとにスピーチの内容につい

て話し合う音声が流れます。あなたもグループの一員になったつもりで次の音声を聞き、あとの

問いに答えなさい。 

【ワークシート】（省略 資料編参照） 

吉崎さんたちの話し合いで、よりよいスピーチにするために改善すべき点や改善のための手だ

てとして話されていたこととして最も適切なものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号

で答えなさい。 

ア 場所や営業時間が分からないので、仕事の内容に関することは話さずに、お店の情報に限

定して話すようにする。 

イ お店の宣伝が足りないので、宣伝に直接つながらない内容は話さずに、人気のある商品に

ついて詳しく話すようにする。 

ウ 人気商品の宣伝がなかったので、職場体験の内容を短くして、ふんわりメロンパンの人気

について話すようにする。 

エ 店長さんに関する内容が長いので、商品の紹介の部分を短くして、地域の人が知っている

情報を話すようにする。 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

0.8％ 92.7％ 3.4％ 2.8％ 0.0％ 0.2％ 

話し合いの中で出された「せっかくだから、職場体験をさせていただいた私たちだからこそ知

っていることを話せたらいいと思うんだけど」という「吉崎さん」の発言をさらに深めることに

つながる質問として最も適切なものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えなさい。

ア 職場体験について話をしたら、店長さんに関する話ができなくなってしまいませんか。 

イ 職場体験に関する内容について話した後に、何について話をしたらいいと思いますか。 

ウ 職場体験で知った内容を紹介することが、どのようにお店の宣伝につながるのですか。 

エ 職場体験をもう一度できるとしたら、どのような職業の体験をしたいと思いますか。 
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【結果分析】 

 

 

 

１(2)は、話を聞き必要に応じて適切な質問をすることができるかをみる問題である。正答は「ウ」

で、72.0％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「ア」の 11.2％及び「イ」の 14.3％で

ある。「ア」の誤答の要因として、店長さんに関する話の内容について吉崎さんが発言したことを理

解できていないことによるものと考えられる。また、「イ」の誤答の要因として、「イ」は吉崎さん

の発言を深めるための質問ではなく、話題を転換するための質問であると理解できなかったことに

よるものと考えられる。誤答を選んだ生徒には、話合いの記録や台本等を用いて、どのような質問

をすると他者の発言を深められるのかについて、丁寧に理解させることが大切である。 

 

１(3) 二つの意見を聞いて内容を理解するとともに、観点を明確にして比較することができる。 

【話す・聞く能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

１(3)は、二つの意見を聞いて内容を理解するとともに、観点を明確にして比較することができ

るかをみる問題である。正答は「ア」で、41.1％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いの

は「エ」で、36.2％である。この誤答の要因として、大川くんの「もう少し商品のことについて詳

しく話したほうがいいかもしれないね。」という発言に着目したことによるものと考えられる。 

この問題は、スピーチをよりよいものにするという目的で二人の意見を比較する問題である。ス

ピーチの目的は、地域のみなさんに対する事業所の宣伝である。どの誤答も、事業所の宣伝という

目的に合っているかという観点で比較していない。話合いの指導では、話合いの目的を常に生徒に

意識させ、自分の発言と他者の発言を結び付けたり、他者同士の意見を結び付けたりして考えをま

とめさせることが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

11.2 ％ 14.3 ％ 72.0 ％ 2.2 ％ 0.0 ％ 0.3 ％ 

スピーチをよりよいものにするために、「大川くん」と「吉崎さん」から出された意見を比較

したものとして最も適切なものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えなさい。 

ア 大川くんの意見には興味深く聞いてもらえるよさがあるが、お店を宣伝するという目的に

は吉崎さんの意見のほうが合っている。 

イ 吉崎さんの意見は楽しいエピソードではあるが、職場体験について説明するという目的に

は大川くんの意見のほうが合っている。 

ウ 大川くんの意見はみんなが知っている内容であり、誰も知らない情報を話すという目的に

は吉崎さんの意見のほうが合っている。 

エ 吉崎さんの意見にはお店の宣伝は入っているが、人気商品を詳しく紹介するという目的に

は大川くんの意見のほうが合っている。 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

41.1％ 10.9％ 11.4％ 36.2％ 0.0％ 0.4％ 
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１(4) 適切な関心・意欲・態度をもって、話すこと、聞くことについての学習に取り組もうとして

いる。                                                     【国語への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】(下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ生徒の国語における平均正答率を表す。) 

 

 

 

 

１(4)は、適切な関心・意欲・態度をもって、話すこと、聞くことについての学習に取り組もう

としているかをみる問題である。正答は「イ」、「ウ」、「エ」のいずれかで、97.5％の正答率である。 

吉崎さんたちが取り組んだ活動は、よりよいスピーチにするための話合い活動であり、「ア」はふ

さわしくない。 

正答の生徒の教科全体の平均正答率は、誤答の生徒より 20 ポイント以上高い。学習活動によって

身に付けられる力を適切に理解している生徒は、教科全体の正答率が高いといえる。学習の効果を

高めるためには、身に付けられる力を生徒に理解させた上で、学習活動に取り組ませることが重要

である。 

 

【授業改善のポイント】目的に沿って話合い、互いの発言を結び付けて考えをまとめる力を育成する

指導の充実を図る。 

話の内容を正確に捉え、必要に応じて質問する力はおおむね身に付いている。その一方で、目的

に沿って互いの発言を比較する力には課題がみられる。 

話合いを深めるためには、何についてどのような目的で話し合っているのかといった、目指して

いる到達点を常に意識して互いの発言を結び付けて自分の考えや集団としての考えをまとめていく

ことが重要である。例えば、互いの発言を記録させる際に、話合いの目的に沿ってそれぞれの発言

を比較、分類、関係付けするなどして整理させる指導が考えられる。 

 

２(1)(2)(3) 学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく読むことができる。 

【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

【結果分析】 

(1) 

 

 

 

「けわ（しく）」と解答(正答) 「きび（しく）」と解答 その他 無解答 

97.3％ 0.7％ 1.1％ 1.0％ 

あなたは、吉崎さんたちが取り組んだ活動を通して、どのような国語の力を身に付けられると

考えますか。次のアからエまでの中には適切なものがいくつかありますが、あなたの考えに最も

近いものを一つ選び、記号で答えなさい。 

ア 読む人が読みやすいように、字形や文字同士のバランスを整えながら文字を書く力。 

イ グループで話し合い、互いに意見を出し合って、課題を解決する方法を見付ける力。 

ウ 様々な人から聞いた意見や考えを整理して、自分の考えを広げたり深めたりする力。 

エ 自分が伝えたいことを、分かりやすい表現を工夫して説得力があるように伝える力。 

 ア イ(正答) ウ(正答) エ(正答) その他 無解答 

反応率 2.0 ％ 44.9 ％ 22.5 ％ 30.1 ％ 0.2 ％ 0.3 ％ 

平均正答率 49.4 ％ 74.2 ％ 72.7 ％ 74.0 ％ 66.9 ％ 16.6 ％ 

次の(1)から(3)までの  を付けた漢字の読みをひらがなで書きなさい。 

(1) 試験があまりにも難しくて、表情が険しくなる。 

(2) 印刷機で合唱コンクールのお知らせを刷る。 

(3) 50 メートル走のタイムを去年よりも縮めた。 
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(2) 

(3) 

２は、学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく読むことができるかをみる問題である。使

用頻度は高いものの、読みに課題があると思われるものを出題している。 

(1)の「険」は、小学校第５学年で学習する漢字である。正答率は 97.3％であり、「険」の読み方

について正確に理解できている。 

(2)の「刷」は、小学校第４学年で学習する漢字である。正答率は 75.7％である。誤答の中で最

も反応率が高いのは「（は）る」で、7.0％である。「その他」の中には、「ほ（る）」、「くば（る）」、

「い（る）」などの誤答も見られた。これらの誤答の要因として、小・中学生は「刷」という漢字を

「印刷」と音読みで使用する機会は多いものの、「刷る」と訓読みで使用する機会は多くないため、

語彙として定着しておらず、どう読んでよいか分からなかったことによるものと考えられる。また、

「刷（る）」の読みについては、平成 27 年度に小学校第５学年（平成 30 年度の中学校第２学年）を

対象に出題し、正答率は 58.7％であった。このことから、中学校第２学年の正答率が 17 ポイント

高くなっており、小学校第５学年から中学校第２学年までの学習や生活を通して、「刷る」の正しい

読み方が定着していることが分かる。なお、平成 30 年度の小学校第５学年にも「刷（る）」の読み

を出題し、正答率は 59.1％であった。 

(3)の「縮」は、小学校第６学年で学習する漢字である。正答率は 91.4％であり、「縮」の読み方

について正確に理解できている。ただし、「ぢ」と「じ」の仮名遣いの区別ができていないことによ

る誤答が 6.9％であった。仮名遣いについては、現行小学校学習指導要領の第５学年及び第６学年

の〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の「イ 言葉の特徴やきまりに関する事項 (ｳ)

送り仮名や仮名遣いに注意して正しく書くこと」で指導することとなっているが、生徒の実態に応

じて、「鼻血（はなぢ）」と「地面（じめん）」、「みずうみ(湖)」と「みかづき(三日月)」などの区別

を付けて正しく表記できるよう、語句の構成などに注意して指導することが大切である。 

３(1)(2)(3) 学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく書くことができる。 

【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

(1) 

 

 

「す（る）」と解答(正答) 「は（る）」と解答 その他 無解答 

75.7％ 7.0％ 13.9％ 3.5％ 

「ちぢ（めた）」と解答(正答) 「ちじ（めた）」と解答 その他 無解答 

91.4％ 6.9％ 1.1％ 0.6％ 

「省」と解答(正答) 「除」と解答 その他 無解答 

47.9％ 8.3％ 11.9％ 32.0％ 

「複数」と解答(正答) 「復数」と解答 
「複」の「ころもへん」を

「しめすへん」で書き誤答
その他 無解答 

61.5％ 17.2％ 10.0％ 6.9％ 4.4％ 

「祝」と解答(正答) 
「祝」の「しめすへん」を 

「ころもへん」で書き誤答 
その他 無解答 

66.3％ 18.8％ 7.2％ 7.6％ 

次の(1)から(3)までの を付けたカタカナの部分を漢字に直し、楷書で書きなさい。 

(1) 細かい説明はハブいて大まかに伝える。

(2) 水泳大会でフクスウの種目に出場する。

(3) 祖母の誕生日のおイワいに花をおくる。

(2) 

(3)
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３は、学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく書くことができるかをみる問題である。使

用頻度は高いものの、書きに課題があると思われるものを出題している。 

(1)の「省」は、小学校第４学年で学習する漢字である。正答率は 47.9％である。この問題では、

無解答が 32.0％と高かった。無解答の要因として、小・中学生は「省」という漢字を「反省」や「省

略」など音読みで使用する機会は多いものの、「省く」と訓読みで使用する機会は多くないため、語

彙として定着しておらず、どう書いてよいか分からなかったことによるものと考えられる。 

また、（2）の「複」は小学校第５学年、(3)の「祝」は小学校第４学年で学習する漢字である。正

答率は、（2）の「複数」は 61.5％であり、（3）の「祝」は 66.3％である。本来の「へん」とは異な

る「へん」を書いたことによる誤答は、(2)で 27.2％、(3)で 18.8％と、それぞれ最も多い誤答とな

っている。これらの誤答の要因として、漢字の字形を部首の意味と関連付けるなどして正確に理解

していなかったことによるものと考えられる。部首については、現行小学校学習指導要領の第３学

年及び第４学年の〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の「イ 言葉の特徴やきまりに

関する事項 (ｳ) 漢字のへん、つくりなどの構成についての知識をもつこと。」で指導することとな

っているが、生徒の実態に応じて、部首など、漢字の構成要素を理解させ、より確実な知識として

漢字を書けるよう指導することが大切である。 

４(1) 語句の係り受けについて理解し、適切に文を書くことができる。 

【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

４(1)は、語句の係り受けについて理解し、適切に文を書くことができるかをみる問題である。

正答は「エ」で、59.3％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」で、19.5％であ

る。この誤答の要因として、「どうして」が「意味になるのですか」に係ると考え、選択肢にある「意

味に」を解答したことによるものと考えられる。平成 29 年度にも同様の問題を出題し（「しっかり

と一つ一つの漢字の意味を確かめます。」の「しっかりと」が直接係る部分を問う問題）、正答率は

54.3％（正答「確かめます」）、同じような誤答（「意味を」）の反応率は 23.9％であった。語句の係

り受けの学習の際には、文節の区切り方と関連させて、生徒が文節と文節の関係について正確に捉

えられるように指導することが大切である。 

４(2)(3) 熟語の意味や組み立てを理解し、文の中で正しく使うことができる。 

【言語についての知識・理解・技能】 

【問題の概要】 

「先生、どうして『そら』と『しろ』で何も書いてないという意味になるのですか。」のどう

して が直接かかる部分として最も適切なものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で

答えなさい。 

ア 何も イ 書いてないという ウ 意味に エ なるのですか

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

6.7％ 14.3％ 19.5％ 59.3％ 0.0％ 0.3％ 

(2) 知らない熟語を見たときも、その熟語を構成している漢字の意味を考えてみると、熟語全体

の意味が想像できるのです。 とあるが、次の熟語の を付けた漢字について、この熟語での

意味として最も適切なものを、あとのアからエまでの中から一つ選び、記号で答えなさい。 

ア ちょうどよくととのえること。

調和 イ 動物をならして訓練すること。

ウ あれこれ比べてたしかめること。

エ 音楽や文章のリズムのこと。
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【結果分析】 

(2) 

 

４(2)(3)は、熟語の意味や組み立てを理解し、文の中で正しく使うことができるかをみる問題で

ある。 

(2)の正答は「ア」で、72.8％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」で、15.7％

である。この誤答の要因として、「調」の意味のうち「調べる」という意味に着目したことによるも

のと考えられる。 

(3) の正答は「イ」で、66.9％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「ウ」の 10.5％

及び「エ」の 14.5％である。これらの誤答の要因として、小学校第５学年で学習した「絶」の訓読

みである「た（える）」や「た（つ）」を想起して「絶句」の意味を正確に捉えることができなかっ

たことと併せて、「絶品」が「すばらしい品物や作品」、「絶景」が「すばらしい景色」という意味だ

と考えることができなかったことによるものと考えられる。 

熟語を指導する際には、必要に応じて熟語の意味と熟語を構成しているそれぞれの漢字のもつ意

味とを関連付けて理解させることで、生徒の語感を磨き、語彙を豊かにしていくことが大切である。 

【授業改善のポイント】言葉の特徴やきまりに関する基礎的な事項を様々な場面で活用させる指導の

充実を図る。 

 漢字を読む力は身に付いている。その一方で漢字を書く力には課題がみられる。漢字の書きの指

導では、字体、字形、音訓を機械的に覚えさせるだけでなく、「へん」や「つくり」など漢字の構成

要素に着目させ、その漢字の意味を理解させる指導が大切である。また、書くことの学習等におい

て、漢字を正しく書くことに慣れさせる指導も重要である。その際には、辞書等を用いて漢字の正

確な形、語句の意味や用法を生徒自身に確認させる指導も効果的である。 

 また、語句の係り受けについて理解し、適切に文を書く力にも継続して課題がみられる。係り受

けの学習の際には、文節に関する基礎的な知識を活用できるよう、必要に応じて文節の学習に立ち

戻るなどして、文節相互の関係を正確に考えさせることが大切である。 

５(1) ある場面での登場人物の行動の理由を読み取ることができる。  【読む能力】 

【問題の概要】 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

72.8％ 1.5％ 15.7％ 9.7％ 0.0％ 0.4％ 

次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 

（文章は、如月かずさ「卒業メニュー」による）資料編参照 

なにかを察したような表情の美貴に、なんでもないよ、というふうに微笑んで、あたしはクレ

ープを手に取ろうとした。 とあるが、「梢」がこのように行動したわけとして最も適切なものを、

次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えなさい。 

ア 美貴を誤解させないように、自分の分の給食は自分が食べることを主張しようと思ったから。

イ 美貴に同情されないように、とても食欲がある今の自分の様子を見せつけようと思ったから。

ウ 美貴に心配をかけないように、ふだんどおりに食欲のある自分の姿を演じようと思ったから。

エ 美貴を落ち込ませないように、自分の好物を渡すつもりであることを伝えようと思ったから。

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

7.8％ 66.9％ 10.5％ 14.5％ 0.0％ 0.3％ 

(3) 絶句 とあるが、この言葉での「絶」と同じ意味で使われている「絶」として最も適切なも

のを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えなさい。 

ア 絶海 イ 絶交 ウ 絶品 エ 絶景

(3)
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【結果分析】 

５(1)は、ある場面での登場人物の行動の理由を読み取ることができるかをみる問題である。正

答は「ウ」で、82.8％の正答率である。誤答の要因として、梢の食欲がない様子や美貴に心配をか

けまいとしている様子を読み取れなかったことによるものと考えられる。誤答した生徒には、この

場面の前に描かれている「お別れなんてしたくない。二年後の卒業のときも、この学校で美貴たち

といっしょに卒業メニューを食べていたい。そう思ったら、大好きなメニューも食べたくなくなっ

てしまったのだ。」などの表現に着目させ、登場人物の行動の背景にある気持ちを丁寧に読み取らせ

る指導が大切である。また、傍線部の「なんでもないよ、というふうに微笑んで」に着目させ、「何

でもないよ、というふうに微笑」むのは、どのような気持ちのときかを想像させる指導も効果的で

ある。 

５(2) 表現のねらいや工夫を、場面と結び付けて読み取ることができる。  【読む能力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

５(2)は、表現のねらいや工夫を、場面と結び付けて読み取ることができるかをみる問題である。

正答は「ア」で、49.5％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「エ」で、21.2％であ

る。この誤答の要因として、修飾・被修飾の関係を十分に理解していないことによるものと考えら

れる。例えば、傍線部には、修飾・被修飾の関係が五つある。（「その」と「言葉の」、「言葉の」と

「意味に」、「意味に」と「気づいて」、「気づいて」と「震えた」、「あたしの」と「胸は」。）このう

ち、「その」、「言葉の」、「意味に」、「気づいて」及び「あたしの」が修飾語である。誤答した生徒は、

修飾・被修飾の関係に着目して傍線部の表現に含まれる修飾語に気付くことができなかったと考え

られる。 

 また、誤答の「イ」や「ウ」を選んだ要因として、「あたしの胸は震えた」を、実際に胸が震えた

様子を具体的に描写している表現として誤って捉え、強く感動したことをたとえている表現として

理解できなかったことによるものと考えられる。 

文学的文章における表現の効果について考えさせる際には、既習の表現の技法などを生徒に想起

させ、それらを活用させながら自分の考えをもたせることが大切である。 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

6.9％ 5.3％ 82.8％ 4.6％ 0.0％ 0.4％ 

その言葉の意味に気づいて、あたしの胸は震えた。 とあるが、この表現について説明したものと

して最も適切なものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えなさい。 

ア この場面での梢の気持ちを、読者に感覚的に伝わるようにたとえを用いて簡潔に表現して

いる。 

イ この場面での梢の気持ちを、読者に映像的に伝わるように細かな部分まで詳しく表現して

いる。 

ウ この場面での梢の気持ちを、読者に具体的に伝わるようにありのままを飾らずに表現して

いる。 

エ この場面での梢の気持ちを、読者に印象的に伝わるように修飾語を使用しないで表現して

いる。 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

49.5％ 13.2％ 15.6％ 21.2％ 0.0％ 0.5％ 
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５(3) ある場面での登場人物の様子を読み取ることができる。  【読む能力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

５(3)は、ある場面での登場人物の様子を読み取ることができるかをみる問題である。正答は「エ」

で、72.8％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、16.5％である。この誤答

の要因として、梢の不安な様子やその不安を打ち消そうとしている様子を読み取れなかったことに

よるものと考えられる。誤答した生徒には、「それでもあたしは、美貴の言葉を信じたい。臆病な心

を奮い立たせて、あたしは美貴にクレープを渡そうとした。」などの表現に着目させ、梢の様子を丁

寧に読み取らせる指導が大切である。また、傍線部の後の「……あのさ、」に着目させ、このように

話すのはどのような気持ちのときかを想像させる指導も効果的である。 

５(4) ある場面での登場人物の気持ちを読み取ることができる。  【読む能力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

５(4)は、ある場面での登場人物の気持ちを読み取ることができるかをみる問題である。正答は

「イ」で、77.1％の正答率である。誤答の要因として、梢の朋華たちへの感謝の気持ちやいつもど 

けれどその途中で、あたしはもう少しだけ欲張りたくなってしまった。 とあるが、この表現から

読み取れる「梢」の様子として最も適切なものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答え

なさい。 

ア 美貴との約束とクレープのどちらを取るか決められず、美貴を説得することで両方を手に入

れたいと粘る様子。 

イ クレープを簡単には渡さないことでこの場のやり取りで優位に立ち、美貴に必ず約束を守ら

せようと迫る様子。 

ウ 美貴がすました顔でいることが理解できず、思いを正直に伝えて美貴にも同じ思いを感じさ

せようと焦る様子。 

エ 美貴の真意を確かめることによって自分の中にある不安を打ち消し、約束の結果に確信をも

ちたいと願う様子。 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

6.6％ 16.5％ 3.7％ 72.8％ 0.0％ 0.4％ 

朋華がわざとらしく慌ててみせるので、あたしは必死につくったいかめしい顔で釘を刺した。 と

あるが、このときの「梢」の気持ちとして最も適切なものを、次のアからエまでの中から一つ選び、

記号で答えなさい。 

ア 朋華の言葉をうれしく感じながらも、信用することができず、素直に思いを伝えられない自

分がもどかしい気持ち。 

イ 朋華たちへの感謝があふれながらも、何気ない会話がいとおしく、ふだんのままの自分を見

せようと強がる気持ち。 

ウ 朋華の様子に怒りを覚えながらも、和やかなこの場を壊せず、楽しいふりをして一刻も早く

やり過ごしたい気持ち。 

エ 朋華たちとの別れのつらさを実感しながらも、新たな出会いへの期待が膨らみ、春からの生

活が待ち遠しい気持ち。 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

8.0％ 77.1％ 5.6％ 8.7％ 0.1％ 0.5％ 
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おりに振る舞おうとする気持ちを読み取れなかったことによるものと考えられる。誤答した生徒に

は、傍線部の前に描かれている「あたしは涙をこらえておどけてみせた。」などの表現に着目させ、

梢の気持ちを丁寧に読み取らせる指導が大切である。また、傍線部の「朋華がわざとらしく慌てて

みせる」や「必死につくったいかめしい顔」に着目させ、「なぜ、朋美はわざとらしく慌ててみせた

のか」や「なぜ、梢は必死になっていかめしい顔をつくったのか」などの疑問をもたせ、その理由

を考えさせる指導も効果的である。 

【授業改善のポイント】表現の特徴を分析的に捉え、その工夫や効果について自分の考えをまとめる

力を育成する指導の充実を図る。 

 登場人物の心情や行動、情景描写などに注意して内容を理解する力はおおむね身に付いている。

その一方で、表現の工夫や効果について、表現技法や文法的な知識を根拠として分析的に考える力

には課題がみられる。 

文学的な文章を読ませて表現の特徴を生徒に考えさせる際には、根拠を明確にして自分の考えを

述べさせることが重要である。例えば、既習の表現技法や文法に関する知識等を生徒に想起させた

上で表現の特徴について考えをまとめさせたり、それらの知識等を活用することを条件にして表現

の特徴を考えさせたりする指導が考えられる。 

６(1) 課題に即して文章を読み、課題解決のために必要な情報を正確に取り出すことができる。 

【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

６(1)は、課題に即して文章を読み、課題解決のために必要な情報を正確に取り出すことができ

るかをみる問題である。正答は「ア」で、86.8％の正答率である。誤答の「イ」や「エ」は【資料

Ｃ】の内容に関する誤答である。これらの誤答の要因は、和食が無形文化遺産に登録された理由が

述べられている【資料Ａ】を、「『和食』無形文化遺産に」という見出しに着目するなどして適切に

選べなかったことによるものと考えられる。誤答した生徒には、必要な情報が書かれているかを資 

国語の授業で、「日本の伝統文化を受け継ぐ」というテーマについて、調べたことをもとに自

分の考えをまとめ、学級で発表することになりました。吉崎さんは、次の【資料Ａ】～【資料Ｃ】

を集め、それをもとに自分の考えをまとめようとしています。このことを踏まえて、あとの問い

に答えなさい。 

【資料Ａ】、【資料Ｂ】、【資料Ｃ】（省略 資料編参照） 

和食が無形文化遺産に登録された理由として最も適切なものを、次のアからエまでの中から一

つ選び、記号で答えなさい。 

ア 自然の美しさや行事と深く結び付いている日本の食文化が、世界的に貴重なものだと認め

られたから。 

イ 日本では、さまざまな国の料理を融合させた新作、創作料理を誰もが気軽に味わうことが

できるから。 

ウ 和食が、フランス、地中海の国々、メキシコの料理と同じくらいおいしいと世界中に認め

られたから。 

エ 日本では、和食と洋食との区別をせず、一つの文化として食べ方やもてなし方が統一され

ているから。 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

86.8％ 4.3％ 3.8％ 4.7％ 0.0％ 0.5％ 
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料の表題等から判断したり、文章構成に基づいて必要な部分を探して読んだりするなど、様々な資

料の特性を生かした読み方を指導することが大切である。必要な部分に効率よく着目するためには、

様々な資料の形式について理解させることや、読む目的や対象によって読み方が変わるということ

を理解させることが重要である。 

６(2)(3) 課題を解決するために、文章や図から取り出した情報を比較・関連付けて読み取ることが

できる。                                               【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

(2) 

(3) 

６(2)(3)は、課題を解決するために、文章や図から取り出した情報を比較・関連付けて読み取る

ことができるかをみる問題である。 

(2)の正答は「ウ」で、61.8％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、23.9％

である。この誤答の要因として、【資料Ｂ】の「壬生の花田植」に述べられている「行事」、「祈願す

る」、「農耕儀礼」などの情報に着目できなかったことによるものと考えられる。 

(3)の正答は「イ」で、67.0％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、15.4％

である。この誤答の要因として、【資料Ｃ】に述べられている「食事のしつけが崩壊しかけています。」

や「崩壊しつつある和食の食べかた、もてなしかた」という部分に着目し、和食は崩壊してしまっ

たと誤読したことによるものと考えられる。 

(2)、(3)を誤答した生徒には、資料から取り出した情報をまとめる前に、自分が読み取った情報

が本当に課題を解決するために必要な情報となっているかどうかを吟味させる指導を丁寧に行う必

要がある。課題を解決するために必要な情報を読み取らせる際には、読み取った情報を観点に沿っ

て比較、分類、関係付けするなどして自分の目的に応じて整理させることが大切である。 

(2) 日本の無形文化遺産のうち、歌舞伎、壬生の花田植、結城紬を分類した組み合わせとして

最も適切なものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えなさい。 

ア 歌舞伎―芸能  壬生の花田植―自然等に関する知識・慣習    結城紬―伝統工芸技術

イ 歌舞伎―伝統工芸技術  壬生の花田植―社会的慣習や儀式・祭礼行事  結城紬―芸能

ウ 歌舞伎―芸能  壬生の花田植―社会的慣習や儀式・祭礼行事  結城紬―伝統工芸技術

エ 歌舞伎―伝統工芸技術  壬生の花田植―自然等に関する知識・慣習   結城紬―芸能

(3) (1)と(2)で整理した内容を踏まえ、「和食」について考察したものとして最も適切なもの

を、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えなさい。 

ア 洋食が日常化した結果、もてなしの心とマナーが忘れ去られ、現代では崩壊してしまった

ものが「和食」だと言える。 

イ 素材や調理方法だけでなく、料理に込められた美意識や相手をもてなす思いまでも含めた

ものが「和食」だと言える。 

ウ 五十年という短い間に世界のさまざまな食文化を取り入れ、独自の文化として発展させた

ものが「和食」だと言える。 

エ 食生活が変化しても、歌舞伎の席や田植えの場などの一部の伝統的な空間で守られてきた

ものが「和食」だと言える。 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

23.9％ 7.2％ 61.8％ 6.4％ 0.0％ 0.6％ 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

15.4％ 67.0％ 7.1％ 10.0％ 0.0％ 0.5％ 
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６(4) 読み取った情報を基に、理解・解釈・推論し、課題を解決することができる。  

【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

６(4)は、読み取った情報を基に、理解・解釈・推論し、課題を解決することができるかをみる

問題である。正答は「ウ」で、62.8％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、

22.0％である。この誤答の要因として、【資料Ｃ】に述べられている「伝統を継承するということは、

単に古い形を墨守しそこに戻ることではありません。新しい時代にふさわしい様式とその意味を創

造することです。」という筆者の考えを的確に捉えることができなかったことによるものと考えられ

る。誤答した生徒には、説明的な文章を読ませる際に、文章の構造等を手掛かりにしてキーワード

やキーセンテンス等を整理させ、正確に要旨を捉えられるように指導することが重要である。 

【授業改善のポイント】目的に応じて文章から適切な情報を読み取り、考えをまとめる力を育成する

指導の充実を図る。 

 課題に即して文章を読み、必要な情報を正確に取り出す力は、おおむね身に付いている。その一

方で、課題を解決するために、文章や図から取り出した情報を比較・関連付けて読み取る力や読み

取った情報を基に、理解・解釈・推論する力には課題がみられる。 

 説明的な文章を読ませる際には、何のためにその文章を読むのかを生徒が理解できるような学習

課題を設定し、生徒が明確な目的意識をもって文章を読めるようにすることが大切である。また、

目的に応じて複数の情報を比較・関連付けて考えをまとめさせる際には、読み取った情報を観点に

沿って比較、分類、関係付けするなどして情報の適否を見極めさせながら、目的に応じて情報を整

理させることが効果的である。情報と情報との関係を丁寧に整理することを通して、自分の考えを

適切にまとめられるように指導することが重要である。 

(1)から(3)までで読み取ってきたことを踏まえ、「日本の伝統文化を受け継ぐ」というテーマ

についての考えをまとめたものとして最も適切なものを、次のアからエまでの中から一つ選び、

記号で答えなさい。 

ア 古いしきたりや慣習から学ぶことをせずに、他の国の文化を取り入れたり他の国の文化と

日本の文化を融合させたりしながら、その時代にふさわしい魅力的な文化を新たに生み出し

続けていくことが「日本の伝統文化を受け継ぐ」ことだ。 

イ 先人たちによって日本の文化が受け継がれてきた事実を重く受け止め、形を変えたり新し

い要素を加えたりせずに、あるがままの状態で保存し、後世に伝えられるよう無形文化遺産

に認定することが「日本の伝統文化を受け継ぐ」ことだ。 

ウ 日本の文化の魅力や価値を理解し、受け継がれてきた歴史を学んだり他の国の文化との違

いを考えたり、新たな魅力や価値を創造したりしながら、次の時代にも残っていくように努

めていくことが「日本の伝統文化を受け継ぐ」ことだ。 

エ 時代の移り変わりとともに文化も崩壊していくものだということを理解した上で、日本で

は失われたり学ばれなくなったりしていくものを記録や記憶に残しながら、最後まで見守り

続けていくことが「日本の伝統文化を受け継ぐ」ことだ。 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

5.6％ 22.0％ 62.8％ 8.7％ 0.1％ 0.8％ 
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７(1)① 課題に応じて、適切に材料を集めることができる。 【書く能力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

７(1)①は、課題に応じて、適切に材料を集めることができるかをみる問題である。正答は「エ」

で、90.8％の正答率であり、文章を書くための材料として【Ａ】から分かる事実を正確に捉えられ

たことによるものと考えられる。 

７(1)② 集めた材料を基に、自分の考えをまとめることができる。 【書く能力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

７(1)②は、集めた材料を基に、自分の考えをまとめることができるかをみる問題である。正答

は「イ」で、80.0％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」で、11.5％である。

この誤答の要因として、「ウ」の選択肢の後半部分「絵を見る人の視線が富士山に集まるようになっ

ている。」のみに着目し、前半部分「遠くに見える富士山の頂上が絵の中心に描かれている」の真偽

を確認しなかったことによるものと考えられる。集めた材料から考えをもたせる際には、考えの基

となった材料が適切なものであるかを確認させることが大切である。 

国語の授業で、根拠を明確にして説得力のある文章を書く力を身に付けるために、次の富士山

を描いた【Ａ】と【Ｂ】の二枚の絵を比較し、どちらのほうが富士山の描き方の工夫が優れてい

ると言えるか、自分の考えを文章でまとめる活動に取り組むことになりました。このことを踏ま

えて、あとの問いに答えなさい。 

【Ａ】、【Ｂ】（省略 資料編参照） 

【ワークシート】（省略 資料編参照） 

【ワークシート】の Ｘ に入るものとして最も適切なものを、次のアからエまでの中から一

つ選び、記号で答えなさい。 

ア 富士山の頂上に登っていく人々が、富士山からの視点で描かれている。

イ 作者のすぐ近くを歩いている人の姿が、手前に大きく描かれている。

ウ 手前に富士山が描かれ、奥には富士山を眺める人の姿が描かれている。

エ 奥に富士山が描かれ、手前には坂道を登る人や馬の姿が描かれている。

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

3.7％ 2.5％ 2.2％ 90.8％ 0.0％ 0.7％ 

【ワークシート】の根拠Ａをもとに【ワークシート】の Ｙ に入るものとして最も適切なも

のを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えなさい。 

ア ゆるやかな坂道を登る人々の表情が生き生きと描かれていることで、その奥の富士山に登

る人々の喜びが想像できる。 

イ 坂道を登る人や馬は小さく描かれ、その奥に富士山が大きく描かれていることで、富士山

の雄大さが強調されている。 

ウ 遠くに見える富士山の頂上が絵の中心に描かれていることで、絵を見る人の視線が富士山

に集まるようになっている。 

エ 手前に見える坂道の頂上が、その奥に見える富士山よりも高く描かれていることで、富士

山の美しさが際立っている。 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

3.2％ 80.0％ 11.5％ 4.5％ 0.0％ 0.8％ 
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７(2) 伝えたい事実や事柄について、自分の考えを根拠を明確にして書くことができる。 

【書く能力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

７(2)は、伝えたい事実や事柄について、自分の考えを根拠を明確にして書くことができるかを

みる問題である。正答は「ウ」で、65.0％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」

で、 18.9％である。この誤答の要因として、「【Ａ】から読み取れること」（(1)①の解答）や「読み

取ったことの効果」（(1)②の解答）を基に考えなかったことによるものと考えられる。(1)の①、②

の正答肢には、イの選択肢の後半部分「【Ａ】のほうが季節や天候が感じられるように工夫されてい

る」に該当するようなものはない。この誤答を選んだ生徒は、ワークシートにある【わたしの意見】

の根拠と【わたしの意見】との関連性を意識できていないと考えられる。このような生徒には、意

見と根拠の関係について、「書くこと」における指導と併せて、「話すこと・聞くこと」や「読むこ

と」の学習においても丁寧に指導することが大切である。また、このような指導を行う際には、話

や文章の中に含まれる情報と情報との関係を、図や絵、記号などを用いて整理させ、意見と根拠の

関係について理解させる指導が効果的である。 

【Ａ】の絵と【Ｂ】の絵とを、ここでの目的に沿って比較し、【ワークシート】の【わたしの

意見】に入るものとして最も適切なものを、次のアからエまでの中から一つ選び、記号で答えな

さい。 

ア 【Ａ】は人物の様子や表情が分からないので、【Ｂ】のほうが人物の気持ちが伝わりやす

いように工夫されていると言える。 

イ 【Ｂ】は富士山より人物を中心に描いているので、【Ａ】のほうが季節や天候が感じられ

るように工夫されていると言える。 

ウ 【Ａ】のほうが富士山の存在感はあるが、【Ｂ】のほうが視線とともに意識も富士山に向

くように工夫されていると言える。 

エ 【Ｂ】のほうが富士山を美しく描いているが、【Ａ】のほうが富士山の人気の高さが分か

るように工夫されていると言える。 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

10.5％ 18.9％ 65.0％ 4.5％ 0.1％ 0.9％ 
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７(3) 適切な関心・意欲・態度をもって、書くことについての学習に取り組もうとしている。 

【国語への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

【結果分析】(下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ生徒の国語における平均正答率を表す。) 

７(3)は、適切な関心・意欲・態度をもって、書くことについての学習に取り組もうとしている

かをみる問題である。正答は「ア」、「イ」、「エ」のいずれかで、89.5％の正答率である。「ア」（正

答）は、数値等の客観的な事実を根拠として示すことで、根拠を明確にして説得力のある文章を書

こうとしている。「イ」（正答）は、読み手にとって分かりやすく意見と根拠とを示すことで、根拠

を明確にして説得力のある文章を書こうとしている。「ウ」（誤答）は、主観的な考えのみを述べた

文章であり、根拠を明確にした文章の書き方ではない。「エ」（正答）は、具体的な事実や信頼性の

情報を根拠として示すことで、根拠を明確にして説得力のある文章を書こうとしている。正答の選

択肢は、小学校第５学年及び第６学年や中学校第１学年で学習した内容である。 

正答の生徒の教科全体の平均正答率は、誤答の生徒より 15 ポイント以上高い。既習事項を適切に

活用しようとする生徒は、教科全体の正答率が高いといえる。生徒を学習活動に取り組ませる際に

は、関連する既習事項を想起させ、どのように活用できるかを考えさせる指導が大切である。 

【授業改善のポイント】集めた材料を整理し、根拠に基づいて適切に考えをまとめる力を育成する指

導の充実を図る。 

 課題に応じて適切に材料を集める力や集めた材料を基に自分の考えをまとめる力は、おおむね身

に付いている。その一方で、伝えたい事実や事柄について、自分の考えを根拠を明確にして書く力

には課題がみられる。これは、自分の考えと根拠との関係を適切にまとめる力が十分でないことに

要因があると考えられる。 

事実を基に考えたことを書かせる際には、材料を集めさせてすぐに考えをもたせるのではなく、集め

た材料を観点に沿って比較、分類、関係付けするなどして整理させながら考えをまとめさせることが重

要である。例えば、書く目的や意図に応じて材料を比較しながら取捨選択したり、ある観点から分類し

たり、意見と根拠などの関係を見いだしたりするなど、集めた材料を整理することを通して、根拠に基

づいて適切に考えをまとめることができるように指導することが考えられる。その際には、着目した事

実と事実との関係や、事実から考えられることなどを、図や絵、記号などを用いて整理させ、生徒がそ

れらの関係を把握したり自分の思考を明確にしたりできるような手だてを工夫する必要がある。 

あなたは、根拠を明確にして説得力のある文章を書く上で、どのようなことが重要だと考えま

すか。次のアからエまでの中には適切なものがいくつかありますが、あなたの考えに最も近いも

のを一つ選び、記号で答えなさい。 

ア 関連するデータの図表やグラフなどを活用して、自分の意見や考えのもととなった事柄を

正確に伝えること。 

イ 意見や考えそのものと意見や考えのもととなった事柄とを、明確に書き分けるように文章

の構成を工夫すること。 

ウ 他者の考えを聞いたり資料を調べたりすることなく、自分の感じたことや考えたことをあ

りのままに表現すること。 

エ 自分の意見や考えのもととなった事柄を明らかにするために、実際の出来事や専門家の話

などをいくつか示すこと。 

ア(正答) イ(正答) ウ エ(正答) その他 無解答 

反応率 51.4％ 22.5％ 9.3％ 15.6％ 0.1％ 1.0％ 

平均正答率 76.4％ 73.6％ 57.5％ 73.4％ 61.2％ 39.0％ 
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(2) 社会（中学校第２学年対象）

１ 世界の地域構成 世界各地の人々の生活と環境

１(1) 世界の気候の特色を正しく理解している。 【社会的事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

１(1)は、世界の気候の特色を正しく理解しているかをみる問題である。正答は「エ」で、78.1 ％

の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「ア」で、10.8 ％である。この誤答の要因とし

て、Ｄの気候帯が高緯度に分布していることや、高緯度の植生や人々の生活の様子などの理解が十

分でなかったことによるものと考えられる。 

１(2) 世界の気候の特色を気温と降水量を示したグラフを用いて捉えることができる。 

【社会的な思考・判断・表現】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

１(2)は、世界の気候の特色を気温と降水量を示したグラフを用いて捉えることができるかをみ

る問題である。正答は「ウ」で、82.2 ％の正答率である。誤答の要因として、緯度や地球上の位置

の特徴と自然環境とを関連付けて捉えることができなかったことによるものと考えられる。 

 【地図１】のＤの気候帯の特徴を表す資料として も適切なものを，次のア～エの中から１つ

選び，記号で答えなさい。 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

10.8 ％ 4.9 ％ 5.8 ％ 78.1 ％ 0.0 ％ 0.3 ％ 

 【資料１】から考えられることをまとめたものとして も適切なものを，下のア～エの中から

１つ選び，記号で答えなさい。（【資料１】省略 資料編参照） 

ア Ｘの都市は，北半球に位置しているため，７月に も気温が高くなっている。Ｙの都市は，偏

西風の影響で，７月の降水量が も多くなっている。

イ Ｘの都市は，南半球に位置しているため，１月に も気温が低くなっている。Ｙの都市は，季

節風の影響で，１月の降水量が も多くなっている。

ウ Ｘの都市は，南半球に位置しているため，７月に も気温が低くなっている。Ｙの都市は，季

節風の影響で，７月の降水量が も多くなっている。

エ Ｘの都市は，北半球に位置しているため，１月に も気温が高くなっている。Ｙの都市は，偏

西風の影響で，１月の降水量が も多くなっている。

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

5.5 ％ 6.3 ％ 82.2 ％ 5.6 ％ 0.0 ％ 0.3 ％ 

 なおやくんは，【地図１】と【地図２】をもとに，世界の様々な地域の生活と環境について調

べました。あとの(1)～(5)の各問題に答えなさい。（【地図１】，【地図２】省略 資料編参照） 
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１(3) 世界の気候の分布図を用いて、気候帯の分布を捉えることができる。 【資料活用の技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

１(3)は、世界の気候の分布図を用いて、気候帯の分布を捉えることができるかをみる問題であ

る。正答は「ア」で、68.0 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「ウ」で、17.0 ％

である。この誤答の要因として、【地図１】と【表１】とを関連付けることなく、「アフリカ州は熱

帯が多く分布する」と誤って捉えてしまったことなどによるものと考えられる。 

１(4) 世界の主な宗教の分布について正しく理解している。 【社会的事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

１(4)は、世界の主な宗教の分布について正しく理解しているかをみる問題である。正答は「エ」

で、71.5 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「ア」で、13.8 ％である。この誤

答の要因として、仏教の分布については理解していたが、キリスト教とイスラム教の分布に関する

理解が十分でなかったことによるものと考えられる。 

アフリカ大陸に当てはまるものとして も適切なものを，【表１】のア～エの中から１つ選び，

記号で答えなさい。 

ア（正答） イ ウ エ その他 無解答 

68.0 ％ 9.9 ％ 17.0 ％ 4.5 ％ 0.0 ％ 0.5 ％ 

【地図２】のＥ〜Ｈと当てはまる宗教との組み合わせとして も適切なものを，次のア～エの

中から１つ選び，記号で答えなさい。 

ア Ｅ－イスラム教  Ｆ－キリスト教 Ｇ－仏教 Ｈ－ヒンドゥー教 

イ Ｅ－イスラム教  Ｆ－キリスト教 Ｇ－ヒンドゥー教 Ｈ－仏教 

ウ Ｅ－キリスト教  Ｆ－イスラム教 Ｇ－ヒンドゥー教 Ｈ－仏教 

エ Ｅ－キリスト教  Ｆ－イスラム教 Ｇ－仏教 Ｈ－ヒンドゥー教 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

13.8 ％ 6.7 ％ 7.4 ％ 71.5 ％ 0.1 ％ 0.4 ％ 
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１(5) 表を用いて、世界各地の人々の生活について捉えることができる。 

【社会的な思考・判断・表現】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

１(5)は、表を用いて、世界各地の人々の生活について捉えることができるかをみる問題である。

正答は「イ」で、61.9 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「エ」で、19.6 ％で

ある。この誤答の要因として、世界の主な言語別人口とインドの人口とを関連付けて捉えることが

できなかったことによるものと考えられる。 

２ 世界の諸地域 

２(1) オセアニア州の位置を海洋との関係で理解している。 【社会的事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

２(1)は、オセアニア州の位置を海洋との関係で理解しているかをみる問題である。正答は「ウ」

川で、84.0 ％の正答率である。誤答の要因として、大陸と海洋の位置関係の理解が十分でなかった

ことによるものと考えられる。 

２(2) 緯度と経度を用いて、オセアニア州のオーストラリア大陸の地球上の位置を捉えることがで 

きる。 【資料活用の技能】 

【問題の概要】 

【表２】から考えられることとして も適切なものを，下のア～エの中から１つ選び，記号で

答えなさい。（【表２】省略 資料編参照） 

ア スペイン語，英語，ポルトガル語の言語別人口は，それぞれスペイン，イギリス，ポルトガル
の人口とほぼ同じで，国内では他の言語が使用されている。

イ スペイン語，英語，ポルトガル語の言語別人口は，それぞれスペイン，イギリス，ポルトガル
の人口よりも多く，植民地時代の影響から中南アメリカ，北アメリカでも使用されている。

ウ 中国語とヒンディー語の言語別人口は，それぞれ中国とインドの人口よりも多く，植民地時代
の影響から他国でも使用されている。

エ 中国語とヒンディー語の言語別人口は，それぞれ中国とインドの人口とほぼ同じで，国内では
主に１つの言語が使用されている。

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

9.2 ％ 61.9 ％ 8.4 ％ 19.6 ％ 0.1 ％ 0.8 ％ 

【地図１】のＸの海洋の名称として も適切なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で

答えなさい。 

ア 大西洋 イ 地中海 ウ 太平洋 エ インド洋

【地図１】のＡの都市の緯度と経度を表したものとして も適切なものを，次のア〜エの中から

１つ選び，記号で答えなさい。 

ア 南緯 33 度  東経 119 度    イ 南緯 33 度  東経 151 度 

ウ 北緯 33 度  東経 119 度    エ 北緯 33 度  東経 151 度 

 みほさんの学級では，【地図１】と【地図２】をもとに，オセアニア州についての学習をして

います。オセアニア州について，あとの(1)～(5)の各問題に答えなさい。（【地図１】，【地図２】

省略 資料編参照） 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

7.0 ％ 4.3 ％ 84.0 ％ 4.4 ％ 0.0 ％ 0.3 ％ 
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【結果分析】 

２(2)は、緯度と経度を用いて、オセアニア州のオーストラリア大陸の地球上の位置を捉えるこ

とができるかをみる問題である。正答は「イ」で、59.0 ％の正答率である。誤答の中で も反応率

が高いのは「ア」で、23.4 ％である。この誤答の要因として、緯度に関する理解はできていたが、

経度に関する理解が十分でなかったことによるものと考えられる。 

２(3) オセアニア州の地域的特色を資料から捉えることができる。 【資料活用の技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

２(3)は、オセアニア州の地域的特色を資料から捉えることができるかをみる問題である。正答

は「エ」で、54.1 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「イ」で、19.0 ％である。

この誤答の要因として、【地図２】において小麦の栽培が盛んな地域の分布を、方位を用いて捉える

ことができなかったことによるものと考えられる。 

２(4) オーストラリアの貿易の特色について、資料と関連付けて説明することができる。 

【社会的な思考・判断・表現】 

【問題の概要】 

オーストラリアの主な農業と降水量との関係についてまとめたものとして も適切なものを，

次のア〜エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

ア 小麦の栽培は，南東部と南西部の降水量 250mm 未満の地域で行われている。

イ 小麦の栽培は，北東部と北西部の降水量 500mm の地域付近で行われている。

ウ 牛の放牧は，主に降水量 500mm 未満の地域で行われているが，羊の放牧は，降水量 250mm 未満

の地域や，1000mm 以上の地域でも行われている。 

エ 羊の放牧は，主に降水量 500mm 未満の地域で行われているが，牛の放牧は，降水量 250mm 未満

の地域や，1000mm 以上の地域でも行われている。

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

23.4 ％ 59.0 ％ 6.2 ％ 11.0 ％ 0.0 ％ 0.5 ％ 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

10.5 ％ 19.0 ％ 15.6 ％ 54.1 ％ 0.1 ％ 0.7 ％ 

【資料１】をもとに，1965 年と 2015 年とを比較して考えられることをまとめた文章として

も適切なものを，下のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。（【資料１】省略 資料編参

照） 

ア オーストラリアの輸出入総額の割合は，1965 年にはヨーロッパ州の国がおよそ 30％を占めて

いたが，2015 年にはアジア州の国が 50％以上を占めている。このことから，ヨーロッパ州より

も距離が近いアジア州の国と貿易を行うようになったと考えられる。

イ オーストラリアの輸出入総額の割合は，1965 年にはアジア州の国が 15％以上を占めていたが，

2015 年にはヨーロッパ州の国が 15％以上を占めている。このことから，アジア州よりも距離が

近いヨーロッパ州の国と貿易を行うようになったと考えられる。

ウ オーストラリアの輸出入総額は，2015 年には 1965 年のおよそ 60 倍になり，アメリカ合衆国の

輸出入総額は 1965 年に比べて 2015 年は減少している。このことから，経済の成長が進んだアジ

ア州の国との貿易によって，アメリカ合衆国の輸出入総額が減少したと考えられる。

エ オーストラリアの輸出入総額は，2015 年には 1965 年のおよそ 60 倍になり，日本の輸出入総額

は 1965 年に比べて 2015 年は減少している。このことから，経済の成長が進んだヨーロッパ州の

国との貿易によって，日本の輸出入総額が減少したと考えられる。
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【結果分析】 

２(4)は、オーストラリアの貿易の特色について、資料と関連付けて説明することができるかを

みる問題である。正答は「ア」で、51.6 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「ウ」

で、28.8 ％である。この誤答の要因として、輸出入総額の変化は捉えることができたが、アメリカ

合衆国の「輸出入総額の割合」は減少しているが、「輸出入総額」は増加していることを捉えること

ができなかったことによるものと考えられる。 

２(5) オセアニア州の学習を踏まえ、意欲的に探究しようとしている。 

【社会的事象への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

【結果分析】(下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ生徒の社会における平均正答率を表す。) 

２(5)は、オセアニア州の学習を踏まえ、意欲的に探究しようとしているかをみる問題である。

正答は「ア」、「ウ」、「エ」のいずれかで、94.8 ％の正答率である。「ア」を選択した生徒は、空間

的相互依存作用の視点から、「ウ」を選択した生徒は、分布の視点から、「エ」を選択した生徒は、

場所の視点からそれぞれ追究しようとしていることが考えられる。 

【授業改善のポイント】 空間的相互依存作用や地域などに着目して、主題を設けて課題を追究した

り解決したりする活動の充実を図る。 

世界の諸地域の学習においては、主題を設けて課題を追究したり解決したりする活動を通して、世

界の各州の地域的特色やそこで見られる地球的課題と地域的特色の関係を理解できるように指導する

ことが大切である。その際には、州ごとに設ける主題については、そこで特徴的に見られる地球的課

題とともに、必ずしも州内全体に共通するものである必要はない。「各州に暮らす人々の生活の様子を

的確に把握できる」地理的な事象から、既習内容、主題の難易度、生徒の生活経験、想定される学習

活動、配当授業時数との関係などを勘案して、教師が主題を設定し、主題を追究する時間を確保する

という観点で、各州一つ又は二つの主題に絞って展開することが大切である。 

３ 日本の地域構成 

 【資料１】の気温と降水量を示したグラフ①～④は，それぞれ【地図】のア～エのいずれかの

都市のものです。あとの(1)～(4)の各問題に答えなさい。（【資料１】，【地図】省略 資料編参照）

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

51.6 ％ 8.8 ％ 28.8 ％ 9.9 ％ 0.1 ％ 0.8 ％ 

あなたが「日本とオセアニア州との関係」をテーマに追究する場合，どのようなことを調べま

すか。次のア～エの中には，適切なものがいくつかありますが，あなたの考えに も近いものを

１つ選び，記号で答えなさい。 

ア 日本とオセアニア州の国々との間で貿易されている品物について調べたい。

イ 日本とオセアニア州を行き来している航空機のエンジンの仕組みを調べたい。

ウ 日本に住むオセアニア州出身者はどのくらいいるのか調べたい。

エ オセアニア州ではどのような日本文化が広まっているのか調べたい。

ア（正答） イ ウ（正答） エ（正答） その他 無解答 

反応率 42.8 ％ 4.5 ％ 7.7 ％ 44.3 ％ 0.2 ％ 0.5 ％ 

教科全体の平均正答率 63.3 ％ 41.9 ％ 54.7 ％ 62.2 ％ 37.0 ％ 13.8 ％ 
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３(1) 気温と降水量を示したグラフを正しく読み取ることができる。 【資料活用の技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

３(1)は、気温と降水量を示したグラフを正しく読み取ることができるかをみる問題である。正

答は「②」で、76.0 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「③」で、11.7 ％であ

る。この誤答の要因として、気温と降水量の二つの情報を同時に読み取ることができなかったこと

によるものと考えられる。この問題では、【資料１】の気温については読み取ることができたが、降

水量について正しく読み取ることができなかったことによるものと考えられる。 

３(2) 日本の気候の特色の理由を正しく捉えることができる。 【資料活用の技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

３(2)は、資料を基に、日本の気候の特色を正しく捉えることができるかをみる問題である。正

答は「イ」で、46.7 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「ア」で、46.9 ％であ

る。この誤答の要因として、【写真】から積雪が多いことを読み取り北海道をイメージし、【説明文】

の「北西の季節風」や「雪下ろし」といった日本海側の気候の特徴を読み取ることができなかった

ことによるものと考えられる。 

３(3) 都道府県の地域区分を複数の資料を基に正しく捉えることができる。 【資料活用の技能】 

【問題の概要】 

この都市のグラフとして も適切なものを，【資料１】の①～④の中から１つ選び，記号で答

えなさい。 

① ②（正答） ③ ④ その他 無解答 

2.2 ％ 76.0 ％ 11.7 ％ 2.2 ％ 7.2 ％ 0.7 ％ 

【写真】と【説明文】に当ては 

まる都市として も適切なものを， 

【地図】のア～エの中から１つ選 

び，記号で答えなさい。 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

46.9 ％ 46.7 ％ 1.7 ％ 1.1 ％ 2.9 ％ 0.7 ％ 

【資料２】と【資料３】をもとに分かることとして も適切なものを，下のア～エの中から１

つ選び，記号で答えなさい。（【資料２】，【資料３】省略 資料編参照） 

ア 山梨県は，Ａ社の地域区分では南関東支社に，警察庁の地域区分では関東管区警察局に含まれる。

イ 富山県は，Ａ社の地域区分では東海支社に，警察庁の地域区分では中部管区警察局に含まれる。

ウ 三重県は，Ａ社の地域区分では東海支社に，警察庁の地域区分では関東管区警察局に含まれる。

エ 群馬県は，Ａ社の地域区分では信越支社に，警察庁の地域区分では関東管区警察局に含まれる。

グラフを見ると， も気温が高い月は 30℃近くになり， も気温が低い月は５℃近くに

なる。降水量が 50mm を下回る月がある。



－110－ 

【結果分析】 

３(3)は、都道府県の地域区分を複数の資料を基に正しく捉えることができるかをみる問題であ

る。正答は「ア」で、55.2 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「エ」で、16.0 ％

である。この誤答の要因として、群馬県と長野県の正確な位置について捉えることができなかった

ことによるものと考えられる。 

３(4) 日本の都道府県庁所在地の名称を正しく理解している。【社会的事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

３(4)は、日本の都道府県庁所在地の名称を正しく理解しているかをみる問題である。正答は「ウ」

で、73.4 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「エ」で、10.3 ％である。この誤

答の要因として、群馬県の県庁所在地は理解していたが、山梨県と三重県の県庁所在地名を正しく

理解していなかったことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 地理的技能を身に付けさせる指導の充実を図る。 

地理的技能については、地理情報（地域に関する情報のことであり、地理的な事象が読み取れた

り、地域的特色に結び付く事象を見いだしたりすることができる資料のことをいう）を「収集する

技能」、「読み取る技能」、「まとめる技能」の三つの技能に分けることが考えられ、生徒の習熟の様

子を踏まえて着実に身に付くよう、繰り返し指導する機会を設けることが大切である。例えば、情

報を読み取る技能について、日本の地域構成を取り扱う際に、３（2）【資料２】と【資料３】のよ

うに同一地域の異なる情報を比較、関連付けて、共通点や相違点などを確実に読み取ることができ

るよう指導の機会を設けることなどが考えられる。 

４ 古代までの日本 

４(1)  古代までの日本の外交について正しく理解している。 【社会的事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

【年表】の Ａ に当てはまる，飛鳥時代から平安時代にかけて，進んだ制度や文化を取り入

れようとして，中国へ送られた使節の名称を答えなさい。 

さえさんは，「古代までの日本」をテーマに次の【年表】を作成しました。【年表】をもとに，

あとの(1)～(4)の各問題に答えなさい。（【年表】省略 資料編参照） 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

55.2 ％ 13.5 ％ 14.1 ％ 16.0 ％ 0.1 ％ 1.2 ％ 

【表】の①〜③に当てはまるもの 

の組み合わせとして も適切なもの 

を，ア～エの中から１つ選び， 

記号で答えなさい。 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

8.6 ％ 5.6 ％ 73.4 ％ 10.3 ％ 1.1 ％ 0.9 ％ 

遣唐使 

（正答） 

「遣隋使」又は 

「けんずいし」 
小野妹子 渡来人 

遣唐使の 

漢字の誤答 
その他 無解答 

25.3 ％ 36.9 ％ 1.4 ％ 0.8 ％ 7.7 ％ 11.6 ％ 16.3 ％ 
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４(1)は、古代までの日本の外交について正しく理解しているかをみる問題である。正答は「遣

唐使」で、25.3 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「遣隋使」又は「けんずいし」

で、36.9 ％である。この誤答の要因として、古代までの日本の外交における「遣隋使」と「遣唐使」

について正しく理解していなかったことや、【年表】中の「菅原道真」などと関連付けて「遣唐使」

を正しく捉えることができなかったことによるものと考えられる。 

４(2) 古代までの日本の政治の特色を説明することができる。 【社会的な思考・判断・表現】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

４(2)は、古代までの日本の政治の特色を説明することができるかをみる問題である。正答は「エ」

で、47.6 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「イ」で、29.8 ％である。この誤

答の要因として、律令国家の確立に至る過程について理解していたが、【年表】の時代区分と関連付

けて捉えることができなかったことによるものと考えられる。 

４(3) 古代までの日本の文化の特色を、年表と資料とを結び付けて捉えることができる。 

【資料活用の技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

４(3)は、古代までの日本の文化の特色を、年表と資料とを結び付けて捉えることができるかを

みる問題である。正答は「ウ」で、57.1 ％の正答率である。誤答の要因として、古代までの日本の

歴史の流れを飛鳥文化、天平文化、国風文化の特色に着目して捉えることができなかったことによ

るものと考えられる。 

【年表】のＢに当てはまる，この時代の政治の様子を説明した文として も適切なものを，

次のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

ア 天皇の母方の祖父である貴族が，孫である天皇に替わって摂関政治を行う

イ 天皇を頂点とした全国を支配する仕組みをつくるために，唐を手本にして大宝律令をつくる

ウ 天皇が独裁的な政治を行っていた豪族を倒し，留学生などの協力を得ながら大化の改新を行う

エ 天皇が仏教の力で国家を守ろうとして，国ごとに寺を，都には大きな仏像をつくらせる

【年表】のＣに当てはまる，代表的な文化財とその時代の文化の説明として も適切なものを，

次のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。（文化財の写真は省略 資料編参照） 

ア 中国や朝鮮，インド，ギリシャの影響がみられる，わが国 初の仏教文化である。

他にこの時代を代表する文化財として「法隆寺の玉虫厨子」や「広隆寺の弥勒菩薩像」がある。

イ 武士の気風に合った，素朴で力強く分かりやすい文化である。

他にこの時代を代表する文化財として『平家物語』や『徒然草』がある。

ウ 唐風の文化をもとに，貴族生活を背景とした，日本の自然や風土，生活に合った文化である。

他にこの時代を代表する文化財として『源氏物語』や『枕草子』がある。

エ 中国や西アジアなどの影響を受けた国際色豊かな文化である。

写真の楽器など，シルクロードを通って中国，さらに日本に伝わった品が「正倉院」に所蔵されている。

ア イ ウ エ（正答） その他 無解答 

12.6 ％ 29.8 ％ 9.1 ％ 47.6 ％ 0.0 ％ 0.8 ％ 

ア イ ウ（正答） エ その他 無解答 

13.1 ％ 15.2 ％ 57.1 ％ 13.8 ％ 0.0 ％ 0.7 ％ 
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４(4) 古代までの歴史の学習を踏まえ、意欲的に探究しようとしている。 

【社会的事象への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

【結果分析】(下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ生徒の社会における平均正答率を表す。) 

４(4)は、古代までの歴史の学習を踏まえ、意欲的に探究しようとしているかをみる問題である。

正答は「ア」、「イ」、「ウ」のいずれかで、96.2 ％の正答率である。「ア」を選択した生徒は、コン

ピュータや情報通信ネットワークを活用して収集した諸資料を通して追究しようとしていると考え

られる。「イ」「ウ」を選択した生徒は、博物館や郷土資料館等の施設や学校図書館などを活用した

調査活動を通して追究しようとしていると考えられる。 

【授業改善のポイント】 「我が国の歴史の大きな流れ」を「各時代の特色を踏まえて理解する」こ

とができるようにする学習活動の充実を図る。 

生徒が、各時代の特色を自分の言葉で表現できるような「確かな理解と定着を図る」ように指導

することが大切である。政治の展開、産業の発達、社会の様子、文化の特色など他の時代との共通

点や相違点に着目して、学習した内容を比較したり関連付けたりするなどして、その結果を言葉や

図などで表したり、互いに意見交換したりする活動を行うことなどが考えられる。 

５ 中世の日本 

５(1) 中世の日本における政治の変化について正しく理解している。 

【社会的事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

あなたが「古代までの日本」について調べる場合，何についてどのような方法で調べようと思

いますか。次のア～エの中には適切なものがいくつかありますが，あなたの考えに も近いもの

を１つ選び，記号で答えなさい。 

ア 奈良や京都にある寺院や仏像が保存されてきた経緯について，各寺院のホームページを使って

調べる。 

イ 奈良や京都における古代と中世の文化の違いについて，資料集や図書館の本を使って調べる。

ウ 奈良時代や平安時代の貴族の食べ物や衣装について，博物館に行って調べる。

エ 奈良や京都へ行くために乗る列車について，時刻表を使って調べる。

ア（正答） イ（正答） ウ（正答） エ その他 無解答 

反応率 19.4 ％ 40.1 ％ 36.7 ％ 3.1 ％ 0.0 ％ 0.7 ％ 

教科全体の平均正答率 57.1 ％ 62.7 ％ 63.7 ％ 36.6 ％ 0.0 ％ 19.2 ％ 

【年表】のＡ〜Ｄには，【カード】①～④がそれぞれ当てはまります。【年表】のＡ〜Ｄと【カー

ド】との組み合わせとして も適切なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。

ア Ａ－① Ｂ－② Ｃ－③ Ｄ－④ 
イ Ａ－④ Ｂ－③ Ｃ－② Ｄ－① 
ウ Ａ－④ Ｂ－② Ｃ－① Ｄ－③ 
エ Ａ－④ Ｂ－③ Ｃ－① Ｄ－② 

ア イ ウ エ（正答） その他 無解答 

10.8 ％ 17.5 ％ 23.2 ％ 47.3 ％ 0.3 ％ 0.9 ％ 

かずたかくんは，次の【年表】をもとに，この時代に活躍した人物の主な業績について，下の

【カード】①～④にまとめました。あとの(1)～(4)の各問題に答えなさい。（【年表】，【カード】

省略 資料編参照） 
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５(1)は、中世の日本における政治の変化について正しく理解しているかをみる問題である。正

答は「エ」で、47.3 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「ウ」で、23.2 ％であ

る。この誤答の要因として、日宋貿易や元寇に関わる人物の理解はできていたが、鎌倉幕府や室町

幕府の成立に関わる人物に関する理解がそれぞれ十分でなかったことや、【年表】と【カード】を関

連付けて捉えることができなかったことによるものと考えられる。 

５(2) 中世の日本の歴史的事象を正しく理解している。 【社会的事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

５(2)は、中世の日本の歴史的事象を正しく理解しているかをみる問題である。正答は「ア」で、

55.6 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは、「エ」で 29.5 ％である。この誤答の

要因として、鎌倉幕府体制の「守護」と律令国家体制の「国司」について、【年表】と関連付けて捉

えることができなかったことによるものと考えられる。 

５(3) 中世の日本について、東アジア世界との関わりを資料と関連付けて説明することができる。 

【社会的な思考・判断・表現】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

５(3)は、中世の日本について、東アジア世界との関わりを資料と関連付けて説明することがで

きるかをみる問題である。正答は「イ」で、56.7 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高い

のは、「ウ」で 17.7 ％である。この誤答の要因として、「元寇」と「倭寇」の理解がそれぞれ十分

でなかったことや、室町幕府と明との関係についての理解が十分ではないことによるものと考えら

れる。 

次の文は，【年表】の（ Ｘ ）に当てはまる役職について説明したものです。（ Ｘ ）に当

てはまる語句として も適切なものを，下のア～エの中から１つ選び、記号で答えなさい。 

ア 守護 イ 奉公 ウ 老中 エ 国司

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

55.6 ％ 10.8 ％ 3.4 ％ 29.5 ％ 0.1 ％ 0.7 ％ 

かずたかくんが，【年表】と次の【資料１】をもとにして，日明貿易について調べ，文章にま

とめたものとして も適切なものを，下のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。（【資料

１】省略 資料編参照） 

ア 西日本の武士や商人などから朝鮮半島や中国の大陸沿岸を荒らす者が現われ，元寇と呼ばれた。明は，正

式な貿易船に勘合を持たせ，日本の原簿と照合させて元寇と区別し取り締まりを行った。

イ 西日本の武士や商人などから朝鮮半島や中国の大陸沿岸を荒らす者が現われ，倭寇と呼ばれた。室町幕府

は，正式な貿易船に勘合を持たせ，明の原簿と照合させて倭寇と区別し取り締まりを行った。

ウ 朝鮮半島や中国の大陸の人々から西日本の大陸沿岸を荒らす者が現われ，元寇と呼ばれた。室町幕府は，

正式な貿易船に勘合を持たせ，明の原簿と照合させて元寇と区別し取り締まりを行った。

エ 西日本の武士や商人などから朝鮮半島や中国の大陸沿岸を荒らす者が現われ，倭寇と呼ばれた。室町幕府

は，商人に海外渡航を許可する朱印状を与えて，他国に対して朱印状を持つ船の保護を依頼した。

ア イ（正答） ウ エ その他 無解答 

12.5 ％ 56.7 ％ 17.7 ％ 12.1 ％ 0.1 ％ 0.9 ％ 

国ごとにおかれ、軍事・警察や御家人の統率を行う役職。
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５(4) 中世の日本について、東アジア世界との関わりを資料と関連付けて捉えることができる。 

【資料活用の技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

５(4)は、中世の日本について、東アジア世界との関わりを資料と関連付けて捉えることができ

るかをみる問題である。正答は「ウ」で、50.1 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いの

は「イ」で、30.6 ％である。この誤答の要因として、「中継貿易」といった琉球の国際的役割に関

する理解が十分でなかったことや、【資料２】中の「中国の影響を受けた文化が広まった。」という

情報を【地図】と関連付けて捉えてしまったことが考えられる。 

６ 資料を関連付けて、地域が変化した理由を捉える。（地理的分野） 

６(1) 日本の製鉄所の分布図から、工業立地の様子を正確に取り出すことができる。 

  【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

６(1)は、日本の製鉄所の分布図から、工業立地の様子を正確に取り出すことができるかをみる

問題である。正答は「イ」で、61.2 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「ウ」で、

15.7 ％である。この誤答の要因として、【資料１】から日本の製鉄所が太平洋側に分布しているこ

とは取り出せたが、瀬戸内海に面していることを正しく取り出すことができなかったことによるも

のと考えられる。 

６(2) 東北地方の主な半導体工場の分布について、資料を関連付けてまとめることができる。 

【比較・関連付けて読み取る力】 
【問題の概要】 

【資料２】の地域として も適切なものを，下の【地図】のア～エの中から１つ選び，記号で

答えなさい。（【地図】省略 資料編参照）  

【資料２】 

ア イ ウ（正答） エ その他 無解答 

6.0 ％ 30.6 ％ 50.1 ％ 12.1 ％ 0.1 ％ 1.1 ％ 

【資料１】から読み取れることをまとめたものとして も適切なものを，次のア～エの中から

１つ選び，記号で答えなさい。 

ア 製鉄所は，主に日本海や瀬戸内海に面した臨海部に分布している。

イ 製鉄所は，主に太平洋や瀬戸内海に面した臨海部に分布している。

ウ 製鉄所は，主に太平洋側の内陸部に分布している。

エ 製鉄所は，主に日本海側の内陸部に分布している。

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

13.1 ％ 61.2 ％ 15.7 ％ 9.1 ％ 0.0 ％ 0.8 ％ 

【資料２】と【資料３】から読み取れることをまとめたものとして も適切なものを，次のア

～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

ア 東北地方の主な半導体工場は，主に内陸部の高速道路に近く，港から離れた地域に分布している。

イ 東北地方の主な半導体工場は，主に臨海部の高速道路に近く，港に近い地域に分布している。

ウ 東北地方の主な半導体工場は，主に内陸部の高速道路に近く，港に近い地域にも分布している。

エ 東北地方の主な半導体工場は，主に臨海部の高速道路に近く，港から離れた地域に分布している。

さえさんの学級では，日本の工場の分布について，次の【資料１】〜【資料３】を集めました。

あとの(1)～(3)の各問題に答えなさい。（【資料１】〜【資料３】省略 資料編参照） 

この地域は，15 世紀初めに尚氏によって統一され，中継貿易によって発展し，中
国の影響を受けた文化が広まった。 
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【結果分析】 

６(2)は、東北地方の主な半導体工場の分布について、資料を関連付けてまとめることができる

かをみる問題である。正答は「ア」で、20.9 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは

「ウ」で、53.4 ％である。この誤答の要因として、【資料２】から東北地方の主な半導体工場の分

布と高速道路とを関連付けて捉えることはできたが、東北地方の主な半導体工場の分布と【資料３】

の港とを関連付けて捉えることができなかったことによるものと考えられる。 

６(3) 日本の工場立地と輸送機関との関係を推論することができる。 

【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

６(3)は、日本の工場立地と輸送機関との関係を推論することができるかをみる問題である。正

答は「ウ」で、49.5 ％の正答率である。「ア」の誤答の要因として、日本の工場立地について資料

と関連付けて捉えることができなかったことによるものと考えられる。「イ」と「エ」の誤答の要因

として、【資料１】についての読み取りができなかったことと、日本の工場立地と工場が立地する理

由について関連付けて捉えることができなかったことによるものと考えられる。 

７ 資料を関連付けて、1900 年代前半の東京の主な百貨店について捉える。（歴史的分野） 

７(1) 1900 年代前半の東京の主な百貨店の開店時期を正確に取り出すことができる。 

【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

20.9 ％ 14.4 ％ 53.4 ％ 10.3 ％ 0.0 ％ 1.0 ％ 

 【資料１】～【資料３】をもとに，日本の工場の分布とその背景について考えたこととして

も適切なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

ア 国産の原材料を使用している製鉄所は，臨海部に立地することが多く，製品に 新の情報が必要な半導体

工場は，高速道路や空港の周辺に立地することが多い。このことから，工場の分布は，情報の新しさや情報

の内容と関係していると考えられる。

イ 国産の原材料を使用している製鉄所は，内陸部に立地することが多く，製品が小型で運びやすい半導体工

場は，臨海部や空港の周辺に立地することが多い。このことから，工場の分布は，原材料や製品の輸送と関

係していると考えられる。

ウ 原材料を海外から輸入している製鉄所は，臨海部に立地することが多く，製品が小型で運びやすい半導体

工場は，高速道路や空港の周辺に立地することが多い。このことから，工場の分布は，原材料や製品の輸送

と関係していると考えられる。

エ 原材料を海外から輸入している製鉄所は，内陸部に立地することが多く，製品が小型で運びやすい半導体

工場は，高速道路の周辺に立地することが多い。このことから，工場の分布は，製品の消費地との距離と関

係していると考えられる。

ア イ ウ（正答） エ その他 無解答 

14.8 ％ 15.6 ％ 49.5 ％ 18.5 ％ 0.0 ％ 1.7 ％ 

【資料１】から読み取ってまとめたものとして も適切なものを，次のア～エの中から１つ選

び，記号で答えなさい。 

ア 1925 年以降に，新宿に百貨店が開店している。
イ 1925 年以前に，渋谷に百貨店が開店している。
ウ 1925 年以降に，京橋に百貨店が開店している。
エ 1925 年以前に，浅草に百貨店が開店している。

1900 年代前半の東京の主な百貨店について調べ，【資料１】～【資料３】にまとめました。あ

との(1)～(3)の各問題に答えなさい。（【資料１】〜【資料３】省略 資料編参照） 
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【結果分析】 

７(1)は、1900 年代前半の東京の主な百貨店の開店時期を正確に取り出すことができるかをみる

問題である。正答は「ア」で、68.4 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「イ」で、

18.7 ％である。この誤答の要因として、【資料１】から百貨店が開店した地名を、1925 年以前では

「京橋」、「銀座」、1925 年以後では「新宿」、「銀座」、「浅草」、「渋谷」、「池袋」であることを読み

取ることができなかったことによるものと考えられる。 

７(2) 1900 年代前半の東京の主な百貨店の開店した地域の変化をまとめることができる。 

【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

７(2)は、1900 年代前半の東京の主な百貨店の開店した地域の変化をまとめることができるかを

みる問題である。正答は「エ」で、66.0 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「イ」

で、15.5 ％である。この誤答の要因として、【資料１】から百貨店が開店した地名とその位置は正

しく捉えることはできたが、【資料２】の凡例と関連付けることができなかったことによるものと考

えられる。 

７(3) 人口の変化から主な百貨店の開店した地域の変化の理由を推論することができる。 

【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

68.4 ％ 18.7 ％ 6.9 ％ 5.0 ％ 0.0 ％ 1.1 ％ 

【資料１】と【資料２】から読み取ってまとめたものとして も適切なものを，次のア～エの

中から１つ選び，記号で書きなさい。 

ア 1925 年以前は，池袋，新宿，渋谷といったＡの地域に開店し，1925 年以降は，京橋や銀座と

いったＢの地域に開店した。

イ 1925 年以前は，京橋や銀座といったＢの地域に開店し，1925 年以降は，池袋，新宿，渋谷と

いったＡの地域に開店した。

ウ 1925 年以前は，池袋，新宿，渋谷といったＢの地域に開店し，1925 年以降は，京橋や銀座と

いったＡの地域に開店した。

エ 1925 年以前は，京橋や銀座といったＡの地域に開店し，1925 年以降は，池袋，新宿，渋谷と

いったＢの地域に開店した。

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

6.0 ％ 15.5 ％ 11.1 ％ 66.0 ％ 0.0 ％ 1.4 ％ 

【資料１】～【資料３】をもとにまとめたものとして も適切なものを，次のア～エの中から

１つ選び，記号で書きなさい。 

ア 百貨店が開店する場所がＡの地域からＢの地域に変化した。この理由は，1920 年から 1925 年

にかけて，Ｂの地域の人口が増加した割合が，区部全体の人口が増加した割合よりも小さいこと

と関係していると考えられる。

イ 百貨店が開店する場所がＡの地域からＢの地域に変化した。この理由は，1920 年から 1925 年

にかけて，Ｂの地域の人口が増加した割合が，区部全体の人口が増加した割合よりも大きいこと

と関係していると考えられる。

ウ 百貨店が開店する場所がＢの地域からＡの地域に変化した。この理由は，1920 年から 1925 年

にかけて，Ｂの地域の人口が増加した割合が，区部全体の人口が増加した割合よりも小さいこと

と関係していると考えられる。

エ 百貨店が開店する場所がＢの地域からＡの地域に変化した。この理由は，1920 年から 1925 年

にかけて，Ｂの地域の人口が増加した割合が，区部全体の人口が増加した割合よりも大きいこと

と関係していると考えられる。
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【結果分析】 

７(3)は、人口の変化から主な百貨店の開店した地域の変化の理由を推論することができるかを

みる問題である。正答は「イ」で、46.6 ％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「ア」

で、23.2 ％である。この誤答の要因として、【資料２】から百貨店の開店した場所がＡの地域から

Ｂの地域に変化したことは正しく捉えることはできたが、【資料３】と関連付けて人口が増加したこ

とと百貨店が開店した場所が変化したこととを関連付けて推論することができなかったことによる

ものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 情報を取り出し、資料を比較・関連付けて読み取り、そこからどのような

ことが推論できるかを考えさせる指導を工夫する。 

ア イ（正答） ウ エ その他 無解答 

23.2 ％ 46.6 ％ 14.8 ％ 13.6 ％ 0.1 ％ 1.8 ％ 

（２）【比較・関連付けて読み取る力】

・年表と地図など異なる情報を比較したり、関連付けたりして読み取る。

（１）【必要な情報を正確に取り出す力】

・年表から、出来事やその時期、推移などの情報を集める。

（３）【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】

・諸資料等を基にして多面的、多角的に考察する。

・社会に見られる課題解決に向けて広い視野から構想（選択・判断）する。

百貨店の開店がいつ、どこで行われたか。視点例【いつ・どこで】

百貨店の開店場所は、どのように変化したか。視点例【推移】

問いの例 

「百貨店の開店場所が、時期によって変化したのはなぜか。」 

百貨店の開店場所の変化と人口の変化はどのように結び付いているのか。【考察】 
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(3) 数学（中学校第２学年対象）

１(1) 小数の乗法ができる。  【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

１(1)は、小数の乗法ができるかをみる問題である。正答は「0.06」または「  」で、67.2％ 

の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「0.6」で、17.9％である。また、「６」や「0.006」

等の小数点の位置を誤った誤答の反応率が高かった。これらの誤答の要因として、筆算で積を求め

る際、小数点の位置について誤って理解していることによるものと考えられる。 

１(2)  小数の大小について理解している。  【数量や図形についての知識・理解】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

１(2)は、小数の大小について理解しているかをみる問題である。正答は「もっとも小さい数：

７、最も大きい数：7.1」で、86.3％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「小：7.01

大：7.1」で、6.4％である。この誤答の要因として、１０分の１の位と１００分の１の位について、

大小を誤って理解していることによるものと考えられる。また、空位の０の必要性について理解さ

せる必要があると考えられる。 

１(3)  正負の数の除法ができる。  【数学的な技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

１(3)は、正負の数の除法ができるかをみる問題である。正答は「－ 」または「－0.04」で、 

0.12×0.5 を計算しなさい。 

0.06 

(正答) 
(正答) 0.6 ６ 0.006 その他 無解答 

67.0％ 0.2％ 17.9％ 5.4％ 0.9％ 7.7％ 0.9％ 

次の３つの数の中で，最も小さい数と最も大きい数を答えなさい。 

7.1 ， ７ ， 7.01 

小：７ 

大：7.1(正答) 

小：7.01 

大：7.1 

小：7.01 

大：７ 

小：7.1 

大：７ 
その他 無解答 

86.3％ 6.4％ 4.7％ 0.7％ 1.6％ 0.3％ 

２÷（－10）÷５ を計算しなさい。 

 

(正答) 

－0.04 

(正答) 
－１ １ 0.04 その他 無解答 

36.0％ 5.9％ 41.6％ 3.0％ 2.2％ 1.4％ 7.2％ 2.7％ 

25
1 

50 

3 

50 
3 

25 

1 
－ 

25
1 
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41.9％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「－１」で、41.6％である。この誤答の

要因として、(－10)÷５を先に計算してしまったことによるものと考えられる。これは、交換法則

や結合法則は除法では成り立たず、それぞれの法則を利用するにはまず乗法に直す必要があること

を理解していないことによるものと考えられる。 

１(4)  累乗を含む正負の数の乗法ができる。 【数学的な技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

１(4)は、累乗を含む正負の数の乗法ができるかをみる問題である。正答は「－63」で、66.1％

の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「63」で、21.4％である。この誤答の要因とし

て、「－３2」を「(－３)2」として「９」と誤って計算してしまったことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 指数の意味や計算の順序を理解し、確実に計算できるようにする。 

１(3)、(4)では、計算の順序に関する問題、指数を含む正の数と負の数の問題を出題している。

このような正の数と負の数の計算では、計算の順序を理解し、確実に計算できるように指導するこ

とが大切である。その際、誤りのある計算例を取り上げ、計算方法を確認する場面を設定すること

が考えられる。 

１(3)については、先に(－10)÷５を計算したと思われる生徒が、正答の人数とほぼ同数いた。

誤答した生徒は、交換法則や結合法則は除法では成り立たず、それぞれの法則を利用するにはまず

乗法に直す必要があることを理解していないものと考えられる。このような生徒に対しては、除法

を含む式を乗法のみの式に直してから計算することを確実に指導することによって課題が改善する

ものと考えられる。また、２÷２÷２などの単純な問題を示し、前から計算していく、後ろから計

算する、乗法のみの式に直す等の作業を行う中で、解法を検討させていくような指導を行い、交換

法則や結合法則の適用範囲や、計算の順序について理解できるように指導することが大切である。 

また、１(4)については、－３2を（－３）×（－３）と誤って計算していると考えられる解答が

21.4％と多い。正しい計算方法を示すとともに、－３2を（－３）×（－３）と誤って計算した例を

取り上げ、（－３）2   は（－３）×（－３）を表していること、（－３2）は（－３×３）を表している

ことを理解できるように指導することが大切である。 

２(1)  文字を使った式で表すことができる。 【数学的な技能】 

【問題の概要】 

－３２×７ を計算しなさい。 

－63(正答) 63 －42 42 その他 無解答 

66.1％ 21.4％ 2.6％ 1.2％ 7.8％ 0.9％ 

もも１個の値段を x 円，りんご１個の値段を y 円とするとき，次の【式】が表す数量として

最も適切なものを，下のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

【式】 500－（ x ＋ y ）

ア 500 円でももとりんごを１個ずつ買ったときのおつり

イ ももとりんごを合計で 500 円分買ったときのももの個数とりんごの個数

ウ ももとりんごを合計で 500 個買ったときの値段

エ 500 円で買うことのできるももの個数と，500 円で買うことのできるりんごの個数の合計
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【結果分析】 

２(1)は、文字を使った式で表すことができるかをみる問題である。正答は「ア」で、79.0％の

正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、9.9％である。この誤答の要因として、

式と日常生活の場面の結び付きが弱いことによるものと考えられる。 

２(2)  文字式の計算をすることができる。 【数学的な技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

２(2)は、文字式の計算をすることができるかをみる問題である。正答は「２a＋３」で、71.2％

の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「３」で、6.5％である。この誤答の要因として、

「－(２－a)」を、「－２－a」と計算してしまったことによるものと考えられる。また、「その他」

の中には、計算の結果である２a＋３の項に関して、数の部分を足してしまったと考えられる「５a」

や、「－（２－a）」を「＋２＋a」と計算してしまったと考えられる「２a＋７」などが見られた。文

字を含む項と含まない項の計算に関する理解や、分配法則の理解等、個に応じた指導が必要になる

と考えられる。 

２(3)  １次方程式を解くことができる。 【数学的な技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

２(3)は、１次方程式を解くことができるかをみる問題である。正答は「－１」で、53.9％の正

答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「１」で、7.7％である。この誤答の要因として、移

項する際に符号を誤ってしまったことによるものと考えられる。「その他」を含め様々な誤答が見ら

れたことから、等式の性質を用い、式を変形していく過程を一つずつ確実に身に付ける必要がある 

と考えられる。また、「その他」の中には、「－ ＝ 」等の、「x＝」の形まで解ききっていないも

のが見られた。解を求めた後に元の式に代入し解が正しいものか確認するなど、方程式を解く技能

とともに、解が正しいことを確かめる技能も高めていく必要があると考えられる。 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

79.0％ 9.9％ 3.7％ 6.2％ 0.2％ 1.0％ 

a ＋５－（２－a ）

２a＋３

(正答) 
３ ３a ２a－３ ３a² a＋３ その他 無解答 

71.2％ 6.5％ 2.8％ 1.7％ 1.6％ 1.0％ 12.3％ 2.9％ 

x －１＝ x － 

－１ 

(正答) 
１ ４ 11 － ＋ － その他 無解答 

53.9％ 7.7％ 2.0％ 1.5％ 1.2％ 1.1％ 21.0％ 11.6％ 

２ 

1 

３ 

２ 

６ 

５ 

６
x

６
1

６
x

６
1

６
1
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２(4)  比例式を解くことができる。 【数学的な技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

２(4)は、比例式を解くことができるかをみる問題である。正答は「    」で、49.7％の正答率

である。誤答の中で最も反応率が高いのは「10」で、5.7％である。この誤答の要因として、「４：

９」を「２：３」と捉え、「x：15」が「２：３」になるように誤って考えてしまったことによるも

のと考えられる。「その他」の中にも、これと同じように整数の誤答が多く見られた。このことから、

比例式に関する問題においては、解答が整数にならないものについても扱っていく必要があると考

えられる。 

３(1) 問題文から変化の様子を読み取り、問題を解決することができる。    【数学的な技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

３(1)は、問題文から変化の様子を読み取り、問題を解決することができるかをみる問題である。

正答は「28」で、73.6％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、「40」で 4.6％である。

この誤答の要因として、８枚のタイルが５セットあると誤って考えたことによるものと考えられる。 

また、「その他」の中には、花がらのタイルを含めて数えてしまったと考えられる「30」という解答

や、花がらのタイルの枚数であると考えられる「５」という解答が見られた。これらの解答から、

与えられた文章を読み取ることに課題がある生徒もいると考えられる。 

３(2)  図や文章を、式に表現することができる。   【数学的な見方や考え方】 

【問題の概要】 

４：９＝ x ： 15

 

 
10 3/20 ６ 12 33.75 その他 無解答 

49.7％ 5.7％ 3.1％ 2.2％ 1.9％ 1.5％ 19.3％ 16.6％ 

３ 
20 

大江戸中学校では，花だんにタイルを貼ることになりました。 

タイルはすべて長方形で，縦の長さは６㎝，横の長さは 10 ㎝

です。タイルには，花がらのタイルと青いタイルの２種類が 

あります。タイルを貼るときは，次の【図１】のように，１枚 

の花がらのタイルの周りに，必ず８枚の青いタイルがあるよう 

にします。次の【図２】は，花がらのタイルを２枚使うときの 

タイルの貼り方を表しています。

花がらのタイルを５枚使うときに必要な青いタイルの枚数を答えなさい。

28(正答) 40 26 45 その他 無解答 

73.6％ 4.6％ 0.5％ 0.2％ 19.3％ 1.8％ 

かずきくんは，次の【かずきくんの考え】のように，花がらの 

タイルを n 枚使うときに必要な青いタイルの枚数を求める式につ

いて考えました。下の【かずきくんの考えた式】の         に

当てはまる式を書きなさい。

３ 
20 

(正答) 
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【結果分析】 

 

 

 

３(2)は、図や文章を、式に表現することができるかをみる問題である。正答は「５n」で、59.0％

の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「５」で、5.3％である。この誤答の要因として、

文字を変数として使うことに考えが及ばなかったことによるものと考えられる。事象を文字を使っ

て式にすることの有用性を理解させることが必要であると考えられる。 

 

３(3)  図や文章を、式に表現することができる。                 【数学的な見方や考え方】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

 

３(3)は、図や文章を、式に表現することができるかをみる問題である。正答は「６n＋３」、 

「３(２n＋１)」、「展開すると６n＋３になるもの」で、21.8％の正答率である。誤答の中で最も反

応率が高いのは「33」で、6.4％である。この誤答の要因として、図を見て、縦が３枚、横が 11 枚

のタイルの合計数を求めてしまったことによるものと考えられる。また、「図」や「表」、「言葉を使

った式」を効果的に用い、順序立てて考えることができなかったことによるものと考えられる。 

 

４(1)① 文章を読み取り、情報を取り出すことができる。    【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５n(正答) ５ ５×５ n＋５ ５＋n ６n その他 無解答 

59.0％ 5.3％ 3.8％ 3.1％ 1.1％ 0.7％ 21.5％ 5.5％ 

わかばさんは，次の【わかばさんの考え】 

のように，花がらのタイルを n 枚使うときに 

必要な青いタイルの枚数を求める式について 

考えました。下の【わかばさんの考えた式】 

の         に当てはまる式を書きなさい。 

６n+３ 

(正答) 

３(２n+１)

 (正答) 

展開すると

６n＋３にな

るもの 

(正答) 

33 ５n+３ ８ ９ その他 無解答

16.4％ 4.0％ 1.4％ 6.4％ 3.7％ 3.5％ 2.2％ 43.6％ 18.8％

あるスーパーマーケットでは，７月第１週は，冷凍食品の特売を行っています。７月第１週

の月曜日から金曜日までは，すべての冷凍食品を普段販売している価格の２割引で販売してい

ます。また，７月第１週の土曜日は，すべての冷凍食品を普段販売している価格の２割引した

販売価格からさらに３割引で販売しています。そして，７月第１週の日曜日は，すべての冷凍

食品を普段販売している価格の半額で販売しています。 

 

次の   に入る数を答えなさい。 

「このスーパーマーケットでは，７月第１週の日曜日は，すべての冷凍食品を普段販売して

いる価格の   割引で販売している。」 
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【結果分析】 

 

 

 

４(1)①は、文章を読み取り、情報を取り出すことができるかをみる問題である。正答は「５」

で、74.7％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「２」で、10.5％である。この誤答

の要因として、文章から７月第１週の日曜日の割引率について読み取ることができず、７月第１週

の月曜日から金曜日までの割引率を取り出してしまったことによるものと考えられる。 

 

４(1)②  割合を文字を使った式で表すことができる。     【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

４(1)②は、割合を文字を使った式で表すことができるかをみる問題である。正答は「ア」で、

54.6％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、16.1％である。この誤答の要

因として、x－0.2x と混同してしまったことによるものと考えられる。また、「ウ」や「エ」を選択

した生徒も多く、割合の理解と、割合を式化することに課題があると考えられる。 

 

４(2) 割合の考え方を用いて問題を解決することができる。   【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

４(2)は、割合の考え方を用いて問題を解決することができるかをみる問題である。正答は「イ」

で、57.7％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」で、23.7％である。この誤答

の要因として、２割引したものを３割引することと、５割引することを同じことと誤って考えてい

ることによるものと考えられる。割合の理解に加え、文章を「式」や「図」、「表」で表し、分かり

やすく表現しようとする態度が不足しているものと考えられる。 

 

４(3)  割合の考え方を用いて方程式を立式することができる。   

                                     【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

 

５(正答) ２ 半、半額 ３ 50 その他 無解答 

74.7％ 10.5％ 4.5％ 1.9％ 1.0％ 4.2％ 3.2％ 

普段販売している価格が x 円の冷凍食品Ａの７月第１週の月曜日に販売している価格を表す

式として最も適切なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

ア （１− 0.2）x     イ x − 0.2    ウ １− 0.2x     エ 0.2x 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

54.6％ 16.1％ 13.9％ 13.4％ 0.1％ 1.9％ 

このスーパーマーケットで，７月第１週の土曜日と日曜日に同じ冷凍食品を買うとき，販売し

ている価格の関係として最も適切なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。

ア ７月第１週の土曜日に販売している価格のほうが安い。 

イ ７月第１週の日曜日に販売している価格のほうが安い。 

ウ ７月第１週の土曜日も，日曜日も，販売している価格は変わらない。 

エ 冷凍食品を買う量によって販売している価格が安い曜日が変わる。 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

10.5％ 57.7％ 23.7％ 6.0％ 0.1％ 2.0％ 
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【問題の概要】 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

４(3)は、割合の考え方を用いて方程式を立式することができるかをみる問題である。正答は

「0.8y－90＝0.5y」、「0.8y=0.5y+90」、「移項すると『0.8y－90=0.5y』になるもの」、「0.3y=90」で、

7.9％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「y が使われてないもの」で、4.2％であ

る。この誤答の要因として、方程式を立式するために求めたいものを文字で置き、等しい関係を見

付けることができなかったことによるものと考えられる。方程式への理解や、問題文を理解する力

について高めていく必要があると考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 生徒がどの段階でつまずいているのかを理解し、個に応じた指導を行う。 

  ４では読み解く力に関する問題を出題している。 

  ４(1)では、問題文から必要な情報を取り出すことができるかをみている。この問題は、問題文

から７月第１週の日曜日の冷凍食品の割引率を取り出すものだが、この段階で四分の一の生徒が誤

答となっている。これらの生徒については、これ以降の方程式を立式する等の課題に対する準備が

できていない段階であると考えられるので、問題文等から必要な情報を取り出す力を意識して高め

ていく必要がある。 

  ４(2)では、問題文から取り出した情報を基に実際に操作をしながら、もしくは文字で表しなが

ら、販売価格の安い曜日を考察する問題を出題している。この段階で四割の生徒が誤答となってい

る。２割引を３割引した値段と、５割引した値段を同じと捉えている生徒が四分の一おり、これら

の生徒については２つ以上の事象を比較し、関連付ける力を付けていく必要があると考えられる。 

  ４(3)では、(1)と(2)を踏まえ、実際に問題を解決するための方程式を立式する問題を出題して

いる。この問題の正答率は 7.9％と、10％を下回っている。方程式を立式するために求めたいもの

を文字で置き、等しい関係を見付けて方程式にすることに課題があることが分かる。 

  この読み解く問題の構成を踏まえ、それぞれの生徒に対して段階に応じた指導を行っていくこと

で、学力の向上を図る必要がある。 

 

５(1) y が x に反比例するものが分かる。        【数量や図形などについての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

このスーパーマーケットにおいて，７月第１週の月曜日に冷凍食品Ｂを販売している価格と，

７月第１週の日曜日に冷凍食品Ｂを販売している価格を比べたとき，販売している価格の高い曜

日と低い曜日との金額の差が 90 円になりました。このとき，冷凍食品Ｂの普段販売している価

格を求めるために，冷凍食品Ｂの普段販売している価格を y 円として，方程式を作りなさい。 

0.8y－
90=0.5y 
(正答) 

0.8y=0.
5y+90 
(正答) 

移項すると

「0.8y－
90=0.5y」にな

るもの(正答) 

0.3y=90
(正答)

整理、移項する

と「0.8y＋
90=0.5y」になる

もの 

y=300 と書

かれてい

るもの 

y の係数が

0.2 になっ

ているも

の 

y が使わ

れてい

ないも

の 

その他 無解答

0.5％ 1.6％ 5.5％ 0.3％ 0.3％ 0.4％ 0.3％ 4.2％ 
52.5

％ 

34.4

％ 

y が x に反比例するものとして最も適切なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で答え

なさい。 

ア 高速道路を時速 80 ㎞で x 時間走ったときの距離 y ㎞ 

イ １本 150 円のジュース x 本を 1000 円で買ったときの残りの金額 y 円 

ウ 半径 x ㎝の円の面積 y ㎝ 2 

エ 40 Ｌ入る水そうに毎分 x Ｌずつ水を入れるとき，満水になるまでの時間 y 分 
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【結果分析】 

 

 

 

５(1)は、y が x に反比例するものが分かるかをみる問題である。正答は「エ」で、50.5％の正答

率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、20.9％である。この誤答の要因として、x

が増加すると y が減少するものを反比例と誤って考えてしまったことによるものと考えられる。 

 

５(2)  比例の式を求めることができる。                                    【数学的な技能】 

【問題の概要】 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

 

５(2)は、比例の式を求めることができるかをみる問題である。正答は「y=－３x」で、46.8％の

正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「y=－ 」又は「y= 」で、3.5％である。この誤

答の要因として、反比例と誤ったことによるものと考えられる。さらに、2.9％の反応率だった「６

＝－２a」と同様、「その他」の中には「３」や「y＝12」等、問題にある「y を x の式で表す」とい

うことの意味について理解していないと考えられる解答が見られた。「無回答」の割合が多いのもこ

のためであると考えられる。式の変形の単元と関連させ、指導していく必要があると考えられる。 

 

５(3)  比例のグラフの式が分かる。               【数量や図形などについての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

５(3)は、比例のグラフの式が分かるかをみる問題である。正答は「ア」で、60.5％の正答率で

ある。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」で、29.0％である。この誤答の要因として、比例定

数によってグラフの傾きがどのように変化するのかについて誤って理解していることによるものと

考えられる。x の増加量と y の増加量について、「式」と「グラフや表」を関連付けて考えていくこ

とが必要であると考えられる。 

 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

14.1％ 20.9％ 12.4％ 50.5％ 0.7％ 1.4％ 

y は x に比例し， x ＝－２のとき y ＝６です。このとき， y を x の式で表しなさい。 

y=－３x(正

答) 

y=－  

y= 

６＝－２a y＝３x y＝－12x その他 無解答 

46.8％ 3.5％ 2.9％ 2.4％ 1.2％ 32.0％ 11.2％ 

関数 y ＝３x のグラフとして最も適切なものを，記号で答えなさい。 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

60.5％ 4.6％ 29.0％ 3.7％ 0.0％ 2.2％ 

12  

12 

x 

x 

12
x 

12
x 
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６(1) 垂線の作図や同じ長さをうつしとる作図を行うことができる。           【数学的な技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

 

 

６(1)は、垂線の作図や同じ長さをうつしとる作図を行うことができるかをみる問題である。正

答は結果分析のとおりで、32.6％の正答率である。正答の中には、線分ＡＢをＡのほうに延長した

もの、角の二等分線を利用したものが含まれている。また、「その他」の中には、垂線はかけている

がＢＣの距離が作図されていないもの、正方形を完成しようとしているが、垂線の作図が不足して

いるものが見られた。作図する際のコンパスの線の意味や、コンパスの線が交わった部分が何を表

すのかなど、作図の過程一つ一つについて意味を理解させる指導が大切であると考えられる。また、

平行線を２枚の定規の組み合わせでかいていると考えられる解答も見られた。小学校の指導内容を

理解し、中学校の指導内容へ段階的に移行していくことが必要であると考えられる。 

 

６(2)  作図の方法を表した文章について考えることができる。          【数学的な見方や考え方】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

次の【図１】の線分ＡＢをもとに，次 

の【図２】のような線分ＡＢを１辺とす 

る正方形ＡＢＣＤを作図します。 

このとき，解答用紙の図にある線分Ａ 

Ｂをもとに，頂点Ｃを作図しなさい。た 

だし，作図の際にひいた定規やコンパス 

のあとは必ず残しなさい。 

 (正答)  
線分ＡＢを延

長していない

コンパスを使

用していない
その他 無解答 

32.6％ 0.7％ 1.1％ 55.4％ 10.2％ 

次の【図３】は，円Ｏと，円Ｏの中心からの距離が 

異なる２つの点，点Ａと点Ｂを示したものです。この 

とき，円Ｏの周上にあって，ＡＰ＝ＢＰとなる点Ｐを 

作図する手順として最も適切なものを，下のア～エの 

中から１つ選び，記号で答えなさい。 

ア 点Ｏと点Ａ，点Ｏと点Ｂをそれぞれ結ぶ。∠ＡＯＢの二等分線である半直線ＯＣを 

作図し，半直線ＯＣと円Ｏとの交点をＰとする。 

イ 点Ａと点Ｂを通る直線を引く。点Ｏから直線ＡＢに垂直な直線ＯＣを作図し，直線 

ＯＣと円Ｏとの交点をＰとする。 

ウ 点Ａと点Ｂを結ぶ。線分ＡＢの垂直二等分線を作図し，円Ｏとの交点をＰとする。 

エ 点Ｏと点Ａを結ぶ。線分ＯＡの垂直二等分線を作図し，円Ｏとの交点をＰとする。 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

17.7％ 20.5％ 49.8％ 9.2％ 0.2％ 2.6％ 
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６(2)は、作図の方法を表した文章について考えることができるかをみる問題である。正答は「ウ」

で、49.8％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、20.5％である。この誤答

の要因として、それぞれの作図によってかくことのできる線分に、どのような性質があるのか理解

していないことによるものと考えられる。また、この問題に誤答した生徒は、実際に選択肢の文章

を図に表わすことに課題があると考えられる。文章を見て、その通りに作図する技能や、作図の過

程を文章にして表現する力を高めていく必要があると考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善を行う。 

 ６(2)では、作図を文章で表現したものを出題している。数学に関する事象を様々な形で表現す

ることは大切なことである。また、作図の指導においては、手段を教えるだけではなく、なぜその

方法によって目的の作図ができるのか、また作図した線分等にはどのような性質があるのかを指導

することで、図形に関する理解を深めていく必要がある。 

  また、数学的な見方や考え方を高めていくためには、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた

授業改善を行うことが重要である。 

 

６(3)  図形の作図に意欲的に取り組もうとすることができる。     【数学への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】（下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ生徒の数学における平均正答率を表す。） 

 

 

 

 

６(3)は、図形の作図に意欲的に取り組もうとすることができるかをみる問題である。正答は「ア」、

「イ」、「ウ」のいずれかで、90.9 ％の正答率である。この問題を正答した生徒は、誤答した生徒よ

りも平均正答率が 20％以上高いことが分かる。 

 

７(1)  回転体について理解している。             【数量や図形などについての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図形の作図の学習をもとに，あなたならどのようなことに取り組もうと思いますか。次のア～

エの中には適切なものがいくつかありますが，あなたの考えに最も近いものを１つ選び，記号で

答えなさい。 

ア 作図でかくことのできる角度について調べたい。 

イ 様々な図形について，作図する方法を考えたい。 

ウ 一度作図した方法以外の方法で作図ができるか考えたい。 

エ コンパスを使わず，定規で長さを測って作図する方法を考えたい。 

 ア(正答) イ(正答) ウ(正答) エ その他 無解答 

反応率 8.3％ 47.8％ 34.8％ 7.5％ 0.1％ 1.5％ 

平均正答率 54.7％ 57.0％ 54.6％ 33.1％ 30.4％ 16.8％ 

次の【図１】のような，∠Ｂ＝90°の直角三角形ＡＢＣがあります。この直角三角形ＡＢＣを，

ある辺を軸として一回転させてできる立体を考えます。このとき，できる立体が円錐になる辺と

して適切なものを，下のア～ウの中からすべて選び，記号で答えなさい。 

 

 

 

 

ア 辺ＡＢ    イ 辺ＢＣ    ウ 辺ＣＡ 
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【結果分析】 

 

 

 

 

７(1)は、回転体について理解しているかをみる問題である。正答は「ア、イ」（完答）で、46.5％

の正答率である。誤答の中に、正答に含まれない「ウ」を含むものは 15.9％であった。「ウ」を選

択した要因として、平面をある軸を中心に回転させたときにできる立体について想起することがで

きなかったことや、「円錐」がどのような立体であるかを理解できていないことによるものと考えら

れる。 

 

７(2) 円柱の表面積を求めることができる。                                 【数学的な技能】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

７(2)は、円柱の表面積を求めることができるかをみる問題である。正答は「48π」で、22.0％

の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「45π」で、16.3％である。この誤答の要因と

して、円柱の体積を求めてしまったことによるものと考えられる。 

 

７(3)  底面積と高さが同じ円柱と円錐の体積の関係について理解している。 

【数量や図形などについての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

７(3)は、底面積と高さが同じ円柱と円錐の体積の関係について理解しているかをみる問題であ

る。正答は「３」で、57.3％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「２」で、20.8％

である。この誤答の要因として、同じ底面積の柱体と錐体の体積の関係について、柱体の体積が錐

体の体積の３倍になることを理解せず、見た目等で判断してしまったことによるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

ア イ ウ 
ア、イ

(正答)
ア、ウ イ、ウ ア、イ、ウ その他 無解答 

17.1％ 18.6％ 7.7％ 46.5％ 3.0％ 3.9％ 1.3％ 0.3％ 1.6％ 

底面の半径が３㎝，高さが５㎝の円柱の表面積を求めなさい。 

48π(正答) 45π 15 15π 39π 30π 48 63π その他 無解答 

22.0％ 16.3％ 5.5％ 5.0％ 3.5％ 2.5％ 1.9％ 1.8％ 29.9％ 11.6％ 

次の【図２】は，底面積と高さがそれぞれ 

等しい円柱と円錐を表しています。このとき， 

円柱の体積は，円錐の体積の何倍になるか答 

えなさい。 

３(正答) ２ 
 

 
 その他 無解答 

57.3％ 20.8％ 7.7％ 1.3％ 7.7％ 5.2％ 

３

１

２

１
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【授業改善のポイント】 知識・理解の観点を、他の観点の指導においても意識する。 

７(3)では、底面積と高さが同じ柱体と錐体の体積の関係について出題しているが、正答は 57.3％

にとどまっている。錐体の体積を求める問題については、過去の調査問題においても正答率が 30％

を下回っており、引き続き課題があると考えられる。 

以前から柱体と錐体の体積の関係を理解できるようにするために、それぞれの模型に水を入れ、

何杯入るかを提示するような授業が行われているが、そのような授業について、さらに工夫してい

く必要がある。 

例えば、実験する前に柱体の体積と錐体の体積の関係を予想することが挙げられる。予想するこ

とによって、実験の結果が知識として定着しやすくなると考えられる。また、予想が正しいかどう

かについて、模型を用いた実験による測定を生徒自ら行って確かめる場面を設定することが考えら

れる。実際に生徒が予想を基に操作を行うことで、知識の定着が図られると考えられる。 

また、実測をするだけではなく、理論的に考えることで理 

解を深めることもできる。例えば、右のような立体を用い、 

１つの直方体から４つの錐体が取り出せることから、３倍に 

なることを一般化していく方法も考えられる。 

 知識・理解については、この観点のみで独立して考えるだ 

けでなく、他の観点の指導の際にも、既習事項は何なのか、 

知識・理解を定着するためにはどのような指導を行えばよい 

かといったことを考えながら指導を行っていくことが大切である。  

８(1)  文章を読み取り、情報を取り出すことができる。   【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

８(1)は、文章を読み取り、情報を取り出すことができるかをみる問題である。正答は「9.6」で、

23.7％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「９」で、21.5％である。この誤答の要

因として、最も長いものの長さを 10cm として計算してしまったことによるものと考えられる。 

８(2) 中央値を求めることができる。   【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

つばさくんとみどりさんは，次の【図１】のように， 

袋を結ぶためのプレゼント用モールを準備することに 

なり，次の【作業】をしました。モールは長さを測ら 

ず，なるべく３等分になるように切り分けます。 

つばさくんは，この【作業】をしたあと，３本のプレゼント用モール 

の長さを比べたところ，右の【図２】のようになりました。このとき， 

３本のプレゼント用モールのうち，最も短いものの長さを求めなさい。 

9.6(正答) ９ 9.8 10 9.2 その他 無解答 

23.7％ 21.5％ 3.2％ 2.9％ 2.0％ 32.5％ 14.2％ 

みどりさんは，この【作業】を５回繰り返し，全部で 15 本のプレゼント用モールを作りまし

た。その後，すべてのプレゼント用モールの長さを測ったところ，次のような結果になりました。

このとき，15 本のプレゼント用モールの長さの中央値を求めなさい。 
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【結果分析】 

 

 

 

８(2)は、中央値を求めることができるかをみる問題である。正答は「10.1」で、42.3％の正答

率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「9.2」で、7.4％である。この誤答の要因として、中

央値が資料を大きい順に並べたときの中央の値より１つ少ない値を選んでしまったことによるもの

と考えられる。また、「その他」の中には、15 を２で割った「7.5」という値から、７番目と８番目

の長さを足し、平均を出した「9.65」という解答が見られた。これらのことから、小さい順に並ん

でいる数について、中央の数を特定することについても課題があると考えられる。 

 

８(3) 正確に作業することができたと言える理由を、データを基に説明することができる。  

【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

８(3)は、正確に作業することができたと言える理由を、データを基に説明することができるか

をみる問題である。正答例は「みどりさん、９cm 以上 11cm 未満の度数の合計がつばさくんより多

いから」等で、46.2％の正答率である。正答したもののうち、代表値等の数学的表現を使っている

ものは 17.7％である。「その他」の誤答には、今回比較する場合に利用できない平均値等について

書かれていた解答が含まれている。また、「無解答」が多いことから、数学的に表現する力について

高めていく必要があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

10.1(正答) 9.2 10.7 11.0 9.0 その他 無解答 

42.3％ 7.4％ 4.2％ 2.8％ 1.4％ 29.5％ 12.4％ 

つばさくんとみどりさんは，それぞれこの【作業】を 10 回繰り返し，30 本ずつプレゼント

用モールを作りました。次の【表】，下の【図３】，下の【図４】は，つばさくんとみどりさんが

作ったプレゼント用モールの長さについて，度数分布表とヒストグラムにまとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

２人のうちどちらが正確に作業することができたと考えられますか。正確に作業ができたと思

う人の名前と，その理由を書きなさい。 

みどりさんを選

び、最頻値につい

て書かれている 

(正答) 

みどりさんを選

び、ある度数につ

いて書かれている

（正答） 

どちらかを選択

し、論理的に正当

である。 

（正答） 

その他の代表値等

について書かれて

いる 

その他 無解答 

0.8％ 16.9％ 28.5％ 5.0％ 32.7％ 16.1％ 
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８(4)  資料の活用に意欲的に取り組もうとすることができる。   【数学への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

【結果分析】（下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ生徒の数学における平均正答率を表す。） 

８(4)は、資料の活用に意欲的に取り組もうとすることができるかをみる問題である。正答は「ア」、

「ウ」、「エ」のいずれかで、66.5％の正答率である。特に、「エ」の「ある中学校の２年生一人一人

が昨日読書をした時間」を選択した生徒の数学の平均正答率が、「ア」、「ウ」を選択した生徒より高

いことが分かる。 

「イ」は、時系列に記録していくようなデータについては度数分布表で表すのに適していないの

で誤答としているが、この「イ」を選択した生徒の平均正答率は一番低くなっている。 

 また、正答となっている３つの選択肢についても、最も正答率が高いものが「エ」、次に高いのが

「ウ」、正答の中で最も低かったのが「ア」となっており、「エ」を選んだ生徒と「ア」を選んだ生 

徒の正答率には 10.1 ポイントの差がある。 

【授業改善のポイント】 生徒の関心・意欲・態度の方向性を踏まえた指導の充実を図る。 

８(4)では、数学への関心・意欲・態度から観点の問題を出題した。さらに、選択した解答に対

する、数学の教科の平均正答率を比較した。【結果分析】で示したように、選んだ選択肢によって、

全体の平均正答率に違いがあることが分かる。 

 正答の３つの選択肢は、「エ ある中学校の２年生一人一人が昨日読書をした時間」、「ウ 移動教

室で生徒一人一人が買ったおみやげの代金」、「ア 47 都道府県それぞれの面積」の順により身近で、

変化の多いものとなっている。【結果分析】のように、教科全体の正答率が「エ」→「ウ」→「ア」

の順に高くなっている理由の１つとして、より身近な問題を数学的に捉えることに興味・関心があ

るほど、正答率が高くなっているといったことが考えられる。このことから、授業で扱う課題等に

ついて工夫することによって、生徒の興味・関心の方向を定め、より数学的に問題を解決していく

能力を高めていくことができると考えられる。 

資料を度数分布表に表すことで，資料全体の傾向が読み取りやすくなります。あなたならどの

ような資料を度数分布表で表したいと思いますか。次のア～エの中には適切なものがいくつかあ

りますが，あなたの考えに最も近いものを１つ選び，記号で答えなさい。 

ア 47 都道府県それぞれの面積

イ ある生徒の１年ごとの 50 m 走の記録

ウ 移動教室で生徒一人一人が買ったおみやげの代金

エ ある中学校の２年生一人一人が昨日読書をした時間

ア(正答) イ ウ(正答) エ(正答) その他 無解答 

反応率 17.3％ 29.2％ 19.9％ 29.3％ 0.2％ 4.1％ 

平均正答率 51.0％ 50.5％ 54.3％ 61.1％ 36.0％ 29.4％ 
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(4) 理科（中学校第２学年対象）

１(1) イヌワラビのからだのつくりを理解している。 【自然事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

１(1)は、イヌワラビのからだのつくりを理解しているかをみる問題である。正答は「エ」で、

46.4％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは「イ」の 23.5％及び「ウ」の 21.9％である。

「イ」の誤答の要因として、イヌワラビの殖え方について理解していたが、根・茎・葉の区別につ

いて種子植物とシダ植物の違いを理解していないことによるものと考えられる。「ウ」の誤答の要因

として、根・茎・葉の区別について種子植物とシダ植物の違いを理解していたが、イヌワラビの殖

え方について理解していないことによるものと考えられる。また、種子と胞子の区別がついておら

ず、「Ｃを種子」として理解している生徒が 29.6%（「ア」＋「ウ」）、根・茎・葉の区別の有無を理

解しておらず、「イヌワラビには根・茎・葉の区別がない」と理解している生徒が 31.2%（「ア」＋

「イ」）いることから、これらの生徒は、種子植物、シダ植物、コケ植物の共通点と相違点を理解で

きていないことによるものと考えられる。 

１(2) 顕微鏡の使い方を理解している。    【観察・実験の技能】 

【問題の概要】 

イヌワラビの葉の裏側にある【図２】の小さなふくらみ（Ｃ）の名称とイ

ヌワラビのからだのつくりの特徴との組み合わせとして最も適切なものを，

次のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

7.7％ 23.5％ 21.9％ 46.4％ 0.2％ 0.3％ 

【図４】の顕微鏡で観察するときの手順として最も適切なものを，

下のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

ア はじめに，対物レンズを４倍のものにし，ピントを合わせる。

観察したいものを視野の左に動かしたいときは，プレパラートを

右に動かす。次に，レボルバーを回して対物レンズを 10 倍のもの

に変えて，ピントを合わせて観察する。

イ はじめに，対物レンズを４倍のものにし，ピントを合わせる。観察したいものを視野の左

に動かしたいときは，プレパラートを左に動かす。次に，レボルバーを回して対物レンズを

10 倍のものに変えて，ピントを合わせて観察する。

ウ はじめに，対物レンズを 10 倍のものにし，ピントを合わせる。観察したいものを視野の左

に動かしたいときは，プレパラートを右に動かす。次に，レボルバーを回して対物レンズを

４倍のものに変えて，ピントを合わせて観察する。

エ はじめに，対物レンズを 10 倍のものにし，ピントを合わせる。観察したいものを視野の左

に動かしたいときは，プレパラートを左に動かす。次に，レボルバーを回して対物レンズを

４倍のものに変えて，ピントを合わせて観察する。
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【結果分析】 

 

 

 

１(2)は、顕微鏡の使い方を理解しているかをみる問題である。正答は「ア」で、70.9％の正答

率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、15.1％である。この誤答の要因として、対

物レンズを選択する順番は理解しているが、「観察したいものを視野の左に動かしたいときは、プレ

パラートを右に動かす」というようなプレパラートの動かし方について、視野と関連させて理解し

ていないことによるものと考えられる。 

 

１(3) イヌワラビの維管束の場所を理解している。      【自然事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

１(3)は、イヌワラビの維管束の場所を理解しているかをみる問題である。正答は「イ」で、80.2％

の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「エ」で、9.0％である。この誤答の要因として、

イヌワラビのからだのつくりについて理解しておらず、茎の断面を子房の断面と誤ったことによる

ものと考えられる。 

 

２(1) 植物を分類する条件を考えることができる。           【科学的な思考・表現】 

【問題の概要】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

70.9％ 15.1％ 10.2％ 3.5％ 0.0％ 0.3％ 

【図３】のＤは，たくさんの管が集まっていました。この部分の名称として

最も適切なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

 

ア 葉緑体   イ 維管束   ウ 気孔   エ 胚珠 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

4.6％ 80.2％ 5.9％ 9.0％ 0.0％ 0.3％ 

【図１】のＡ～Ｆの植物を【図２】

のように分類しました。分類した条件

Ⅰ，Ⅱに当てはまるものとして最も

適切なものを，次のア～エの中からそ

れぞれ１つ選び，記号で答えなさい。 

 

ア 花の色 

イ 花のつくりや花弁の特徴 

ウ 葉の形 

エ 葉脈の様子 

Ⅰエ、Ⅱイ(完答) その他 無解答 

61.2％ 38.2％ 0.5％ 
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２(1)は、植物を分類する条件を考えることができるかをみる問題である。正答は「Ⅰエ、Ⅱイ」

で、61.2％の正答率である。Ⅰのみの正答率は、65.0％で、誤答の中で反応率が最も高いのは「イ」

で、17.2％である。この誤答の要因として、ＢとＤの花のつくりや花弁の特徴が同じであるため、

分類する条件だと考えたことによるものと考えられる。Ⅱのみの正答率は、71.9％で、誤答の中で

反応率が最も高いのは「エ」で、15.2％である。この誤答の要因として、花の色や葉の形で分類し

ていないことは理解しているが、植物の特徴と分類の条件を関連付けて理解していないことによる

ものと考えられる。例えば、花弁の特徴と葉脈の様子で分類できることは理解しているが、花弁の

特徴で分類できるのは双子葉類、葉脈の様子で分類できるのは被子植物であることを理解できてい

ないことなどによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 野外観察等を行い、植物の特徴を見いだす指導の充実を図る。 

野外観察等を行う際には、観察の結果から結論を導き出してまとめを行うだけでなく、観察する

ときに注目する点を事前に与えることが大切である。様々な植物の特徴について、共通点と相違点

に注目させ、仲間分けをさせる指導を行い、植物の特徴を整理して、植物を系統的に分類するため

にはどのような方法があるかを考える力を高めていくことが大切である。 

 

２(2)  植物の特徴から植物を分類することができる。          【科学的な思考・表現】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

２(2)は、植物の特徴から植物を分類することができるかをみる問題である。正答は「ア」で、 

72.0 ％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」で、14.2％である。この誤答の要

因として、花弁が１つにつながっているという特徴を分類の条件として見いだすことができなかっ

たことによるものと考えられる。 

 

２(3) 植物の分類について関心がある。           【自然事象への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

 

 

 

【図３】の植物は、【図２】の「Ａ，Ｃ」，「Ｂ，Ｄ」，

「Ｅ，Ｆ」のどのグループに分類されますか。最も適

切なものを次のア～エの中から１つ選び，記号で答え

なさい。 

ア 「Ａ，Ｃ」のグループ 

イ 「Ｂ，Ｄ」のグループ 

ウ 「Ｅ，Ｆ」のグループ 

エ 【図２】のⅠ，Ⅱの条件では，分類できない。 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

72.0％ 7.1％ 14.2％ 5.6％ 0.3％ 0.8％ 

観察のあと，植物の分類について，あなたならさらにどのようなことを調べたいと思いますか。

次のア～エの中には適切なものがいくつかありますが，あなたの考えに最も近いものを１つ選

び，記号で答えなさい。 

 ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

Ⅰ 3.7％ 17.2％ 13.4％ 65.0％ 0.2％ 0.5％ 
 

 ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

Ⅱ 3.5％ 71.9％ 8.5％ 15.2％ 0.2％ 0.6％ 
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【結果分析】（下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ生徒の理科における平均正答率を表す。） 

 

 

 

 

２(3)は、植物の分類について関心があるかをみる問題である。正答は「ア」、「イ」、「エ」のい

ずれかで、81.1％の正答率である。誤答の要因として、植物を分類するという視点ではなく、植物

を利用した実例に関心が向いてしまったことによるものと考えられる。 

 

３(1) 状態変化における体積と質量の変化について理解している。【自然事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

３(1)は、状態変化における体積と質量の変化について理解しているかをみる問題である。正答

は「①イ②ウ」で、50.1％の正答率である。誤答の要因として、状態変化では、物質の状態や体積

は変化するが、粒子の数そのものは変化しないことから質量は変化しないことを理解していないこ

とによるものと考えられる。 

 

３(2) 密度について理解している。              【自然事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 ア(正答) イ(正答) ウ エ(正答) その他 無解答 

反応率 26.7％ 8.6％ 18.3％ 45.8％ 0.1％ 0.6％ 

平均正答率 57.8％ 47.5％ 43.8％ 56.1％ 34.6% 14.6% 

【対話文】（一部抜粋 詳細は資料編参照） 

たつや ろうは状態変化して固体から液体になるとき，体積は（ ① ）のですね。質量はどう

なるのでしょうか。 

はるな 質量を測定前と比べてみましたが,固体から液体になるとき，質量は（ ② ）ことが

分かりました。 

【対話文】の（ ① ）と（ ② ）に当てはまる語句として最も適切なものを，次のア～ウ

の中からそれぞれ１つ選び，記号で答えなさい。ただし，同じ記号を２度用いてもかまいません。

ア 減少する   イ 増加する   ウ 変化しない 

①イ②ウ(完答) その他 無解答 

50.1％ 49.5％ 0.4％ 

【対話文】（一部抜粋 詳細は資料編参照） 

たつや 状態変化後の液体のろうの質量は 16.0ｇで，体積は 20.0 ㎝３でした。密度は（ ③ ）

になりますね。 

【対話文】の（ ③ ）に当てはまるものとして最も適切なものを，次のア～エの中から１つ

選び，記号で答えなさい。 

ア 0.80ｇ/㎝３   イ 1.00ｇ/㎝３   ウ 1.25ｇ/㎝３   エ 4.00ｇ/㎝３ 

ア 違う分類の基準がないか調べたい。  イ 同じ学級の友人が分類した表と比較したい。

ウ 花の色素で布を染める仕組みについて調べたい。 

エ 花や葉のつくりと根のつくりとの関係を調べたい。 

 ア イ(正答) ウ その他 無解答 

① 24.6％ 58.7％ 16.1％ 0.2％ 0.4％ 

 ア イ ウ(正答) その他 無解答 

② 12.5％ 13.6％ 72.7％ 0.7％ 0.4％ 
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【結果分析】 

３(2)は、密度について理解しているかをみる問題である。正答は「ア」で、46.6％の正答率で

ある。誤答の中で反応率が高いのは「ウ」の 30.0％及び「エ」の 15.3％である。いずれも密度の求

め方を理解しておらず、「ウ」の誤答の要因として、体積を質量で割って計算したことによるものと

考えられる。また、「エ」の誤答の要因として、体積から質量を引いて計算したことによるものと考

えられる。 

３(3) 固体と液体の密度を比較して考えている。 【科学的な思考・表現】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

３(3)は、固体と液体の密度を比較して考えているかをみる問題である。正答は「エ」で、39.3％

の正答率である。誤答の要因として、固体と液体の粒子のモデルから密度の大きさを理解していな

いことや、物質の密度と浮き沈みとの関係を理解していないことなどによるものと考えられる。 

４(1) 溶解度曲線を読み取り、溶解度の大きさについて考えることができる。【観察・実験の技能】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

46.6％ 7.0％ 30.0％ 15.3％ 0.2％ 1.0％ 

【対話文】 

たつや 固体のろうの密度よりも，液体のろうの密度のほうが（ ④ ）ということですね。

はるな そのことから考えると，固体のろうを液体に入れたら（ ⑤ ）と考えられますね。

【対話文】の（ ④ ）と（ ⑤ ）に当てはまる語句の組み合わせとして最も適切なものを，

次のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

ア ④ 大きい ⑤ 浮く イ ④ 大きい ⑤ 沈む

ウ ④ 小さい ⑤ 浮く エ ④ 小さい ⑤ 沈む

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

19.9％ 23.6％ 16.4％ 39.3％ 0.3％ 0.6％ 

４つの物質の溶解度について，【グラフ】から

分かることとして最も適切なものを，次のア～エ

の中から１つ選び，記号で答えなさい。 

ア 最も溶解度が大きいのは，20℃のときも

50℃のときも硝酸カリウムである。 

イ 最も溶解度が大きいのは，20℃のときも

50℃のときもホウ酸である。 

ウ 最も溶解度が大きいのは，20℃のときはホ

ウ酸で，50℃のときはミョウバンである。

エ 最も溶解度が大きいのは，20℃のときは塩化ナト

リウムで，50℃のときは硝酸カリウムである。

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

24.6％ 5.0％ 8.8％ 60.8％ 0.0％ 0.8％ 
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４(1)は、溶解度曲線を読み取り、溶解度の大きさについて考えることができるかをみる問題で

ある。正答は「エ」で、60.8％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ア」で、24.6％

である。この誤答の要因として、50℃のときに最も溶解度が大きい物質については捉えることがで

きたが、20℃のときに最も溶解度が大きい物質について、正しく捉えることができなかったことや

選択肢の文章から温度の条件を正しく読み取れていないことによるものと考えられる。 

 

４(2) 溶解度曲線から、得られる再結晶した物質の質量を求めることができる。 

【科学的な思考・表現】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

４(2)は、溶解度曲線から、得られる再結晶した物質の質量を求めることができるかをみる問題

である。正答は「ウ」で、50.4％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、26.8％

である。この誤答の要因として、10℃のときの溶解度を読み取ったことや、縦軸の１目盛を誤って

５g として読み取った数値を用いて計算したことによるものと考えられる。 

 

４(3) 質量パーセント濃度を求めることができる。      【自然事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

４(3)は、質量パーセント濃度を求めることができるかをみる問題である。正答は「ア」で、29.1％

の正答率である。誤答の中で反応率が最も高いのは「イ」42.5％である。「イ」の誤答の要因として、

食塩水の質量を 125ｇとせず、水 100ｇだけを用いて計算したことによるものと考えられる。 

 

５(1) 物体に働く力を表すことができる。                【観察・実験の技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

50℃の水 100ｇに 25ｇの塩化ナトリウムを溶かして，塩化ナトリウム水溶液を作りました。こ

の水溶液の質量パーセント濃度として最も適切なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で

答えなさい。 

 

ア 20％   イ 25％   ウ 27％   エ 37％ 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

29.1％ 42.5％ 15.2％ 11.4％ 0.0％ 1.7％ 

直方体Ｂをスポンジの上に置き，スポ

ンジに働く圧力を調べました。「直方体

Ｂがスポンジを押す力」を表したものと

して最も適切なものを，次のア～エの中

から１つ選び，記号で答えなさい。 

40℃の水 100ｇに硝酸カリウムを溶かして飽和させた水溶液を 10℃まで下げたとき，得られる

硝酸カリウムの結晶の質量として最も適切なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で答え

なさい。 

 

ア 約 15ｇ   イ 約 20ｇ   ウ 約 40ｇ   エ 約 60ｇ 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

9.9％ 26.8％ 50.4％ 11.7％ 0.0％ 1.2％ 
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【結果分析】 

 

 

 

５(1)は、物体に働く力を表すことができるかをみる問題である。正答は「ウ」で、36.2％の正

答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、57.0％である。この誤答の要因として、

矢印の向きは理解しているが、力の作用点を直方体にかかる重力と同じところと、理解しているこ

とによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 力を大きさと向きによって表す力を養う指導の充実を図る。 

静止している物体に力を働かせる実験を行い、物体が変形したり、動き出したりすることを観察

させる学習活動の中で、力の大きさによって変形の様子が異なることや動き出し方に違いがあるこ

とを見いださせる。物体の変形については、スポンジなどの柔らかい物体に接触面積を変えて同じ

力を加えたときのへこみ方の違いを調べ、へこみ方は接触面積と関係があるという圧力の考え方を

見いださせる。これらのことから、圧力は単位面積当たりの力の大きさで表されることを理解でき

るようにすることが大切である。その際、例えば、スキー板など圧力に関係のある身近な事物・現

象を取り上げるなどして、日常生活や社会と関連させて理解できるようにする。また、動いている

物体に力を加える実験を行い、速くなったり遅くなったり動く向きが変わったりするなど、運動の

様子が変わることを観察させる。これらのことを基にして、力の働きを見いださせるとともに、力

には大きさと向きがあることを理解させる。 

 

５(2) 物体に働く圧力を理解している。                【科学的な思考・表現】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

５(2)は、物体に働く圧力を理解しているかをみる問題である。正答は「エ」で、10.4％の正答

率である。誤答の中で反応率が高いのは、「ア」の 38.8％及び「イ」の 44.7％である。これらの誤

答の要因として、底面積が小さい順又は質量の大きい順に圧力が大きくなると、捉えてしまったこ

とによるものと考えられる。底面積もしくは、質量のどちらか一方だけがスポンジに働く圧力に関

係すると誤って考えた生徒が多かったことについて、圧力とは「単位面積当たりの力の大きさ」で

あることを理解していなかったことによるものと考えられる。 

 

直方体Ａ～Ｃをそれぞれスポン

ジの上に置き，直方体からスポン

ジに働く圧力を比較しました。こ

の結果を正しく説明したものとし

て最も適切なものを，次のア～エ

の中から１つ選び，記号で答えな

さい。 

ア Ａ，Ｂ，Ｃの順に直方体からスポンジに働く圧力が大きくなる。 

イ Ｃ，Ｂ，Ａの順に直方体からスポンジに働く圧力が大きくなる。 

ウ Ｂ，Ａ，Ｃの順に直方体からスポンジに働く圧力が大きくなる。 

エ Ａ，Ｂ，Ｃそれぞれの直方体からスポンジに働く圧力は同じになる。 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

38.8％ 44.7％ 5.3％ 10.4％ 0.1％ 0.7％ 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

3.4％ 57.0％ 36.2％ 2.6％ 0.1％ 0.6％ 
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６(1) 結果の表から実験の結果を読み取ることができる。         【観察・実験の技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

６(1)は、結果の表から実験の結果を読み取ることができるかをみる問題である。正答は

「15.0(15)」で、79.7％の正答率である。実験結果を表にまとめて分析する学習の経験から、正し

い結果を読み取れたことによるものと考えられる。 

 

６(2) 実験結果から凸レンズの焦点距離を求めることができる。【自然事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

６(2)は、実験結果から凸レンズの焦点距離を求めることができるかをみる問題である。正答は

「イ」で、29.1％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」で、47.5％である。こ

の誤答の要因として、物体（光源）と像の大きさが同じ大きさのときの凸レンズと物体（光源）と

の距離、凸レンズとスクリーンとの距離の半分が凸レンズの焦点距離であること、焦点距離そのも

のの意味などを理解していないことによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 自然現象についての知識・理解を身に付けさせる指導の充実を図る。 

自然現象についての知識・理解を身に付けさせるためには、自然の事物・現象についての観察、

実験などを行うことを通して、自然の事物・現象に対する概念や原理・法則の理解を図ることが大

切である。 

凸レンズに平行光線を当て、光が集まる点が焦点であることを生徒に理解させる際には、できる

だけ生徒一人一人に実験を行わせる。例えば、物体、凸レンズ、スクリーンの位置を変えながらス

クリーンに実像を結ばせ、凸レンズと物体の距離、凸レンズとスクリーンの距離、像の大きさ、像

の向きの関係を、生徒に見いださせることが考えられる。さらに、仮説や検証計画を立てるなどし

て、見通しをもって課題を設定し、実験を行わせるなどの活動を通して自然現象についての知識・

理解を身に付けさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

像の大きさが 2.5 ㎝になるのは，凸レンズとスクリーンとの距離が何㎝のときですか。 

15.0(15)(正答) 30.0(30) 16.7 その他 無解答 

79.7％ 2.9％ 1.4％ 11.5％ 4.5％ 

この凸レンズの焦点距離として最も適切なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で答え

なさい。 

 

ア 5.0 ㎝   イ 10.0 ㎝   ウ 20.0 ㎝   エ 40.0 ㎝ 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

13.9％ 29.1％ 47.5％ 7.8％ 0.1％ 1.7％ 
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７(1) 示準化石の特徴を理解している。           【自然事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

７(1)は、示準化石の特徴を理解しているかをみる問題である。正答は「ウ」で、37.4％の正答

率である。誤答の要因として、示準化石、示相化石の特徴を理解していないことや示準化石、示相

化石の言葉の意味は理解しているが、サンヨウチュウが示準化石であることを理解していないこと

によるものと考えられる。 

 

７(2) 石灰岩の性質を理解している。            【自然事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

７(2)は、石灰岩の性質を理解しているかをみる問題である。正答は「ア」で、70.4％の正答率

である。誤答の中で最も反応率が高いのは「イ」で、14.2％である。この誤答の要因として、石灰

岩にうすい塩酸をかけると、気体が発生することは理解しているが、石灰岩が貝殻やサンゴからで

きていることを理解していないことによるものと考えられる。 

 

 

 

【観察結果】岩石Ａには，サンヨウチュウの化石が見られた。 

 岩石Ａの中のサンヨウチュウの化石について述べたものとして最も適切なものを，次のア～エ

の中から１つ選び，記号で答えなさい。 

 

ア 示相化石と呼ばれ，その地層ができた年代（時代）が分かる。 

イ 示相化石と呼ばれ，その地層ができた当時の環境が分かる。 

ウ 示準化石と呼ばれ，その地層ができた年代（時代）が分かる。 

エ 示準化石と呼ばれ，その地層ができた当時の環境が分かる。 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

25.7％ 22.9％ 37.4％ 13.2％ 0.0％ 0.7％ 

【観察結果】岩石Ｂは，全体に白っぽく見え，ルーペで観察しても見分けにくいほど粒が小さか

った。 

 岩石Ｂに，ある操作を行ったところ，岩石Ｂは石灰岩であることが分かりました。 

 この操作について説明した次の文の（ ① ）と（ ② ）に当てはまる語句の組み合わせと

して最も適切なものを，下のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

「岩石Ｂにうすい塩酸を（ ① ）。このことから，岩石Ｂは（ ② ）でできていることが分

かる。」 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

70.4％ 14.2％ 6.0％ 8.3％ 0.1％ 1.0％ 
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７(3) 噴出された火山灰から火山の特徴を考えることができる。【自然事象についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

７(3)は、噴出された火山灰から火山の特徴を考えることができるかをみる問題である。正答は

「ウ」で、40.6％の正答率である。誤答の要因として、セキエイやチョウ石が含まれている火山灰

を噴出した火山は、マグマのねばりけが強く、激しく爆発的に噴火をすることや、岩石の色が白っ

ぽくなることを理解していないことによるものと考えられる。 

 

７(4) 岩石の特徴について関心をもっている。        【自然事象への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】（下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ生徒の理科における平均正答率を表す。） 

 

 

 

 

７(4)は、岩石の特徴について関心をもっているかをみる問題である。正答は「ア」、「ウ」、「エ」

のいずれかで、94.0％の正答率である。誤答の要因として、調べたいと思うことが岩石の特徴以外

に向いてしまったことによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 自然を科学的に探究する指導の充実を図る。 

地球に関する事物・現象について、生徒がすすんで関わり、それらの事物・現象に対する気付き

から問題を見いだして解決しようとする態度や、それらの事物・現象の理解が深まることによって

新たな問題を見いだそうとする態度など、科学的に探究しようとする態度を養うことが大切である。 

各学校の実態に応じて地域の地形や露頭の観察を行ったり、映像教材を用いたりすることや、ボ

ーリングコアや博物館の標本などの実物を授業に活用したりするなどして、地層の構成物の違いな

どに気付かせ、地層の広がりなどについて理解させることが重要である。 

 

 

あなたなら，この学習をした後に，岩石の特徴についてさらにどのようなことを調べたいと思
いますか。次のア～エの中には適切なものがいくつかありますが，あなたの考えに最も近いもの
を１つ選び，記号で答えなさい。 
 

ア 岩石に含まれる化石について調べたい。 
イ サンヨウチュウを漢字でどのように書くか調べたい。 
ウ 岩石をつくっている成分や色の違いについて調べたい。 
エ 顕微鏡で岩石を詳細に観察してみたい。 

【観察結果】火山灰Ｃには，セキエイやチョウ石が多く含まれていた。 

 火山灰Ｃを噴出した火山について，推定できる特徴として最も適切なものを，次のア～エの中

から１つ選び，記号で答えなさい。 

 

ア 火山をつくる岩石の色は白っぽく，マグマが流れ出るように噴火をする。 

イ 火山をつくる岩石の色は黒っぽく，マグマが流れ出るように噴火をする。 

ウ 火山をつくる岩石の色は白っぽく，激しく爆発的に噴火をする。 

エ 火山をつくる岩石の色は黒っぽく，激しく爆発的に噴火をする。 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

15.0％ 20.6％ 40.6％ 22.9％ 0.0％ 0.8％ 

 ア(正答) イ ウ(正答) エ(正答) その他 無解答 

反応率 25.3％ 5.3％ 35.2％ 33.5％ 0.0％ 0.7％ 

平均正答率 51.5％ 36.4％ 57.1％ 54.3％ 21.2% 14.4% 
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８(1) 実験結果を表したグラフを正確に取り出すことができる。【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

８(1)は、実験結果を表したグラフを正確に取り出すことができるかをみる問題である。正答は

「ウ」で、75.0％の正答率である。誤答の要因として、表とグラフを関連付け、正確に読み取れな

かったことによるものと考えられる。 

 

８(2) 力の大きさとばねののびについて考えることができる。  【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の【図１】のように，棒に付けたばねに１個 100g のおもりをつるす実験を行いました。長

さと強さの異なるＡ～Ｄの４つのばねを使って，ばねを引く力の大きさとばねの長さを調べ，そ

の結果を次の【表】と下の【グラフ】に表しました。ばねＡのグラフを表しているものとして最

も適切なものを，【グラフ】のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

8.9％ 8.4％ 75.0％ 5.2％ 1.1％ 1.4％ 

ばねＢにおもりを６個つるしたときののびと，ばねＣにおもりを６個つるしたときののびとを

比較したものとして最も適切なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

 

ア ばねＢののびは，ばねＣののびよりも 6.0 ㎝長い。 

イ ばねＢののびは，ばねＣののびよりも 6.0 ㎝短い。 

ウ ばねＢののびは，ばねＣののびよりも 3.0 ㎝長い。 

エ ばねＢののびは，ばねＣののびよりも 3.0 ㎝短い。 
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【結果分析】 

 

 

 

８(2)は、力の大きさとばねののびについて考えることができるかをみる問題である。正答は「エ」

で、55.3％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「ウ」で、19.0％である。この誤答

の要因として、表を正しく読み取ることができず、「ばねＢののびが、ばねＣののびよりも短い」と

いう、ばねＢとばねＣの、のびの関係を正しく捉えることができなかったことによるものと考えら

れる。 

 

８(3) ばねに働く力を理解し、ばねののびから実験の結果を考えることができる。 

                     【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８(3)は、ばねに働く力を理解し、ばねののびから実験の結果を考えることができるかをみる問

題である。正答は「①イ②ア」で、4.4％の正答率である。①の「ア」や「エ」の誤答の要因として、

力が働く物体を、ばねではなく、棒やおもりであると読み取ったことによるものと考えられる。②

の「イ」の誤答の要因として、ばねが【図２】のように静止していることを、【図１】のように片側

を棒で固定している状態と同様に考えることができずに、ばねがおもり４個で引かれていると誤っ

て推論したことによるものと考えられる。②の「ウ」や「エ」の誤答の要因として、ばねののびと、

ばね全体の長さとの区別がついていないことによるものと考えられる。 

 

次の【対話文】の中の（ ① ）と（ ② ）に入る語句として最も適切なものを，下のア～

エの中からそれぞれ１つ選び，記号で答えなさい。 

【対話文】 

 

 

 

 

 

 

① ア ばねが棒を引く力      イ 棒がばねを引く力 

  ウ おもりがばねを支える力   エ ばねがおもりを支える力 

 

② ア ばねののびは 1.0 ㎝になりました   イ ばねののびは 2.0 ㎝になりました 

  ウ ばねののびは 7.0 ㎝になりました   エ ばねののびは 8.0 ㎝になりました 

①イ②ア(完答) その他 無解答 

4.4％ 94.3％ 1.3％ 
 

 ア イ ウ エ その他 無解答 

① 26.6％ 18.2％(正答) 10.2％ 43.6％ 0.1％ 1.3％ 
 

 ア イ ウ エ その他 無解答 

② 14.8％(正答) 37.9％ 23.6％ 22.1％ 0.1％ 1.5％ 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

12.5％ 11.6％ 19.0％ 55.3％ 0.0％ 1.6％ 
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９(1) 資料から地震の情報を正確に取り出すことができる。  【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

９(1)は、資料から地震の情報を正確に取り出すことができるかをみる問題である。正答は「Ｃ」

で、83.5％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは「Ｂ」で、6.8％である。この誤答の

要因として、初期微動継続時間とはＰ波の到着時刻とＳ波の到達時刻の差であるという理解が十分

でなかったことや、地震計の記録の読み取り方を誤っていることなどによるものと考えられる。 

 

９(2) 地震波の速さを求めることができる。          【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

９(2)は、地震波の速さを求めることができるかをみる問題である。正答は「ア」で、47.1％の

正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「イ」18.6％と「ウ」24.1％である。「イ」の誤答の

要因として、Ｓ波の速さは求めることができたが、Ｐ波の到着時刻の差を求めることができなかっ

たことから、Ｐ波の速さを求めることができなかったことによるものと考えられる。「ウ」の誤答の

要因として、Ｐ波の到着時刻の差やＰ波の速さを求めることはできたが、Ｓ波の速さを求める際に

次の【資料】のＡ～Ｃの記録うち，初期微

動継続時間が最も長いものとして最も適切な

ものを１つ選び，記号で答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ｂ Ｃ(正答) その他 無解答 

4.7％ 6.8％ 83.5％ 3.9％ 1.1％ 

次の【説明】は地震の波の速さの求め方について，【資料】から分かったことを説明したもの

です。【説明】の中の（ ① ）～（ ③ ）に当てはまる数値の組み合わせとして最も適切な

ものを，下のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

【説明】 

 

 

 

 

 

ア ① ４   ② 7.5   ③ 3.0   イ ① ６   ② 5.0   ③ 3.0 

ウ ① ４   ② 7.5   ③ 5.0   エ ① ６   ② 5.0   ③ 5.0 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

47.1％ 18.6％ 24.1％ 8.6％ 0.2％ 1.3％ 

Ａ地点とＢ地点では，Ｐ波の到着時刻の差が（ ① ）秒である。また，この２地点の震源

からの距離の差は 30km である。このことから，Ｐ波の速さは，（ ② ）km/s と求められる。

同じように，Ｓ波の到着時刻の差と距離の差から考えると，Ｓ波の速さは，（ ③ ）km/s と

求められる。 
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震源からの距離の差を誤って捉えたことや、震源からの距離の差と地震波の到着時刻の差との関係

を理解できなかったことなどによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 生活と関連した課題を設定し、地震の伝わり方の特徴を捉えさせる指導の

充実を図る。 

地震の知識については、理科の授業のみならず、防災訓練や安全指導の際にも東京都教育委員会

が発行している「防災ノート」等の資料を使って学習する機会がある。 

理科の授業においては、例えば、緊急地震速報の仕組みを調べたり、首都直下地震が発生した場

合は速報を受信してから主要動が到達するまで何秒くらい時間があるかを考えたりするなど、生活

と関連させた課題を設定することで、地震に対する意識を高め、地震の揺れがほぼ同心円状に伝わ

ることや、震度は、震源からの距離によって異なることなどの規則性に気付かせる。 

その中で、地震のデータから初期微動継続時間が震源からの距離に比例することを見いださせる

ことが考えられる。 

９(3) 地震の情報、地震波の速さを適切に利用して震源からの距離を考えることができる。 

【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

９(3)は、地震の情報、地震波の速さを適切に利用して震源からの距離を考えることができるか

をみる問題である。正答は「イ」で、35.4％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「ア」

の 20.8％及び「ウ」の 28.0％である。これらの誤答の要因として、震源からの距離は、地震波の速

さに問題文中の「５秒」を掛ければ求められると誤って理解しており、「ア」は、Ｓ波の速さである

3.0km/s に５秒を掛け計算して求めたことによるもの、「ウ」は、Ｐ波の速さである 7.5km/s に５秒

を掛け計算して求めたことによるものと考えられる。 

Ａ地点にＰ波が到着してから５秒後に，Ｘ地点にＳ波が到着しました。Ｘ地点の震源からの距

離として最も適切なものを，次のア～エの中から１つ選び，記号で答えなさい。 

ア 15km イ 27km ウ 37.5km エ 67.5km

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

20.8％ 35.4％ 28.0％ 14.1％ 0.1％ 1.5％ 



 

－146－ 

(5) 外国語〈英語〉（中学校第２学年対象） 

 

１  相手の話を聞き、積極的に応答しようとする。 【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】（下段の「平均正答率」とは、それぞれの選択肢を選んだ生徒の英語における平均正答率を表す。） 

 

 

 

 

 

１は、相手の話を聞き、積極的に応答しようとしているかをみる問題である。正答は「ア」「イ」

「エ」のいずれかで、98.3％の正答率である。正答率が高い要因として、相手の発話に対して積極

的に応答し、コミュニケーションを図るために必要な情報が十分に聞き取れていることによるもの

と考えられる。 

 

２(1)  疑問詞のある疑問文に適切に応答できる。            【外国語理解の能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

２(1)は、疑問詞のある疑問文に適切に応答できるかをみる問題である。正答は「エ」で、70.2％

の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「ア」の 11.9％及び「ウ」の 10.9％である。これ

らの誤答の要因として、疑問詞「when」を正確に聞き取ることができなかったこと、疑問詞「when」

を聞き取ることはできたものの、「when」の意味を正確に理解できなかったことによるものと考え

られる。 

 

 

 

＜放送文＞ 

Excuse me.  I want to go to Shinjuku, but I don’ t know the way.  How can I get there?  Is 

this train OK?  Can you help me? 

上記の「外国人旅行者の質問」を聞いた後，自分ならばどのような反応をするか，ア～エの中

から自分の考えに も近いものを１つ選びなさい。 

ア 聞き取れなかったので，もう一度言ってもらえるようにお願いする。 

イ 新宿までの行き方や乗り換かえなど，詳細な情報を伝える。 

ウ 聞こえなかったふりをして，その場を立ち去る。 

エ この電車でよいことを伝える。 

 ア(正答) イ(正答) ウ エ(正答) その他 無解答 

反応率 12.1％ 52.5％ 1.5％ 33.7％ 0.0％ 0.2％ 

平均正答率 50.1％ 56.1％ 34.6％ 58.6％ 50.0％ 11.3％ 

＜放送文＞ 

A:  Do you play any sports? 

 B:  Yes.  I play basketball. 

  A:  When do you play it? 
上記の対話の後に続く応答として も適切なものを，ア～エの中から１つ選びなさい。 

ア Yes, I do.   イ I play tennis.   ウ In the gym.   エ On Sundays. 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

11.9％ 6.7％ 10.9％ 70.2％ 0.0％ 0.3％ 
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２(2)  疑問詞のある疑問文に適切に応答できる。            【外国語理解の能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

２(2)は、疑問詞のある疑問文に適切に応答できるかをみる問題である。正答は「ウ」で、85.5％

の正答率であり、「How about you?」が相手に同様の質問（この問題の場合は「Where did you go?」）
を投げかける表現であることを理解できていることによるものと考えられる。 

 

２(3)  相手からの依頼に適切に応答できる。              【外国語理解の能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

２(3)は、相手からの依頼に適切に応答できるかをみる問題である。正答は「イ」で、41.1％の

正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「ア」の 23.9％及び「ウ」の 19.4％である。これら

の誤答の要因として、「ア」は「Can you help me?」に形式上対応している「No, you can’t help me」

の部分のみに着目し、「ウ」は同様に「Yes, you can」の部分のみに着目したため、それぞれの応答

の内容を十分に理解できなかったことによるものと考えられる。また、依頼を表す「Can you ~?」

への応答として「Sure」の部分のみに着目したことにより、適切であると誤って判断した結果、「エ」

も 15.1％の反応率になっていると考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 相手の発話に適切に応じることができるための指導の充実を図る。 

相手の質問や依頼に適切に応じるためには、相手の意図を理解するとともに、質問や依頼に応じ

るための語彙や表現、文法事項等の知識を活用する力が必要である。日々の授業において場面や状

況の設定を工夫した言語活動を行うなどして、既習の知識を繰り返し活用させる機会をつくること

が重要である。帯活動として既習事項を活用させるやり取り（例えば、教師と生徒、生徒同士で、

過去形を用いて昨日や先週の出来事を伝え合うようなＱ＆Ａの活動）等を行い、生徒が相手の発話

を理解し適切に応じる機会を十分に確保するといった指導が考えられる。 

＜放送文＞ 
A:  I enjoyed my summer vacation very much. 

B:  That’s good.  Where did you go? 

A:  I went to Hokkaido.  How about you? 

上記の対話の後に続く応答として も適切なものを，ア～エの中から１つ選びなさい。 

ア Yes, I did.   イ By train.   ウ I visited Kyushu.   エ I’m fine. 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

3.4％ 5.4％ 85.5％ 5.4％ 0.0％ 0.3％ 

＜放送文＞ 
A:  Excuse me, Ryo. 
B:  Yes? 
A:  I’ll clean up Minami Park after school today.   Can you help me?    
上記の対話の後に続く応答として も適切なものを，ア～エの中から１つ選びなさい。 

ア No, you can’t help me today. 
イ Sorry, but I have kendo practice after school today. 
ウ Yes, you can go to school today. 
エ Sure, let’s eat together after school. 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

23.9％ 41.1％ 19.4％ 15.1％ 0.0％ 0.5％ 
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３(1) まとまりのある英文を聞いて、概要を理解することができる。 【外国語理解の能力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

３(1)は、まとまりのある英文を聞いて、概要を理解することができるかをみる問題である。正

答は「ア」で、 79.8％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「イ」の 7.2％及び「エ」

の 7.3％である。これらの誤答の要因として、「Let’s go to the library and study together.」という

一文を聞き取れなかったこと、「shopping」や「tennis」といった聞き取りやすい語彙のみから内

容を判断して、全体の概要を正確に理解することができなかったことによるものと考えられる。 

３(2) まとまりのある英文を聞いて、詳細を理解することができる。 【外国語理解の能力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

３(2)は、まとまりのある英文を聞いて、詳細を理解することができるかをみる問題である。正

答は「ウ」で、90.9％の正答率であり、「夕食」を表す「dinner」と、英語による時刻の言い方な

ど、内容の詳細を十分に聞き取ることができていることによるものと考えられる。 

＜放送文＞

John  : What do you do on Saturdays? 

Sarah : I usually go shopping or play some sports. 

John : That’s good.  Let’s play tennis next Saturday. 

Sarah : But we have a lot of homework. 

John : OK.  Let’s go to the library and study together. 

Sarah : That’s a good idea. 

友人同士であるサラ（Sarah）とジョン（John）の会話を聞き，二人がこの週末にすることは

何か， も適切なものをア～エの中から１つ選びなさい。 

ア 勉強 イ 買い物 ウ 読書 エ テニス

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

79.8％ 7.2％ 5.4％ 7.3％ 0.0％ 0.2％ 

＜放送文＞ 

I get up at 6:00.  I read books before breakfast every day.  I eat breakfast at 7:00.  I go 

to school at 8:00.  I come back home at 6:30.  I usually eat dinner at 7:30.  I go to bed at 

10:00. 

ミク（Miku）が自分の一日について英語の授業で発表している内容を聞き，ミクは普段何時

に夕食を食べるか， も適切なものをア～エの中から１つ選びなさい。

ア 午後６時 イ 午後７時 ウ 午後７時 30 分 エ 午後８時

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

1.4％ 6.2％ 90.9％ 1.3％ 0.0％ 0.2％ 



 

－149－ 

３(3) まとまりのある英文を聞いて、要点を理解することができる。   【外国語理解の能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

３(3)は、まとまりのある英文を聞いて、要点を理解することができるかをみる問題である。正

答は「イ」で、64.2％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「ウ」の 13.9％及び「エ」

の 12.5％である。これらの誤答の要因として、聞き取りやすい「ten in the morning」、「raining」

といった語彙のみから内容を判断し、その結果、「バーベキュー開始の時刻が午前１０時から午後１

時に変更になった」という会話の要点を理解できなかったことによるものと考えられる。 

 

４ 伝えたい内容を正確な英文で書くことができる。           【外国語表現の能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

 

 

４は、伝えたい内容を正確な英文で書くことができるかをみる問題である。正答率は 10.6％であ

る。誤答の中で も反応率が高いのは、「様子を表す文になっているが、文法の誤りがある。」で

57.7％である。この誤答の要因として、現在進行形として動詞を「ing」の形にするという文法事項

の知識が正確に身に付いておらず活用できないこと（英文を書く際に、動詞を「原形」や「三人称

単数現在形」としてしまうなど）によるものと考えられる。 

＜放送文＞ 

Ellen, we talked about today’s barbecue last weekend.  “It’s from ten in the morning,” I 

said.  But it’s raining hard now.  Let’s start it from one in the afternoon.   

 

ケンタ（Kenta）が，彼の家にホームステイをしているエレン（Ellen）に話しかけている内容

を聞き，ケンタが一番伝えたい内容は何か， も適切なものをア～エの中から１つ選びなさい。

ア 今日はバーベキューができないということ 

イ 今日のバーベキューは開始時刻が変わるということ    

ウ 今日のバーベキューは午前 10 時からだということ 

エ 今日の天気は雨だということ 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

9.1％ 64.2％ 13.9％ 12.5％ 0.0％ 0.4％ 

 

【絵】を見て，そこから分かるタカシ  【絵】 

（Takashi）の様子について表現する 

英文を１文書きなさい。 

  なお、文は必ず Takashi is から書き始め， 

５語以上とする。                              Takashi 

          

Takashi is 
watching a 
baseball game. 
Takashi is 
eating a 
hotdog.  等 
(正答) 

様子を表す

文になって

いるが、５語

以上ではな

い。 

様子を表す

文になって

いるが、文法

の誤りがあ

る。 

様子を表す

文になって

いるが、単語

の綴りの誤

りがある。 

様子を表す

文になって

いるが、ピリ

オド等の記

入に誤りが

ある。 

文法的には

正しいが、様

子を表す文

になってい

ない。 

文になって

いない。 
その他 無解答 

10.6％ 9.9％ 57.7％ 1.7％ 1.5％ 5.0％ 2.3％ 0.6％ 10.8％
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５(1) 所属を表す前置詞の意味を理解している。     【言語や文化についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

５(1)は、所属を表す前置詞の意味を理解しているかをみる問題である。正答は「ア」で、 58.1％

の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「イ」で、23.7％である。この誤答の要因とし

て、様々な前置詞の意味を十分に区別できていないこと、所属を表す「of」と「～と一緒」という

意味を表す「with」を混同したことによるものと考えられる。 

 

５(2) 時に関する前置詞の意味を理解する。       【言語や文化についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

５(2)は、時に関する前置詞の意味を理解しているかをみる問題である。正答は「ウ」で、42.8％

の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「ア」の 22.0％及び「イ」の 26.8％である。これ

らの誤答の要因として、時に関する前置詞「at」、「on」、「in」の区別はついているものの、方向を

表す前置詞「to」と、意味を十分に区別できていないことによるものと考えられる。 

 

６(1) 質問に対して正しい英語を用いて２文で応答できる。       【外国語表現の能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

英文の流れに合うように，（ ）に入る も適切な語を，ア～エの中から１つ選びなさい。 

 

休み時間に友人同士で写真を見ながら 

A :  He is a member（  ）my soccer club. 

B :  Oh, I know him.  He’s a good player. 

A :  Right. 

ア of   イ with   ウ to   エ about 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

58.1％ 23.7％ 12.4％ 5.3％ 0.1％ 0.4％ 

英文の流れに合うように，（ ）に入る も適切な語を，ア～エの中から１つ選びなさい。 

 

東京の高校に留学している外国人生徒が学校の友人に話しかけている場面で 

A : It’s rainy again today. 

B : We have many rainy days（  ）June.  It’s the rainy season. 

B : Oh, I see. 

ア at   イ on   ウ in   エ to 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

22.0％ 26.8％ 42.8％ 7.6％ 0.3％ 0.5％ 

質問に対して主語と動詞の入った正しい英文で答えなさい。なお，答えは２文で書くこととし，

１文目は質問に対する答えを，２文目は１文目に続く内容を書くこととする。 

（質問）Do you like summer? 

（１文目については，Yes か No で始まる英文で答えること。） 
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【結果分析】 

 

 

 

 

 

 

６(1)は、質問に対して正しい英語を用いて２文で応答できるかをみる問題である。正答率は

21.8％である。誤答の中で反応率が高いのは、「内容のつながりのある２文を書いているが文法の誤

りがある。」の 19.2％及び「２文のうち、１文目しか書いていない。」の 25.5％である。これらの誤

答の要因として、既習の文法事項を活用するための知識が十分に定着していないこと、「Yes / No」
の１文目に続く２文目の内容を考えつくことができないこと、また、内容が考えついたとしてもそ

れを表現するための技能が身に付いていないことによるものと考えられる。 

 

６(2) 質問に対して正しい英語を用いて２文で応答できる。       【外国語表現の能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

 

６(2)は、質問に対して正しい英語を用いて２文で応答できるかをみる問題である。正答率は

20.9％である。誤答の中で反応率が高いのは、「内容のつながりのある２文を書いているが、文法の

誤りがある。」の 25.7％及び「２文のうち、１文目しか書いていない。」の 28.5％である。これらの

誤答の要因として、６(1)と同様であるが、(1)より正答率が低いこと、「１文目しか書いていない。」

の反応率が高いことから、過去形の理解が十分でないこと、「『Yes / No』の応答を用いずに、つな

がりのある２文をつくりだすこと」ができないことによるものと考えられる。 

 

７(1) まとまりのある英文を読んで、詳細を理解することができる。   【外国語理解の能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

７(1)は、まとまりのある英文を読んで、詳細を理解することができるかをみる問題である。正

答は「エ」で、57.4％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「ア」の 19.9％及び「ウ」

の 14.0％である。これらの誤答の要因として、代名詞「them」が既出の複数の名詞を示すことは

理解しているものの、具体的に何を指しているか前後の文脈から判断できず、直近の「pictures」
や、本文冒頭に登場する「family」に誤って着目したことによるものと考えられる。 

タクヤ（Takuya）が，オーストラリアに帰国した留学生のトム（Tom）に書いた英語の手紙（省

略 資料編参照）を読み，下線部 them が表しているものとして も適切なものを，ア～エの中から

１つ選びなさい。 
ア nice pictures   イ Australia   ウ my family   エ black swans 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

19.9％ 7.8％ 14.0％ 57.4％ 0.1％ 0.8％ 

１文目が「Yes, I 
do.」で、２文目

が１文目に続く

内容になってお

り、正しい英文

である。(正答) 

１文目が「No, 
I don’t.」で、

２文目が１文

目に続く内容

になっており、

正しい英文で

ある。(正答) 

１文目におい

て、「Yes, I do. / 
No, I don’t.」以
外の回答をし

ている。（２文

目は正しい英

文である。） 

１文目又は２

文目、あるいは

両方が、問題文

の【例】で禁止

されている内

容になってい

る。 

内容のつな

がりのある

２文を書い

ているが、文

法の誤りが

ある。 

内容のつな

がりのある

２文を書い

ているが、単

語の綴りの

誤りがある。

２文のうち、

１文目しか

書いていな

い。 

その他 無解答 

12.6％ 9.2％ 6.4％ 7.3％ 19.2％ 4.6％ 25.5％ 5.3％ 10.0％

質問に対して主語と動詞の入った正しい英文で答えなさい。答えは２文で書くこととし，１文

目は質問に対する答えを，２文目は１文目に続く内容を書くこととする。 

（質問）What did you do last weekend? 

１文目が、過去形を用いた「先

週末に行ったこと」を表現する

文となっており、２文目が１文

目に続く内容となっている。か

つ、２文とも正しい英文である。

(正答) 

２文書いているが、

１文目又は２文目、

あるいは両方が、問

題文の【例】で禁止

されている内容に

なっている。 

内容のつな

がりのある

２文を書い

ているが、文

法の誤りが

ある。 

内容のつな

がりのある

２文を書い

ているが、単

語の綴りの

誤りがある。

内容のつなが

りのある２文

を書いている

が、ピリオド

等の記入に誤

りがある。 

２文のうち、

１文目しか

書いていな

い。 

その他 無解答 

20.9％ 2.7％ 25.7％ 1.9％ 0.5％ 28.5％ 4.9％ 14.9％
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７(2) まとまりのある英文を読んで、趣旨を理解することができる。   【外国語理解の能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

７(2)は、まとまりのある英文を読んで、趣旨を理解することができるかをみる問題である。正

答は「イ」で、74.7％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「ア」の 8.1％及び「ウ」の

11.2％である。これらの誤答の要因として、「I’m happy now!  Let’s meet again and talk a lot.」

が理解できなかったこと、「animal」、「pictures」、「father」、「summer vacation」などの断片的な

情報を基に誤って判断したことによるものと考えられる。 

 

 

８(1) 「What＋名詞」で始まる疑問文の語順を理解している。【言語や文化についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

８(1)は、「What＋名詞」で始まる疑問文の語順を理解しているかをみる問題である。正答は「ウ」

で、53.8％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「ア」で、40.3％である。この誤答

の要因として、「What＋名詞」で始まる疑問文の形式が十分に定着していないこと、「What do you 

like~?」という定型表現のみが固定的に定着しており、「What」と「do you like~?」の間に名詞が

入ることを十分に理解できていないことによるものと考えられる。 

なお、この「What＋名詞」で始まる疑問文の語順を問う問題の正答率は、平成 29 年度の調査に

おいて 42.3％、平成 28 年度の調査において 35.3％となっている。今後も生徒に「What＋名詞」

の疑問文を理解させ、活用できるようにさせることが重要である。 

 

 

タクヤ（Takuya）が，オーストラリアに帰国した留学生のトム（Tom）に書いた手紙で，タ

クヤがトムに一番伝えたかったこととして も適切なものを，ア～エの中から１つ選びなさい。

 

ア オーストラリアの動物について夏休みに勉強するということ 

イ 夏にオーストラリアでトムに会いたいということ 

ウ 昨夜、父とオーストラリアの写真を見たということ 

エ トムの写真をもう一度撮影したいということ 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

8.1％ 74.7％ 11.2％ 5.0％ 0.0％ 1.0％ 

示された場面において，英文の流れに合うように，（  ）内の語を並べ替えた順番として

も適切なものを，ア～エの中から１つ選びなさい。 

＜お店で＞ 

A :  I want a new T-shirt. 

B :  What（  1 you  2 color  3 like  4 do ）? 

A :  I like blue. 

 

ア 4－1－3－2   イ 4－1－2－3   ウ 2－4－1－3   エ 2－1－4－3 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

40.3％ 3.6％ 53.8％ 1.3％ 0.4％ 0.6％ 
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８(2) 代名詞及び形容詞の入る位置を理解している。   【言語や文化についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【結果分析】 

 

 

 

８(2)は、代名詞及び形容詞の入る位置を理解しているかをみる問題である。正答は「ア」で、

69.5％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「ウ」で、17.0％である。この誤答の要

因として、形容詞が含まれる場合の語順「代名詞（所有格）＋形容詞＋名詞」が十分定着していな

いことによるものと考えられる。 

なお、形容詞が含まれる場合の語順を問う問題の正答率は、平成 29 年度の調査において 56.9％、

平成 28 年度の調査において 68.0％となっている。今後も生徒が語順を理解できるよう、語順につ

いての気付きを促す指導を行うことが重要である。 

 

９(1) 「Do / Does」の用法を理解している。      【言語や文化についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

９(1)は、「Do / Does」の用法を理解しているかをみる問題である。正答は「エ」で、55.8％の正

答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「イ」で、19.7％である。この誤答の要因として、

「一般動詞を用いる文では、主語が三人称単数の場合『does』を用いる」ことを十分に理解できて

おらず、「He is~.」を「彼は～です。」と固定的に１つのまとまりとして理解しているために、「He 

isn’t know」という誤った語順として理解していることによるものと考えられる。「he」と「is」を

それぞれ独立した文の構成要素であることを十分に理解させることが重要である。 

 

 

 

示された場面において，英文の流れに合うように，（  ）内の語を並べ替えた順番として

も適切なものを，ア～エの中から１つ選びなさい。 

＜友達との会話で＞ 

A :  Look at this. 

B :  Wow.  Is（ 1 your  2 bag  3 that  4 new ）? 

A :  Yes. I like it very much. 

 

ア 3－1－4－2   イ 1－2－4－3   ウ 3－4－1－2   エ 1－4－2－3 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

69.5％ 5.1％ 17.0％ 7.2％ 0.5％ 0.7％ 

示された場面において，英文が正しいものとなるように，（  ）に入る語として も適切な

ものを，ア～エの中から１つ選びなさい。 

＜担任の先生が新しい ALT の先生を紹介している場面で＞ 

Mr. Green, our new ALT, came to Japan last week.  He（  ）know our town well.  

Please tell him about our town. 

 

ア wasn’t   イ isn’t   ウ don’t   エ doesn’t   

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

10.2％ 19.7％ 13.5％ 55.8％ 0.1％ 0.7％ 
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９(2) 現在進行形の用法を理解している。        【言語や文化についての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

９(2)は、現在進行形の用法を理解しているかをみる問題である。正答は「イ」で、80.9％の正

答率であり、「be 動詞＋動詞の ing 形」が現在進行形「～している」を表すことを十分に理解して

いる（知識としては定着している）ことによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 活用を通じた文法事項等の定着と、正しく書くための指導の充実を図る。 

９(2)では、現在進行形の知識が定着していることが分かる一方で、４においては、正答率が

10.6％となるなど、現在進行形の知識を活用する際に正しい形で英文を書くことができないという

課題がある。また、６においては、文と文のつながりに注意してまとまりのある英文を書くことに

課題があるなど、「書くこと」全般において、「文法を活用すること」、「正確に書くこと」に課題が

あることが明らかになっている。「話すこと」においては「即興で」話す際に多少の誤りやたどたど

しさがあるのは当然と言えるが、文字言語においては音声言語以上に正確さが重視されることから、

文構造や文法事項を正しく用いて正しい語順で文を構成することや、伝えたいことについての情報

を正確に捉え、整理したり確認したりしながら書くことが必要である。 

新学習指導要領では、語彙や表現、文法事項等の知識を、意味のある文脈の中でのコミュニケー

ションを通して繰り返し活用し、定着を図ることができるように指導を行うことが求められている。

生徒が既習の文法事項を用いて英語で表現するための力を育むためには、当該の文法事項を繰り返

し活用させる授業を計画しなければならない。新学習指導要領においても、現行学習指導要領の趣

旨と同様に、「文法はコミュニケーションを支えるものであることを踏まえ、コミュニケーションの

目的を達成する上での必要性や有用性を実感させた上でその知識を活用させたり、繰り返し使用す

ることで当該文法事項の規則性や構造などについて気付きを促したりするなど、言語活動と効果的

に関連付けて指導すること。」としている。各授業においては、単元の学習到達目標（CAN-DO）と文

法事項を関連付けながら、「本時で学習する文法事項を用いて何ができるようになるか。」という視

点で言語活動を設定することが重要である。例えば、過去形を扱う単元であれば、「休日の体験につ

いて出来事と感想を述べることができる。」など、学習する文法事項と関連付けた単元の学習到達目

標（CAN-DO）を設定し、過去形の知識や技能を活用して話したり書いたりすることを通じて自分の

体験を発表するような「単元のゴールとなる活動」を実施することが必要である。 

生徒が書く英文の正確性を高めるためには、既習の語彙や表現、文法事項等を用いて英文を書か

せる機会を意図的、計画的に取り入れられるよう、年間指導計画、単元の指導計画を作成すること

が大切である。また、生徒が書いた英文の添削結果を適切にフィードバックする場面や、多くの生

徒に共通して誤りの見られる文法事項や語彙、表現等について生徒全員と共有する場面等を設定す

るなど、「書くこと」の指導を工夫していくことが大切である。 

 

 

示された場面において，英文が正しいものとなるように，（  ）に入る語として も適切な

ものを，ア～エの中から１つ選びなさい。 

＜かかってきた電話に応じて＞ 

Sorry, my brother is not at home now.  He is（  ）in the park. 

 

ア run   イ running   ウ runs   エ ran   

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

6.5％ 80.9％ 6.8％ 5.0％ 0.0％ 0.8％ 



 

－155－ 

10 場面にふさわしい表現を用いて書くことができる。          【外国語表現の能力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

10 は、場面にふさわしい表現を用いて書くことができるかをみる問題である。正答率は 26.5％

である。誤答の中で も反応率が高いのは、「趣旨にあった文になっているが、文法の誤りがある。」

の 24.6％である。この誤答の要因として、既習の文法事項を十分に活用できるまで知識が定着して

いないことによるものと考えられる。また、「無解答」が 27.2％の要因としては、スピーチ原稿そ

のものの理解が不十分なため、スピーチの趣旨を踏まえたまとめの一言を考えることができなかっ

たことによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 複数の技能を統合した指導の充実を図る。 

「話すこと」や「書くこと」において自分の気持ちや考えを表現する力を育むには、聞いたり読

んだりする活動を、話したり書いたりする発信の活動へと結び付けていくことが大切である。その

ためには、「聞いた内容を基に書く」や「読んだ内容を基に話す」のような、複数の技能を統合した

言語活動を設定することが大切である。このような言語活動を行う際には、聞いたり読んだりした

内容を理解する段階につまずきがあるのか、自分の考えや気持ちを表現する段階につまずきがある

のか、生徒の状況を十分に把握して指導することが必要である。  

 

11 相手に自分のことを積極的に伝えようとしている。【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

11 は、相手に自分のことを積極的に伝えようとしているかをみる問題である。正答率は 76.1％ 

である。「無解答」が 14.1％であり、これはテーマに沿って書く内容を考えることができなかった

こと、内容を考え出すことはできてもそれを表現するための技能が身に付いていなかったこと、書

くことへの意欲が十分でなかったことによるものと考えられる。 

 

英語の授業で「自分の好きなこと」をテーマにスピーチを行う際に，「自分の好きなこと」，「それ

についてできること」などを表す英文を，３文以上書きなさい。 

「私の週末」というテーマのスピーチ原稿を読み，自分なら   にどのような表現を入れる

かを考え，過去を表す表現を用いて，but に続く英文を１文書きなさい。 

□の前の部分の流れに沿っ

た、「よい週末を過ごすことが

できた。」という趣旨の正しい

英文である。 (正答) 

趣旨にあった文

になっている

が、文法の誤り

がある。 

趣旨にあった文に

なっているが、単

語の綴りの誤りが

ある。 

文法的には正

しいが、趣旨

と異なる英文

である。 

文になって

いない。 

趣旨と異な

る文で、文

法の誤りが

ある。 

その他 無解答 

26.5％ 24.6％ 1.2％ 2.8％ 13.9％ 3.4％ 0.5％ 27.2％

 

「自分の好きなこ

と」、「できること」

などについて、英文

を３文書いている。 

(正答) 

「自分の好きなこ

と」、「できること」

などについて、英文

を４文以上書いて

いる。 (正答) 

「自分の好きなこ

と」について書い

ているが、２文で

ある。 

「自分の好きなこ

と」について書い

ているが、１文で

ある。 

日本語のみ

で解答 
その他 無解答 

51.9％ 24.2％ 3.1％ 2.9％ 0.7％ 3.1％ 14.1％
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12(1) 英文から情報を取り出すことができる。       【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【結果分析】 

 

 

 

12(1)は、英文から情報を取り出すことができるかをみる問題である。正答は「エ」で、66.9％

の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「ア」で、19.1％である。この誤答の要因とし

て、「Do you have any good information about Tokyo?」を「べスからナツミへの質問」ではなく、

「べス自身が『東京についての情報を提供する』こと」と捉えてしまったことによるものと考えら

れる。 

 

12(2) 複数の情報を比較・関連付けることができる。      【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

べスが、東京への家族旅行に向けて行った家族との会話文（省略 資料編参照）を読み，その

内容から，べスの家族の希望をまとめた【表】の（A）～（C）に入る語句の組み合わせとして

も適切なものを，ア～エの中から１つ選びなさい。 

 

 

 

 

 

 

＜べス（Beth）からナツミ（Natsumi）への E メール＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E メールの内容から，べス（Beth）がしたいと思っていることとして も適切なものを，ア～

エの中から１つ選びなさい。 

 

ア 東京についての情報を提供すること 

イ 島を訪れること 

ウ 山に登ること 

エ 日本の浮世絵を見ること 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

19.1％ 6.9％ 6.1％ 66.9％ 0.0％ 1.0％ 
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【結果分析】 

 

 

 

12(2)は、複数の情報を比較・関連付けることができるかをみる問題である。正答は「イ」で、

59.2％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「ア」の 14.9％及び「ウ」の 13.3％である。

これらの誤答の要因として、会話文の中で理解のポイントとなる内容（①べスは浮世絵に興味をも

っていること、②日本の歴史に興味があるのはブラッドとケビンのみであること、③べスは温泉に

興味をもっているような発言をしていないこと）を読み取ることができなかったこと、複数の情報

を順序立てて整理し、関連付けながら理解することができなかったことによるものと考えられる。 

 

12(3) 根拠を基に推論して解決することができる。 

【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

12(3)は、根拠を基に推論して解決することができるかをみる問題である。正答は「ア」で、48.1％

の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「イ」で、22.0％である。この誤答の要因とし

て、「Odaiba Tour」の「a night view（夜景）」を「nature」の内容であると誤って理解したこと、

12(2)の【表】と会話文の内容を結び付け、条件を満たす観光ツアーを推論することができなかっ

たことによるものと考えられる。 

 

 

 

 

ア イ(正答) ウ エ その他 無解答 

14.9％ 59.2％ 13.3％ 10.3％ 0.3％ 2.2％ 

次の【パンフレットに書かれているツアーの概要】の中で，べスの家族ひとりひとりの希望を，

それぞれ２つ以上満たす観光ツアーとして も適切なものを，ア～エの中から１つ選びなさい。

                      

（抜粋 詳細は資料編参照） 

 

 

 

 

 

 

 

ア Ryogoku Tour  イ Odaiba Tour   

ウ Mt. Takao Tour    エ The Izu Islands Tour 

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

48.1％ 22.0％ 14.2％ 13.1％ 0.2％ 2.3％ 

 

ア （A）Japanese history   （B）onsen     （C）ukiyo-e pictures 

イ （A）Japanese history   （B）ukiyo-e pictures    （C）onsen 

ウ （A）onsen    （B）Japanese history    （C）ukiyo-e pictures 

エ （A）onsen    （B）ukiyo-e pictures   （C）Japanese history 
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13(1) 英文から情報を取り出すことができる。       【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

13(1)は、英文から情報を取り出すことができるかをみる問題である。正答は「エ」で、23.6％

の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「ア」で、43.6％である。この誤答の要因とし

て、【職場体験のためのメモ】を十分に理解することができず、会話文におけるエマの「Japanese 

foods」という発言のみに着目したこと、「I walk there.  I don’t use a bus.」という発言と【職場

体験のためのメモ】の「Restaurant」の項目にある「20 minutes from our school by bus」という

部分から、情報を正確に取り出すことができなかったことによるものと考えられる。 

 

13(2) 複数の情報を比較・関連付けることができる。     【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

エマが，同じ職場体験先に行くアヤ（Aya）と一緒に，【職場体験のためのメモ】（省略 資料

編参照）を見ながら事前訪問の日にちを決めている場面で，＜条件＞（省略 資料編参照），＜

エマとアヤの会話＞（省略 資料編参照），【カレンダー】をもとに，２人が一緒に事前訪問に行

くことができる日として も適切なものを，ア～エの中から１つ選びなさい。 

 

 

 

 

 

ア ９月４日と９月５日    イ ９月３日と９月６日 

ウ ９月５日と９月７日    エ ９月７日と９月 12 日 

ア イ ウ(正答) エ その他 無解答 

14.0％ 13.5％ 48.1％ 21.5％ 0.0％ 3.0％ 

【職場体験のためのメモ】（省略 資料編参照）を見ながら，職場体験先についてクラスメー

トのヒロキ（Hiroki）とエマ（Emma）の会話文を読み，（  ）に入るエマの職場体験先とし

て も適切なものを，ア～エの中から１つ選びなさい。 

＜会話文＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア Restaurant  イ Nursery School  ウ Library  エ Supermarket 

ア イ ウ エ(正答) その他 無解答 

43.6％ 14.6％ 15.9％ 23.6％ 0.0％ 2.2％ 
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13(2)は、複数の情報を比較・関連付けることができるかをみる問題である。正答は「ウ」で、

48.1％の正答率である。誤答の中で も反応率が高いのは「エ」で、21.5％である。この誤答の要

因として、事前訪問を水曜日に行えることは理解できたものの、【職場体験のためのメモ】にある

「The Day-at-work Program is from September 10 to September 14.」及び＜条件＞にある「事前

訪問は、職場体験実施の前の週に行うこと」に着目することができなかったことによるものと考え

られる。 

13(3) 根拠を基に推論して解決することができる。 

【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

【結果分析】 

13(3)は、根拠を基に推論して解決することができるかをみる問題である。正答は「ア」で、27.1％

の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「イ」の 25.4％及び「ウ」の 24.7％である。これ

らの誤答の要因として、(2)の【カレンダー】から分かる訪問の候補日と、(3)の会話から分かる事

前訪問が可能な曜日とを関連付け、事前訪問の日付を推論できなかったこと、エマの「That is before 
the busy hours.」という発言から 15:30 よりも前に訪問する予定であることが理解できなかったこ

とによるものと考えられる。 

【授業改善のポイント】 目的に応じた様々な読み取り方を行わせる指導の充実を図る。 

12 及び 13 のように、「目的に応じて必要な情報を読み取ることが求められる状況」に対応できる

生徒を育成するためには、様々な読み取り方の指導を工夫することが重要である。 

まとまりのある英文を読んで「必要な情報を正確に取り出す」、「比較・関連付けて読み取る」、「意

図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する」際には、目的に応じた様々な読み取り方を通じ

て、その英文に対する理解を深めることが必要である。「読むこと」を通じて課題を解決するために

は、「必要な情報を読み取る」、「概要を把握する」、「要点を捉える」などの、求められている状況に

応じた読み方を、生徒が身に付けていかなければならない。このような生徒の「読む力」の育成を

図るために、例えば資料を詳細に読み取らせる場合には、ある出来事の日時、場所、時間や順序な

ど、具体的な情報を捉えさせたりするなど、教科書の英文を読む際にも、常に読み取らせるポイン

トを意識させながら、把握する内容に軽重をつけた読み方を指導していくことが重要である。

事前訪問の約束をするため，職場体験先との電話でのやり取りを終えたアヤが，電話の内容に

ついてエマに伝えている場面の会話について，（ ① ）と（ ② ）に入る語句の組み合わせとし

て も適切なものを，ア～エの中から１つ選びなさい。 

＜会話文＞ 

ア ① September fifth  ② two fifty イ ① September seventh  ② two fifty

ウ ① September fifth  ② three fifty エ ① September seventh  ② three fifty

ア(正答) イ ウ エ その他 無解答 

27.1％ 25.4％ 24.7％ 18.6％ 0.2％ 3.9％ 
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国  語 

＜国語への関心・意欲・態度＞ 

☆単元で取り組む言語活動や身に付ける資質・能力を生徒に明確に示しましょう。 

  ◆この単元でどのような言語活動に取り組むのか。〈取り組む言語活動〉 

  ◆この単元でどのような資質・能力を身に付けるのか。〈身に付ける資質・能力〉

  単元の学習で、どのような言語活動に取り組み、どのような資質・能力を身に付け

るのかを、単元名によって生徒に明確に示すことで、生徒は見通しをもって学習に取

り組むとともに、学習を振り返る際に学びの深まりを実感できるようになります。 

 （例）第１学年「書くこと イ」の指導事項に重点を置いて指導する単元の単元名 

学校紹介パンフレットをつくろう ・・・・・・・・・・〈取り組む言語活動〉

     ―効果的な構成を工夫して書く― ・・・・・・ 〈身に付ける資質・能力〉

 

＜話す・聞く能力＞ 

☆目的に沿って話合い、互いの発言を結び付けて考えをまとめる力を育成する指導を

充実させましょう。 

  例えば、互いの発言を記録させる際に、話合いの目的に沿って互いの発言を比較、

分類、関係付けするなどして整理させる指導が考えられます。 

 （例）１(3) 二つの意見を聞いて、観点を明確にして比較する。 

 

＜書く能力＞ 

☆集めた材料を整理し、根拠に基づいて適切に考えをまとめる力を育成する指導を充

実させましょう。 

  例えば、集めた材料を観点に沿って比較、分類、関係付けするなどして整理させな

がら考えをまとめさせる指導が考えられます。 

 （例）７(2) 伝えたい事実や事柄について、自分の考えを根拠を明確にして書く。

 

＜読む能力＞ 

☆表現の特徴を分析的に捉え、その工夫や効果について自分の考えをまとめる力を育

成する指導を充実させましょう。 

  例えば、既習の表現の技法や文法に関する知識等を生徒に想起させた上で表現の

特徴について考えをまとめさせたり、それらの知識等を活用することを条件にして

表現の特徴を考えさせたりする指導が考えられます。 

（例）５(2) 表現のねらいや工夫を、場面と結び付けて読み取る。 

 

＜言語についての知識・理解・技能＞ 

☆言葉の特徴やきまりに関する基礎的な事項を様々な場面で活用させる指導を充実さ

せましょう。 

  漢字の書きの指導では、「へん」や「つくり」など漢字の構成要素に着目させ、そ

の漢字の意味を理解して正しく書けるように指導しましょう。 

  語句の係り受けの学習の際には、文節に関する基礎的な知識を活用させ、文節相

互の関係を正確に考えさせましょう。 

 （例）３(1)(2)(3) 学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく書く。 

    ４(1) 語句の係り受けについて理解し、適切に文を書く。 
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社  会 

＜社会的事象への関心・意欲・態度＞ 
☆適切な課題を設けて行う学習の充実を図りましょう。 
  社会の変化に主体的に対応できる能力を育成し、自ら学ぶ意欲や課題を見いだし

追究する能力や態度を育成することが重要です。生徒の興味・関心を高めるととも
に、自ら課題を見いだし、自ら学び自ら考え、課題を解決する力を育成することを
目指して、生徒の主体的な学習を促すような構成、展開を工夫することが大切です。

（例）４(4) 古代までの歴史の学習を踏まえ、意欲的に探究しようとしているか。 
・古代までの特色を捉えることができる学習課題を見いだす活動 
・古代までの特色を捉えることができる学習方法を明らかにする活動 など 

 
＜社会的な思考・判断・表現＞ 
☆主題を設けて課題を追究したり解決したりする活動の充実を図りましょう。 
  主題を設けて課題を追究したり解決したりする活動を通して、世界の各州の地域

的特色やそこで見られる地球的課題と地域的特色の関係を理解できるようになるこ
とが大切です。 

（例）２(4) オーストラリアの貿易の特色について、資料と関連付けて説明すること
ができる。 

・世界の諸地域の学習において、州ごとに設ける主題については、そこで特
徴的に見られる地球的課題とともに、「各州に暮らす人々の生活の様子を的
確に把握できる」地理的な事象から主題を追究する学習活動を行うこと 
など 

 
＜資料活用の技能＞ 
☆地理的技能を身に付けさせる指導の充実を図りましょう。 
  世界の諸地域の学習においては、地球儀、世界地図、地図帳、衛星画像などを活

用し、学習成果を世界地図上や略地図上に表現するなどして、地理的技能を育成す
ることも大切です。諸資料を通して、「収集する技能」、「読み取る技能」、「まとめる
技能」を生徒の習熟の様子を踏まえて着実に身に付くよう、繰り返し指導する機会
を設けることが大切です。 

（例）３(1) 気温と降水量を示したグラフを正しく読み取ることができる。 
・複数の気温と降水量を示したグラフを見比べて読み取る学習  
(2) 日本の気候の特色の理由を正しく捉えることができる。 
・写真と説明文といった異なる諸資料を関連付けて読み取る学習 
(3) 都道府県の地域区分を複数の資料を基に正しく捉えることができる。 
・ 同一地域の異なる情報の資料から地域の特色を捉える学習 など 

 
＜社会的事象についての知識・理解＞ 
☆「我が国の歴史の大きな流れ」を「各時代の特色を踏まえて理解する」ことができ

るようにする指導の充実を図りましょう。 
  生徒が、各時代の特色を自分の言葉で表現できるような「確かな理解と定着を図

る」ように指導することが大切です。 
（例）４(1) 古代までの日本の外交について正しく理解している。 

・各時代の特色を大きく捉え、政治の展開、産業の発達、社会の様子、文化の
特色など他の時代との共通点や相違点に着目して、学習した内容を比較した
り関連付けたりするなどして、その結果を言葉や図などで表したり、互いに
意見交換したりする学習 など 



－162－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数  学 

＜数学への関心・意欲・態度＞ 

☆生徒の関心・意欲・態度の方向性を踏まえた指導の充実を図りましょう。 

  数学を学ぶことへの意欲を高めるとともに、どの方向へ関心・意欲・態度を伸ば

していきたいのかを明確にし、数学的活動に主体的に取り組み、数学のよさを実感

できるような指導を行うことが大切です。 

（例）８(4) 資料の活用に意欲的に取り組もうとしている。 

・より生徒の関心・意欲を喚起するような課題設定の工夫 

・多様な考え方を用いることができる課題設定の工夫 など 

 

＜数学的な見方や考え方＞ 

☆「式」、「図」、「言葉」を関連付けて考えさせる指導の充実を図りましょう。 

課題把握や自力解決の場面において、図や説明に対応する式を導き出したり、式

に対応する図や説明を見いだしたりすることを通して、「式」、「図」、「言葉」を相互

に関連させ、様々な視点から考察できるようになることが大切です。 

（例）６(2) 作図の方法を表した文章について考える。 

・数学的に表現された内容を、さらに違う形で数学的に表現する活動 

    ・数学的な表現を用い、よりよい考え方について話し合う活動 など 

 

＜数学的な技能＞ 

☆反復学習や立ち戻る指導に加え、計算方法等について確認する場面を作りましょう。

  ペーパーテストなどで各生徒の習熟の程度を把握し、状況に応じて立ち戻る指導

を行うなど、個に応じた指導の充実を図るとともに、様々な解法を行い、検討させ

ていく中で、正しい技能を身に付けさて行くことが大切です。 

（例）１(3)(4) 計算の順序、指数を含む式の計算 

・誤りのある計算例を取り上げ、計算方法を確認する活動 

・様々な方法で計算をした結果を検討する活動 

    ・誤答の分析から個に応じた課題を設定し、取り組ませる活動 など 

 

＜数量や図形などについての知識・理解＞ 

☆既習事項を生かし、新たな知識を構成する指導や、他の観点と連携した指導の充実

を図りましょう。 

数学は、系統性を重視し、それまで学習した事柄に基づいて新しい内容を構成し

ていくので、どれくらい既知事項を生かすことができるかが重要です。数学的な見

方や考え方を通して知識を習得し、次の問題解決の際に生かせるような指導を行う

ことが大切です。 

（例）７(3) 底面積と高さが同じ柱体と錐体の体積の関係について理解する。 

・具体物を用いた活動 

・結果を予想し、その予想をもとに操作を行う活動 

・他の観点との関連を意識した活動 など 
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理  科 

＜自然事象への関心・意欲・態度＞ 

☆学習内容から疑問をもったことを深める探究的な学習場面の設定をしましょう。

単元の学習終了時に、学習したことから新しく出た疑問について、探究的な学習

場面を設定し、学習意欲を向上させることが大切です。 

（例）２(2)生物の特徴を見いだして生物の体の基本的なつくりを理解させる指導 

・いろいろな生物の共通点や相違点を見いだし、それを基に分類する活動

・生物の生活や特徴に関する観察の機会を意識的に設け、興味・関心を高める

活動 など

＜科学的な思考・表現＞ 

☆「結果が、なぜそのようになるのか」という理由を考える学習場面の設定が大切です。

観察・実験を行う際に仮説や実験計画を立てさせてから、実験・観察・実験を行

い、「結果が、なぜそのようになったのか」について、仮説に戻って考えさせるこ

とが大切です。 

（例）５(2)力の大きさによって変形の様子が異なることを見いださせる指導 

・仮説を立てて、調べる要因に応じて「変化させる要因」と「固定する要因」

を明確にして、実験計画を立てさせる。さらに、実験後の結果を予想させる。

・予想した結果どおりにならなかった理由を言語活動で考えさせる。 など

＜観察・実験の技能＞ 

☆習熟を図る機会を増やし、適切な使用方法を指導することが大切です。

実際に道具や器具等を使用する際に、生徒同士で使用方法を確認させる、器具等 

の仕組を理解させる、操作の機会が増えるように観察・実験の個別化を図ることが 

大切です。 

（例）６(２)光源と凸レンズを用いて実像を観察する実験の指導 

・適切な操作ができるか、１人１回実際に操作をして、生徒同士で教え合う。

・１回の実験での観察について、グループの人数分の機会を設け、１人ずつ

操作の機会を与える。 など

＜自然事象についての知識・理解＞ 

☆モデル演示等により、実感を伴って知識を定着させる指導をすることが大切です。

直接観察したり、確認したりできない自然事象について、モデルや模式図などを 

活用して視覚化し、実感を伴った理解ができるように指導することが大切です。 

（例）７(3)火山の形、活動の様子及びその噴出物を地下のマグマの性質と関連付け

て理解させる指導 

・火山が形成されるモデル実験を行い、その結果と関連付けて考察させる指導

をする。 など
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英  語 

＜コミュニケーションへの関心・意欲・態度＞ 

☆生徒が意欲的に取り組めるような具体的な課題を設定しましょう。

生徒が興味をもって取り組むことができるよう、自分の好み、学校生活や家庭生

活、過去の出来事や将来の夢など、生徒の実態に即した話題を選択することが大切

です。お互いの考えや気持ち等を伝え合う必然性のある活動、生徒が目的をもって

取り組むことのできる活動を易しいものから段階的に計画するようにします。 

 また、単元のゴールとなる具体的な課題を設定し、目標を明確にすることで生徒

に学習の見通しを立てさせるとともに、振り返りを通じて次の学習につながる気付

きを促すなど、指導の過程を工夫することで、コミュニケーションへの意欲を高め

ることができます。 

＜外国語表現の能力＞ 

☆目的、場面、状況等に応じて表現する場面を設定しましょう。

コミュニケーションを行う目的、場面、状況等に応じた具体的な言語活動を設定

し、既習事項を活用して課題を解決する活動を設定しましょう。その際、既習事項

を繰り返し使用させる場面を意図的、計画的に設定し、知識・技能の定着を図りな

がら表現の能力を高めていくことが大切です。

（例）６ 質問に対して正しい英語を用いて２文で応答できる。 

・Q＆A 活動において、必ず「質問に対する応答」＋「１文」を言わせる。

・オーラルインタラクションにおいて生徒に答えさせる際、「Why?」「What do

you think?」など、自分の考えを述べさせる場面を設定する。 など

＜外国語理解の能力＞ 

☆目的に応じた様々な読み方を指導するようにしましょう。

まとまりのある英文を読み理解を深めていくためには、「必要な情報を読み取る」、

「概要を把握する」、「要点を捉える」といった目的に応じた読み方が求められます。

生徒が教科書の英文を読む際にも、常に読み取らせるポイントを意識させながら、

把握する内容に軽重をつけた読み方を指導していくことが重要です。 

（例）７(2) まとまりのある英文を読んで、趣旨を理解する。 

・まとまりのある文章を読んで、含まれている複数の情報から、書き手が最も伝

えたいことは何か「判断して捉える」ことが必要な課題を設定する。 など

＜言語や文化についての知識・理解＞ 

☆繰り返し活用させることを通じて、定着を図りましょう。

コミュニケーションの目的、場面、状況等に応じて、既習の語彙や表現、文法事

項等を活用することができるよう指導過程を工夫し、定着を図っていくことが大切

です。文法はコミュニケーションを支えるものであることを踏まえ、コミュニケー

ションの目的を達成する上での必要性や有用性を実感させた上でその知識を活用さ

せたり、繰り返し使用することで当該文法事項の規則性や構造などについて気付き

を促したりするなど、言語活動と効果的に関連付けて指導します。
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