
 

 

平成 23 年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」結果について-問題の概要とその結果〈中学校〉- 

４ 理科〔問題数：大問10,小問21〕平均正答率（％）

ガスバーナーを正しく取り扱うことが

できる。        【観察・実験の技能】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

３ 数学〔問題数：大問７,小問 25〕平均正答率（％） 

２つの数量の関係を比較・関連付けて解決す

ることができる。   《読み解く力（解決する力）》 

２ 社会〔問題数：大問７,小問 22〕平均正答率（％）

メルカトル図法と正距方位図法を比較・関連

付けて問題解決することができる。 

《読み解く力（比較・関連付けて読み取る力）》

 

 

春男君のクラスでは、いろいろな種類の世界地図を

使って社会科の学習を進めています。地図Ⅰは、サウ

ジアラビアのメッカを通る経線を中心に描かれた緯

線と経線が直角に交わる世界地図です。また、地図Ⅱ

は、サウジアラビアのメッカを中心とした，図の中心

からの距離と方位が正しい地図です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問題】 春男くんは，メッカからロサンゼルスに

最短距離で移動するコースを調べました。距離と

方位が正しい地図Ⅱを使って，メッカからロサン

ゼルスまで最短距離で移動するコースを地図Ⅰ

に示すとどのようになりますか。地図Ⅰの①～④

の中から最も適切なものを 1 つ選び，記号で答え

なさい。〈選択〉 

【解答】 ①（正答37.9％） ②（15.7％） 

③（31.9％）   ④（9.4％） 

・その他（2.0％）  

・無解答（3.0％） 

第二中学校の第２学年では，遠足へ行くので，しお
りを作ることになりました。しおりは，次の手順で作
ります。 

＜手順１＞ 

図１のように，長方形の 
形をした同じ大きさで同じ 
形の紙を何枚か重ねて横が 
長くなるように置き，半分 
に折って折り目が縦に入る 
ようにします。 

＜手順２＞ 

図２のように，留金で＜手順１＞ 

で折り目が入った紙を折り 

目上に留めて，半分に折り 

ます。 

＜手順３＞ 

図３のように，＜手順２＞ 

で作った紙の束を，留金が 

左側になるように置いたと 

きの一番上を１ページ，紙 

を1 枚めくったときの折り 

目より左側を２ページ，右 

側を３ページとします。こ 

れと同様にして，すべての 

ページに番号を付けます。 

次に、使う紙の枚数を３枚 

にして，＜手順１＞から 

＜手順３＞にしたがって 

しおりを作り，すべてのペ 

ージに番号を付けた後に， 

図４のように留金を取り外 

しました。それぞれの紙に 

は，両面にそれぞれ２か所 

ずつページ番号が付いてい 

ます。 

 

【問題】 使う紙の枚数を10枚にして，＜手順１＞
から＜手順３＞にしたがってしおりを作り，すべ
てのページに番号を付けた後に，図４のように，
留金を取り外しました。留金を取り外した紙のう
ちの１枚を選んで折り目が縦になるように置い
たとき，その紙の一方の面の左側に付いているペ
ージ番号は８でした。この紙の同じ面の右側に付
いているページ番号を答えなさい。    〈記述〉 

【解答】 ア ３３（正答18.2％）イ ９（29.3％） 

ウ ７（5.7％）   エ ５（5.3％） 

オ ３２（4.4％）  カ ３（3.3％） 

キ その他（23.1％）ク 無解答（10.7％） 

 

５ 英語〔問題数：大問９,小問24〕平均正答率（％）

文のつながりを考えながら自分の考え

や気持ちを表現できる。  【表現の能力】 

 

【問題】 ガスバーナーの適切な操作について説

明しているものはどれですか。下のア～エの中

から最も適切なものを１つ選び,記号で答えな

さい。           〈選択〉 
 ア Ａの調節ねじをｃの方

向に回して点火し，Ｂの
調節ねじをｃの方向に回
して青色の安定した炎に
する。（11.5%） 

イ Ａの調節ねじをｄの方
向に回して点火し，Ｂの
調節ねじをｄの方向に回
して青色の安定した炎に
する。（24.0%） 

ウ Ｂの調節ねじをｃの方向に回して点火し，Ａ
の調節ねじをｃの方向に回して青色の安定し
た炎にする。（21.0%） 

エ Ｂの調節ねじをｄの方向に回して点火し，Ａ
の調節ねじをｄの方向に回して青色の安定し
た炎にする。（正答41.7%） 

オ その他（0.3％）  カ 無解答（1.5％）

【問題】 ケンタ（Kenta）は友人のジム（Jim）

からふき出しの内容を英語で質問されました。

あなたがケンタだったら，どのように答えます

か。〈選択〉 
 
 
 
 
 
 

（A） 
 
（B） 

 
 
 
 

【解答】・(A)ア (B)エ、カ、キ（正答43.3％）

    ・(A)イ (B)ウ、オ、ク（正答40.7％）

    ・(A)ア (B)ウ、オ、ク または、 

     (A)イ (B)エ、カ、キ （12.0％） 

    ・その他（2.1％） ・無解答（2.0％）

ア I like summer.  イ I like winter. 

ウ I can ski.  エ I can swim in the sea. 
オ I like snow. カ I like yukata.  
キ Winter is too cold.  
ク Summer is too hot. 

夏と冬では、どちら

の方が好きですか。 

（A）

（B）ジム ケンタ

１ 国語 〔問題数：大問８,小問 18〕平均正答率（％） 

(1) 漢字を正しく読み、書くことができる。 
      【言語についての知識・理解・技能】 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 話し合いの話題や方向を捉えたり、相手の発

言を注意して聞いたりすることができる。 

【話す・聞く能力】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3) 主語と述語との関係を理解している。 

【言語についての知識・理解・技能】 

 

【問題】 これから流れる音声は、担任の先生と学級委

員の２名の放課後の話し合いの様子の一部です。文化

祭の出し物について話し合っています。音声の後に、話

し合いの内容について質問をします。        〈選択〉 
〔音声を聞いて答える問題〕 

 

 

 

 
 
 
 

(1) 文化祭のテーマは何でしたか。 
【解答】 ア 忍耐（1.1％） イ 努力（1.6％） 
     ウ 友情（正答 90.6％） 
     エ 宇宙（5.9％） 
     オ その他（0.4％） カ 無解答（0.5％） 

(3)  宇田川君の提案で、取り入れられた二つの要素
は、何ですか。 

【解答】 ア たくさんの役とダンス（11.9％） 
     イ 歌とダンス（正答48.3％） 
     ウ ダンスと朗読劇（37.2％） 
     エ 歌と教室の場面（1.2％） 
     オ その他（0.7％） カ 無解答（0.6％） 

(2) 担任の先生が朗読劇を勧めている理由は何でし
たか。 

【解答】 ア たくさんの役がある。（10.3％） 
 イ 大がかりにできる。（4.7％） 

     ウ 動きが少ない。（8.6％） 
     エ 短期間で完成する。（正答 75.1％） 
     オ その他（0.8％） カ 無解答（0.5％） 

【問題】  次の一文の中から、主語と述語を一つずつ選
びなさい。                〈選択〉 
「友達も 今年は 作文コンクールに 出品した。」 

  ア 友達も           イ 今年は 
ウ 作文コンクールに    エ 出品した 

 【解答】 ・主語ア、述語エと解答（正答 40.1％） 
・主語イ、述語エと解答（33.9％） 
・主語ウ、述語エと解答（9.4％） 
・述語がエ以外の解答（11.6％） 
・その他（4.1％） ・無解答（0.8％） 
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〈記述〉 

地図Ⅰ 

地図Ⅱ 

別紙４ 


