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１ 調査の概要 

 

(1) 調査の目的 

  ① 国が、義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や

学習状況を把握・分析することにより、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。 

 ② 各教育委員会や学校等が、全国的な状況との関係において、教育及び教育施策の成果と課

題を把握・分析し、その改善を図るとともに、そのような取組を通じて、教育に関する継続

的な検証改善サイクルを確立する。 

③ 各学校が、児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、児童生徒への教育指導の充実や学

習状況の改善等に役立てる。 

 

(2) 調査の対象とする児童生徒 

  稚内市立学校の以下の学年を、原則として全児童生徒を対象に実施した。 

  【小学校調査】 小学校第 6学年 

  【中学校調査】 中学校第 3学年 

 

(3) 調査事項及び手法 

 ① 教科に関する調査（国語、算数・数学、理科） 

  〔主として「知識」に関する問題（Ａ）〕 

身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や、実生活におい

て不可欠であり、常に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能 など 

〔主として「活用」に関する問題（Ｂ）〕 

知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や、様々な課題解決のための構想を立

て、実践し、評価・改善する力 など 

 

・国語 A、算数・数学 A：主として「知識」に関する問題を中心とした出題 

・国語 B、算数・数学 B：主として「活用」に関する問題を中心とした出題 

・理科：主として「知識」に関する問題と主として「活用」に関する問題を 

一体的に出題 

 

 ② 生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査 

    〔児童生徒に対する調査〕 

     学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する調査 

〔学校に対する調査〕 

      指導方法等に関する取組や人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する調査 

 

(4) 調査日時・回答児童生徒数 

平成２７年４月２１日（火） 
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【小学校調査】 

 1 時限目 2 時限目 3 時限目 4 時限目   

 268名 268名 268名 268名 268名  

 国語Ａ（20分） 

算数Ａ（20分） 
国語Ｂ（40分） 算数Ｂ（40分） 

理科 

（40分） 

児童質問紙 

（20分） 

 

 

【中学校調査】 

 1 時限目 2 時限目 3 時限目 4 時限目 5 時限目   

 280名 280名 280名 280名 280名 280名  

 国語Ａ 

（45分） 

国語Ｂ 

（45分） 

数学Ａ 

（45分） 

数額Ｂ 

（45分） 

理科 

（45分） 

生徒質問紙 

（20分） 

 

 

(5) 留意事項 

 本調査は、幅広く児童生徒の学力や学習状況を把握することを目的として実施しておりま

すが、実施教科が国語、算数・数学、理科の３教科のみであることや、必ずしも学習指導要

領全体を網羅するものでないことから、本調査の結果については、児童生徒が身に付けるべ

き学力の特定の一部分であることに留意することが必要です。 

 本調査の結果については、個々の設問や領域等に着目して学習指導上の課題を把握・分析

し、児童生徒一人ひとりの学習改善や学習意欲の向上につなげることが重要です。 

 

   調査結果の分析については、本市の正答率によって、次のとおり整理しています。 

   正答率 ８０％以上        ★★★★   (達 成) 

       ６０％以上 ８０％未満   ★★★    

        ５０％以上 ６０％未満   ★★         

       ５０％未満        ★      (課題を有する) 

 

      また、全国の正答率に加え、さらに本市との比較を次のとおり表記しています。 

   全国の正当率に対し、 

５ポイントを超えて低い     ▼▼  (下回っている) 

              ５ポイント以内のマイナス   ▼   (ほぼ同程度-やや下回っている) 

       ５ポイント以内のプラス    △   (ほぼ同程度-やや上回っている) 

       ５ポイントを超えて高い    △△  (上回っている) 

 

   質問紙調査では、「している」「どちらかといえばしている」と回答した児童生徒の割合が

８０%を超えたものを「高い傾向」、60%未満のものを「低い傾向」と分類しています。 

 

 

平成 2７年度全国学力・学習状況調査の調査問題と質問調査の内容は、国立教育政策

研究所のホームページに掲載されています。 

http://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html 
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２ 調査結果 

(1) 学力調査（調査問題) 

① 小学校国語 A(主として知識)                             

【学習指導要領の領域別集計結果】 

区 分 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

話すこと・聞くこと ★ 53.0 ▼▼ 

書くこと ★★★★ 86.0 ▼ 

読むこと ★★ 55.2 ▼ 

言語事項 ★★★ 77.2 ▼ 

 

【設問別集計結果】 

設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

1一 1 漢字を読む（友人を家に招く） 

学年別漢字配当表に示されてい

る漢字を正しく読む 

★★★★ 97.5 △ 

1一 2 
漢字を読む（自分の信念をつらぬ

く） 
★★★★ 96.0 ▼ 

1一 3 
漢字を読む（全員がすぐに承知し

た） 
★★★★ 92.5 ▼ 

1二 1 漢字を書く（シャワーをあびる） 
学年別漢字配当表に示されてい

る漢字を正しく書く 

★★★ 58.4 △△ 

1二 2 漢字を書く（鳥のすを観察する） ★★★★ 76.5 △△ 

1二 3 漢字を書く（びょういんに行く） ★★★ 74.9 △ 

2一 
文の主語として適切なものを選択

する 
文の中における主語を捉える ★ 53.1 ▼▼ 

2二 
文の型として適切なものを選択す

る 

文を構成する主語と述語との照

応関係を捉える 
★★★ 71.7 ▼▼ 

3 
聞き方の説明として適切なものを

選択する 

話の内容に対する聞き方を工夫

する 
★ 53.0 ▼▼ 

4 
説明の文章の書き方の工夫として

適切なものを選択する 

具体的な事例を挙げて説明する

文章を書く 
★★★★ 86.0 ▼ 

5一 
コラムの中で筆者の読書体験が書

いてあるまとまりを選択する 新聞のコラムを読んで、表現の工

夫を捉える 

★★ 59.5 ▼▼ 

5二 
コラムの中で筆者が引用している

言葉を書き抜く 
★ 19.8 △ 

6 
登場人物の関係についての説明と

して適切なものを選択する 
登場人物の相互関係を捉える ★★★ 67.5 ▼▼ 

7 
応募のきまりを守っていないもの

を選択する 

作品募集の案内の中から、必要な

情報を読み取る 
★★★ 73.9 ▼ 

 

【課題と改善点】 

 

□文の中における主語を捉える 

〔文の主語として適切なものを選択する〕 

●文の主語として適切なものを選択することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜主語と述語は、文の骨格を成し、明瞭な文を書く上で最も基礎になるものであることを理解できる

ようにする＞ 

○主語は、「何は（が）」「誰は（が）」などと言う言葉が当てはまること、述語は、動きや様子、性質

を表わす言葉である事を理解できるように指導することが大切である。 
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□話の内容に対する聞き方を工夫する 

〔聞き方の説明として適切なものを選択する〕 

●目的や意図を捉えながら聞き自分の考えをまとめることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜相手の話の目的や意図を捉えながら内容を充分に聞きとることができるようにする＞ 

○必要に応じて、メモを取りながら整理して聞いたり、取ったメモの内容を整理して相互関係を考え

たりするような指導が考えられる。その際、話のテーマ、話し手の立場や結論、結論に結び付く理

由や事例、話の内容に対する自分の考え、図や表を効果的に用いるなどの点を意識するように促す

ことが大切である。 

 

□新聞のコラムを読む 

〔コラムの中で筆者の読書体験が書いてあるまとまりを選択する〕 

●コラムの中で筆者が引用している言葉を書き抜くことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜記事の書き方に注意して読むことができるようにする＞ 

○コラムの特徴を捉える為には、実際の新聞の中からコラムを集めて多読し、どのような話題が取り

上げられているか、それに対して筆者がどのような考えを持っているかを比べ読みする指導が考え

られる。表現の工夫として、「書き出し」「引用」「事実」「意見」など、様々な表現の工夫に着目す

ることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

 

② 小学校国語 B(主として活用)                             

 

【学習指導要領の領域別集計結果】 

区 分 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

話すこと・聞くこと ― ― ― 

書くこと ★★ 61.1 ▼▼ 

読むこと ★★★ 68.1 ▼▼ 

言語事項 ― ― ― 

 

【設問別集計結果】 

設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

1一 
新聞の割り付けとして適切なもの

を選択する 

目的や意図に応じ、新聞の割り付

けをする 
★★★ 74.6 ▼▼ 

1二 
見出しの表現の工夫についての説

明として適切なものを選択する 

目的や意図に応じ、記事に見出し

を付ける 
★★★ 70.8 ▼▼ 

1三 
【中田とよさんへのインタビュー

様子】の内容をまとめて書く 

目的や意図に応じ、取材した内容

を整理しながら記事を書く 
★ 34.7 ▼▼ 

2一ア 
［ア］に入る言葉の意味として適

切な内容を書き抜く 目的に応じ、中心となる語や文を

捉える 

★★★ 75.5 ▼▼ 

2一イ 
［イ］に入る言葉として適切な内

容を書き抜く 
★★★ 86.0 ▼▼ 

2二 【文章】の要旨をまとめて書く 
目的に応じ、文章の内容を的確に

押さえながら要旨を捉える 
★★★ 78.4 ▼ 

2三 
楽器の分担の決め方について、【楽

器の分担図】を基にして書く 

文章と図とを関係付けて、自分の

考えを書く 
★ 41.6 ▼ 

3一 
〈絵 3〉の場面が始まるまとまりと

して適切なものを選択する 

登場人物の行動を基にして、場面

の移り変わりを捉える 
★★ 60.4 ▼▼ 

3二 
声に出して読むときの工夫とその

理由を書く 

登場人物の気持ちの変化を想像

しながら音読する 
★★ 66.6 ▼▼ 

 

【課題と改善点】 

 

□目的や意図に応じて新聞を書く 

〔「インタビューの様子」の内容をまとめて書く〕 

●目的や意図に応じ、取材した内容を整理しながら記事を書くことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜目的や意図に応じて取材した事柄を記事として書くことができるようにする＞ 

○読み手に伝えたいことの中心を明確にし、自分で調べた内容や、関係者に取材した事柄の中から取

捨選択するような指導が考えられる。メモを用いて記事を書く際は、取材した内容を引用して書く

ことや、それらを適切な分量にまとめて書くことができるようにすることが大切である。 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

 

□目的に応じ、文章と図とを関係づけて読む 

〔文章を図と関係づけて、自分の考えを書く〕 

〔「楽器の分担図」を基にして書く 

●文章や図やグラフなどと関係づけて、自分の考えをまとめることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜文章や図やグラフなどと関係づけて、自分の考えをまとめることができるようにする＞ 

○書き手が伝えたい内容を読み手に分かりやすく伝える為に、文章と図やグラフなどを関係づけて自

分の考えをまとめることができるようにする。図やグラフなどを添えられた文章を提示し、それら

を関係づけて読んだり、自分の考えを書いたりする指導を意図的に行うことが必要である。 

 

□相手や目的に応じて読み聞かせをする 

〔場面の始まるまとまりとして適切なものを選択する〕 

●登場人物の行動を基にして、場面の移り変わりを捉えることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜登場人物の行動を基にして、場面の移り変わりを捉えることができるようにする＞ 

○登場人物の行動や会話、情景などを基にして場面の移り変わりを捉えることができるようにする。

そのためには、各場面の様子を的確に捉えるとともに、場面と場面とを関係づけて読む指導が必要

である。 

 

□声を出して読むときの工夫とその理由を書く 

〔登場人物の気持ちの変化を想像しながら音読する〕 

●声に出して読むときの工夫とその理由を書くことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜場面の移り変わりや登場人物の行動や気持ちの変化を捉え音読できるようにする＞ 

○一文一文や段落ごとの読みだけではなく、物語全体の内容や構成、展開などを把握することにより、

音読を工夫することができる。 
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③ 小学校算数 A(主として知識)                             

【学習指導要領の領域別集計結果】 

区 分 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

数と計算 ★★★ 80.1 ▼▼ 

量と測定 ★★★ 71.3 ▼▼ 

図形 ★ 64.5 ▼▼ 

数量関係 ★★★★ 84.9 ▼ 

 

【設問別集計結果】 

設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

1（1） 
8.9－0.78の差の概算の結果とし

て、ふさわしい数値を選ぶ 

少数の減法について、計算の結果

のおよその大きさを捉えること

ができる 

★★★ 71.0 ▼▼ 

1（2） 

5.21＋0.7は 0.01が何個集まった

数かを表すための式として、ふさ

わしい数値の組み合わせを書く 

単位となる少数の幾つ分で、少数

の大きさを表すことができる 
★★ 74.3 ▼▼ 

1（3） 

少数の加法の結果を、減法を用い

て確かめるとき、当てはまる数値

の組み合わせを書く 

加法における計算の確かめの方

法を理解している 
★★★ 82.0 ▼ 

2（1） 28＋72を計算する 
繰り上がりのある 2位数の加法

の計算をすることができる 
★★★★ 98.2 △ 

2（2） 6.79－0.8を計算する 
末尾の位のそろっていない小数の

減法の計算をすることができる 
★★★ 69.5 ▼ 

2（3） 5/9－1/4を計算する 
異分母の分数の減法の計算をす

ることができる 
★★★ 81.4 ▼ 

2（4） 5/6÷7を計算する 
除数が整数である場合の分数の

除法の計算をすることができる 
★★★ 84.2 ▼▼ 

3 

午後 3時 10分までに図書館に着く

ために、所要時間の 5分と 20分を

基に、家を出発する時刻を求める 

日常生活の中で必要となる時刻

を求めることができる 
★★★ 74.8 ▼▼ 

4（1） 

90°、180°、270°、360°を基準

として角の大きさを見当付けたも

のから、正しいものを選ぶ 

180°よりも大きい角のおよその

大きさを、2直角、3直角を基に

捉えることができる 

★★★ 81.3 ▼▼ 

4（2） 
分度器の目盛を読み、180°より大

きい角の大きさを求める 

180°や 360°を基に分度器を用

いて、180°よりも大きい角の大

きさを求めることができる 

★ 58.0 ▼▼ 

5（1） 

円の中心と円周上の二点を頂点と

する三角形が二等辺三角形になる

理由として、最もふさわしい円の

特徴を選ぶ 

示された三角形が二等辺三角形

になる根拠となる円の性質を、選

択することができる 

★ 50.6 ▼▼ 

5（2） 

円の中心と円周上の二点を頂点と

する三角形の、角の大きさを求め

る 

円の性質から三角形の等辺を捉

え、二等辺三角形の性質から底角

の大きさを求めることができる 

★★ 64.5 ▼▼ 

6（1） 

作成途中の直方体の展開図につい

て、残りの一つの面の長方形の縦

と横の辺の長さを書く 

示された見取図の情報を基に、展

開図に必要な面の大きさを読み

取ることができる 

★★★ 75.4 ▼▼ 

6（2） 

作成途中の直方体の展開図につい

て、残りの一つの面を付けてかく

辺を選ぶ 

見取図と展開図を関連付けて、立

法体図形の辺や面の位置関係を

理解している 

★★★ 67.6 ▼▼ 

7 

ハンカチを 5日間持ってきた人数

が、学年全体の人数の半分より少

ない学年は、4年生だけであること

を示しているグラフを選ぶ 

グラフに表されている事柄を読

み取ることができる 
★★★★ 81.8 △ 

8 
○を並べた図を基に式を読み、数

に対応する○を黒く塗る 

式で表現された数量の関係を図と

関連付けて理解することができる 
★★★★ 88.1 ▼ 
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【課題と改善点】 

 

□計算の能力（計算の仕方と結果についての判断） 

小数の仕組みと数の相対的な大きさの理解 

〔単位となる小数のいくつ分で、小数の大きさを表すことができる〕 

●単位となる小数のいくつ分で、小数の大きさを表すことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜小数の仕組みと数の相対的な大きさについて理解できるようにする＞ 

○基準となる数を基に小数を相対的に捉える活動が考えられる。小数を整数に置き換えることで、小

数の計算は、整数と同じ原理、手順で計算できることを確認したり、計算の方法を振り返ったりす

ることが大切である。 

 

□角の大きさ 

分度器の目盛を読み、１８０°より大きい角の大きさを図る 

〔分度器を用いて、１８０°よりも大きい角の大きさを求める〕 

●分度器を用いて、角の大きさを正確に測定することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜分度器を用いて、角の大きさを正確に測定できるようにする＞ 

○１８０°より大きな角を求める為に、補角を用いた測定方法を判断する活動を取り入れることが考

えられる。また、角の大きさの測定については、合同な図形や、縮図や拡大図などの関連する内容

においても意図的に取り扱うことで、分度器を用いた角の大きさの測定や作図の技能の定着を図る

ことが大切である。 

 

□円と二等辺三角形 

円の中心と円周上の二点を頂点とする三角形が二等辺三角形になる理由となる円の特徴を選ぶ 

〔示された三角形が二等辺三角形になる根拠と円の性質を選択する〕 

●示された三角形が二等辺三角形になる根拠と円の性質を選択することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜図形の性質に基づいて、図形を構成したり、図形の理解を深めたりできるようにする＞ 

○円の中心と円周上の二点を頂点とした三角形が二等辺三角形になるかを考え、説明する活動が考え

られる。指導にあたっては、なぜ二等辺三角形ができるのかについて考えることで、半径の長さが

等しい円の性質に基づいていることを理解することが大切である。 
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④ 小学校算数 B(主として活用)                             

 

【学習指導要領の領域別集計結果】 

区 分 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

数と計算 ★ 42.4 ▼ 

量と測定 ★ 41.7 ▼▼ 

図形 ★ 45.6 ▼▼ 

数量関係 ★ 43.0 ▼▼ 

 

【設問別集計結果】 

設問 
番号 

設問の概要 出題の趣旨 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

1（1） 
平行四辺形を構成することができ
る、四つの辺の組み合わせを選ぶ 

平行四辺形の性質を基に、平行四
辺形を構成することができる辺
の組み合わせを理解している 

★★★★ 95.2 ▼ 

1（2） 
作図に用いられている平行四辺形
の特徴を選ぶ 

平行四辺形の作図の方法に用い
られる図形の約束や性質を理解
している 

★★ 54.6 ▼ 

1（3） 
二組の道のりが、それぞれ等しく
なることを書く 

示された二組の道のりが等しく
なる根拠として、図形を見いだ
し、その図形の性質を記述できる 

★ 27.7 ▼▼ 

2（1） 
トマトを 7個買うとき、最も安く
なる買い方を選び、その時の代金
を書く 

単位量当たりの大きさを用いて、
目的に応じた買物の仕方を選択
し、代金を求めることができる 

★★ 64.8 ▼▼ 

2（2） 
20％増量した商品の内容量が 480
ｍｌであるとき、増量前の内容量
を求める式と答えを書く 

示された情報から基準量を求め
る場面と捉え、比較量と割合から
基準量を求めることができる 

★ 13.1 ▼▼ 

2（3） 
示された割り引き後の値段の求め
方の中から誤りを見いだし、正し
い求め方と答えを書く 

示された割り引き後の値段の求
め方の中から誤りを指摘し、正し
い求め方と答えを記述できる 

★ 51.0 ▼▼ 

3（1） 

周の長さが 24ｍの正三角形を巻き
尺でつくるために、それぞれどこ
の目盛りのところを持てばよいか
を書く 

正三角形の性質を基に、示された
周の長さから辺の長さが等しく
なる位置求めることができる 

★ 32.5 ▼ 

3（2） 
合同な二つの三角形を巻き尺でつ
くったときに、アの角が 30°にな
るわけを書く 

正三角形の性質や合同な三角形
の性質を基に、アの角が 30°に
なる理由を記述できる 

★ 49.1 ▼▼ 

4（1） 
四つの数を四捨五入して、千の位
までのおよその数に表し、それら
の数の和を求める式と答えを書く 

四捨五入して千の位までのおよ
その数にして計算することがで
きる 

★ 52.6 ▼▼ 

4（2） 
切り上げて計算した結果が 10000
であることから分かることを選ぶ 

切り上げた場合の見積りの結果
を基に、目標に達しているかにつ
いて判断できる 

★★ 62.0 ▼ 

4（3） 
目標に達するには、12月に 3000
個のキャップを集めればよいわけ
を書く 

概数を用いた見積りの結果とそ
れに基づく判断を理解し、3000
個集めればよい理由を記述でき
る 

★ 22.3 ▼ 

5（1） 
示された図において、分割された
二つの図形の面積が等しくなるわ
けを書く 

長方形の面積を 2等分する考え
を基に、分割された二つの図形の
面積が等しくなる理由を記述で
きる 

★ 12.5 △ 

5（2） 
示された図形の色がついた部分の
面積を求める 

条件を変更した場面に面積を 2
等分する考えを適用して、示され
た部分の面積を求めることがで
きる 

★ 47.8 ▼▼ 
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【課題と改善点】 

 

□事象の数学的解釈と根拠の説明（平行四辺形の性質） 

作図に用いられている平行四辺形の特徴を選ぶ 

〔平行四辺形の作図の方法に用いられる図形の約束や性質を理解している〕 

●図形の構成や作図の活動と関連付けて、図形の約束や性質についての理解に課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜図形の構成や作図の活動と関連付けて、図形の約束や性質について理解を図ることができるように

する＞ 

○観察の結果から見出した図形の約束や性質を他の図形と比較して、その特徴を明らかにすることが

考えられる。作図の指導にあたっては、図形の約束や性質を理解するためには、辺の長さや角の大

きさなど、図形の構成要素やその関係に着目して図形を構成したり観察したりする活動を取り入れ

ることが大切である。 

 

□二組の道のりが、それぞれ等しくなる事を書く 

〔示された二組の道のりが等しくなる根拠として、図形を見出し、その図形の性質を記述できる〕 

●日常の事象と図形の約束や性質を関連付けて、的確に判断したり考察することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜日常の事象と図形の約束や性質を関連付けて、的確に判断し、考察できるようにする＞ 

○図形の約束や性質が日常生活のどのような事象に関連付けられているかを考えることで、図形の約

束や性質を活用して問題解決を図る学習を取り入れることが重要である。図形を見出す際には、図

形を構成する辺の関係や長さ、角に注目し、示された情報の中から必要な情報を取り出して、一つ

の図形として理想化することが求められる。 

 

□場面の読み取りと処理・判断 

最も安くなる買い方を選び、その時の代金を書く 

〔単位量当たりの大きさを用いて、目的に応じた買い物の仕方を選択し、代金を求めることができる〕 

●単位量当たりの大きさを用いて、日常生活の事象を合理的に判断し、処理することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜単位量当たりの大きさを用いて、日常生活の事象を合理的に判断し、処理することができるように

する＞ 

○単位量当たりの大きさを用いて、解決する買い物の場面を想定し、買い方を選択し、その求め方を

検討するなど、より合理的で能動的な求め方を考える活動を取り入れることが考えられる。三種類

のパックについてトマト１個当たりの値段を求めることで、１個入りのパックを含んだ買い方は代

金が高くなる事を判断することができる。 
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□２０％増量した商品の内容量が 480ml であるとき、増量前の内容量を求める式と答えを書く 

〔示された情報から基準量を求める場面と捉え、比較量と割合から規準量を求めることができる〕 

●基準量、比較量、割合の関係を把握し、比較量と割合を基に基準量を求めることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜基準量、比較量、割合の関係を把握し、比較量と割合を基に基準量を求めることができるように 

する＞ 

○示された情報から基準量と比較量を特定し、比較量と割合から基準量を求める必要がある。指導に

あたっては、基準量、比較量、割合の関係を数値で表すなど、数量の関係を表現する活動を取り入

れることが大切である。 

 

□示された割引後の値段の求め方の中から誤りを見出し、正しい求め方と答えを書く 

〔示された割引後の値段の求め方の中から誤りを指摘し、正しい求め方と答えを書くことに課題があ

る〕 

●考えを批判的に考察し、考えの妥当性を評価するとともに、それを基に考えを表現し直すことに課

題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜考えを批判的に考察し、考えの妥当性を評価するとともに、それを基に考えを表現し直すことがで

きるようにする＞ 

○「どうして答えが異なってしまうのか」と振り返ることから、間違った原因や理由を明らかにする

とともに、的確に表現し直す活動を取り入れることが考えられる。指導にあたっては、示された値

引き後の値段の求め方を振り返り、数量の関係を正しく捉えているかについて見直すことで、示さ

れた求め方の誤りを修正することが大切である。 

 

□図形の性質に基づいた日常事象の解釈と説明 

正三角形を巻き尺で作るために、それぞれどこの目盛を持てばよいかを書く 

〔正三角形の性質を基に示された周りの長さから辺の長さが等しくなる位置を求めることができる〕 

●目的に応じて図形の特徴や性質を選択し、事象の判断に活用することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜目的に応じて図形の特徴や性質を選択し、事象の判断に活用することができるようにする＞ 

○図形が持つ特徴や性質を想起し、その中から問題の解決に必要な特徴や性質を選択して活用する機

会を設定することが大切である。正三角形には、「三つの辺の長さが等しい」、「三つの角の大きさ

がどれも等しく、６０°である」という特徴や性質があることを確認したうえで、一辺の長さを求

める為に、どのような特徴や性質を用いると良いのかについて話し合う活動を取り入れることが考

えられる。 
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□合同な二つの三角形を巻き尺で作ったときに、アの角が３０°になるわけを書く 

〔正三角形の性質や合同な三角形の性質を基に、アの角が３０°になる理由を記述する〕 

●事柄が成り立つことの根拠を、図形の性質を基に考え、説明することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜事柄が成り立つことの根拠を、図形の性質を基に考え、説明することができるようにする＞ 

○図形の性質を基に事象を観察したり構成したりすることや、図形の性質を基にある事柄が成り立つ

事を説明できるようにすることが大切である。「○アの角が３０°になるわけ」を説明するためには、

どのような性質と条件を用いれば良いか話し合う活動を取り入れることが考えられる。 

 

□見積もりの仕方と結果の判断 

数を四捨五入して、およその数に表わし、それらの数の和を求める式と答えを書く 

〔四捨五入して、千の位までのおよその数にして計算することができる〕 

●四捨五入して、概数で処理する仕方を理解し、和や差を見積もることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜四捨五入して、概数で処理する仕方を理解し、和や差を見積もることができるようにする＞ 

○日常生活の場面と結びつけ、実際の数に近い数を求めて結果の見通しを持つことが有効であること

やその処理の良さが実感できるようにすることや、四捨五入することによって実際の数に近い数が

作られることを、図や数直線等を用いて理解していくことができるようにしていくことが大切であ

る。 

 

□目標に達するには、12 月に３０００個のキャップを集めれば良いわけを書く 

〔概数を用いた見積もりの結果とそれに基づく判断を理解し、その理由を記述する〕 

●目的に応じて見積もり方を選択し、その結果を用いて判断し、説明することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜目的に応じて見積もり方を選択し、その結果を用いて判断し、説明することができるようにする＞ 

○何のために見積もるかについて、その目的を明らかにすることや、目的に応じた処理をするために

見積もり方を選択したり、処理の結果のおおよその大きさを判断したりすることが大切である。日

常生活の場面を取り上げ、処理方法や結果に基づくと、どのような判断ができるかを明らかにして

いくことが考えられる。 

 

□図形の観察と根拠の説明 

示された図形の色のついた部分の面積を求める 

〔条件を変更した場面に面積を２等分する考えを適用して、示された部分の面積を求める〕 

●示された考え方を基に、条件を変更した場面を考察し、考えを説明することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜示された考え方を基に、条件を変更した場面を考察し、考えを説明することができるようにする＞ 

○問題の条件や数値などを変更した場面から、発展的に課題を解決することが大切である。長方形と

同じように面積が二等分されるのかについて考察し、説明する場面を設定することが考えられる。 
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⑤ 小学校理科                                     

 

【学習指導要領の領域別集計結果】 

区 分 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

物質 ★★ 57.4 ▼ 

エネルギー ★★★ 65.6 ▼ 

生命 ★★ 61.2 ▼ 

地球 ★★ 57.8 ▼ 

 

【設問別集計結果】 

設問 
番号 

設問の概要 出題の趣旨 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

1（1） 
振り子が 1往復する時間を変える
要因を調べるため適切に条件を変
えた振り子を選ぶ 

振り子時計の調整の仕方を調べ
るための実験について、条件を制
御しながら構想できる 

★★★ 77.6 ▼ 

1（2） 
振り子時計の進み方を調節する内
容を選ぶ 

振り子の運動の規則性を振り子
時計の調整の仕方に適用できる 

★ 61.2 ▼▼ 

1（3） 
振り子時計の軸に用いる適切な金
属を選び、選んだわけを書く 

熱膨張が小さい金属について、グ
ラフを基に考察して分析した内
容を記述できる 

★★★ 62.8 ▼ 

1（4） 
電磁石と磁石が退け合うようにす
るための局の組み合わせを選ぶ 

電磁石と磁石の同極が退け合う
性質を振り子が左右に等しく振
れる仕組みに適用できる 

★ 53.2 ▼ 

1（5）
ア 

電磁石の働きを利用した振り子が
左右に等しく振れる導線の巻き方
や乾電池のつなぎ方について、当
てはまるものを選ぶ 

電磁石の働きを利用した振り子
について、試行した結果を基に自
分の考えを改善できる 

★★★ 72.7 △ 

1（5）
イ 

★★ 66.2 ▼▼ 

2（1） 
メダカのめすとおすを見分けるた
めの観察する部分を選ぶ 

メダカの雌雄を見分ける方法を
理解している 

★★★ 78.0 ▼ 

2（2）
よし子 

生物の成長に必要な養分のとり方
について、仲間分けした観点を選
ぶ 

生物の成長に必要な養分のとり
方について、調べた結果を視点を
もって考察して分析できる 

★★★ 76.3 ▼▼ 

2（2）
ひろし 

★★★ 69.0 ▼ 

2（3） 
示された器具（顕微鏡）の名称を
書く 

顕微鏡の名称を理解している ★★★ 61.6 △ 

2（4） 顕微鏡の適切な操作方法を選ぶ 
顕微鏡の適切な操作方法を身に
つけている 

★ 37.9 △ 

2（5） 

インゲンマメとヒマワリの成長の
様子や日光の当たり方から、適し
た栽培場所を選び、選んだわけを
書く 

植物の適した栽培場所について、
成長の様子と日光の当たり方を
適用して、その内容を記述できる 

★ 44.2 ▼▼ 

3（1） 
水蒸気の状態の説明として当ては
まるものを選ぶ 

水蒸気は水が気体になったもの
であることを理解している 

★★★ 81.9 ▼ 

3（2） 
水の温まり方の予想を基に、温度
計が示す温度が高くなる順番を選
ぶ 

予想が一致した場合に得られる
結果を見通して実験を構想でき
る 

★ 54.0 ▼▼ 

3（3） 
水の温まり方について、実験結果
から考え直した内容を選ぶ 

水の温まり方を考察するために、
実験結果を基に自分の考えを改
善できる 

★ 51.7 ▼ 

3（4） 
示された器具（メスシリンダー）
の名称を書く 

メスシリンダーの名称を理解し
ている 

★★★★ 70.7 △△ 

3（5） 
メスシリンダーで一定量の水をは
かり取る適切な扱い方を選ぶ 

メスシリンダーで一定量の水を
はかり取る適切な扱い方を身に
付けている 

★★ 51.7 △ 

3（6） 

水の温度と砂糖が水に溶ける量と
の関係のグラフから、水の温度が
下がったときに出てくる砂糖の量
を選び、選んだわけを書く 

析出する砂糖の量について分析
するために、グラフを基に考察
し、その内容を記述できる 

★ 28.9 ▼▼ 
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【設問別集計結果】 

設問 
番号 

設問の概要 出題の趣旨 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

4（1） 
方位についての情報から、観察し
ている方位を選ぶ 

方位を判断するために、観察した
事実と関係付けながら情報を考
察して分析できる 

★ 41.0 ▼ 

4（2） 
夕方にみられる月の形と場所を選
ぶ 

月は 1日のうち時刻によって形
は変わらないが、位置が変わるこ
とを理解している 

★ 56.1 ▼▼ 

4（3） 
星座の動きを捉えるために必要な
記載事項を選ぶ 

星座の動きを捉えるための適切
な記録方法を身に付けている 

★ 55.3 ▼▼ 

4（4） 観察した星座や雲の動きを選ぶ 
星座や雲の動きについて、観察記
録を基に考察して分析できる 

★★ 65.0 ▼▼ 

4（5） 
水が水蒸気になる現象について、
その名称を書く 

水が水蒸気になる現象について、
科学的な言葉や概念を理解して
いる 

★★★ 58.5 △ 

4（6） 
地面に水をまいたときの地面の様
子と温度変化について、実験結果
から言えることを選ぶ 

打ち水の効果について、グラフを
基に地面の様子と気温の変化を
関係付けながら考察して分析で
きる 

★★★★ 84.2 ▼ 

  

【課題と改善点】 

 

□振り子の運動の規則性を振り子時計の調整の仕方に適用できる 

〔振り子時計の進み方を調整する内容を選ぶ〕 

●問題解決を通して明らかになったことを日常生活に適用することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜問題解決を通して明らかになったことを日常生活に適用することができるようにする＞ 

○問題解決を通して明らかになったことを日常生活にあてはめて考えることが大切である。生活場面

に結論をあてはめたり、生活の中で使われている道具などの仕組みに着目したりして考えるように

することで、実生活との関連を図ることが重要である。 

 

□電磁石と磁石の同極が退け合う性質を振り子が左右に等しく振れる仕組みに適用できる 

〔電磁石と磁石の同極が退け合うようにするための極の組み合わせを選ぶ〕 

●自然の性質や規則性を適用して物づくりをすることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜自然の性質や規則性を適用して物づくりをすることができるようにする＞ 

○学習で身に付けた知識・技能を活用できるようにするためには、自然の性質や規則性を適用したも

のづくりを行ったり日常生活に見られる自然の事物・現象について学習で見に付けた科学的な言葉

や概念を使用して考えたりする機会を設定することが大切である。学習で身に付けた知識・技能の

うち、どのような性質や仕組みを利用するかを明確にして設計図や完成予想図などを作成し、実際

に操作しながらものづくりをすることが重要である。 
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□電磁石の働きを利用した振り子について、試行した結果を基に自分の考えを改善できる 

〔電磁石の働きを利用した振り子が左右に等しく振れる導線の巻き方や乾電池のつなぎ方について、

当てはまるものを選ぶ〕 

●観察・実験、ものづくりについて批判的に見直し、改善を図ることができるようにすることに課題

がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜観察・実験、ものづくりについて批判的に見直し、改善を図ることができるようにする＞ 

○観察・実験、ものづくりの結果が予想や計画通りの結果にならなかった原因を考え改善することは、

科学的見方や考え方をより確かなものにする上で大切である。観察・実験、ものづくりにおいて、

予想通り結果が得られなかったり、計画通りにものづくりができなかった際に、予想や仮説を見直

したり、方法を改善したりして、再度ものづくりができるようにする。 

 

□顕微鏡の適切な操作方法を身につけている 

〔顕微鏡の適切な操作方法を選ぶ〕 

●対象や目的に応じて観察器具を適切に操作することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜対象や目的に応じて観察器具を適切に操作することができるようにする＞ 

○観察器具を扱う際には、単なる作業として扱うのではなく、自然の事物や現象を観察する中で対象

や目的に応じて意図的に操作できる技能として修得することが大切である。児童が顕微鏡を実際に

操作する時間を充分に確保したうえで、見えている様子をテレビモニターに映し出しながらそれぞ

れの操作によって見えている様子がどのように変わるかを捉えられるようにすることが考えられ

る。 

 

□植物の適した栽培場所について、成長の様子と日光の当たり方を適用して、その内容を記述する 

〔インゲン豆やヒマワリの成長の様子や日光の当たり方から、適した栽培場所を選び、選んだわけを

書く〕 

●栽培活動を通して、植物を対象とした継続的な観察をすることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜栽培活動を通して、植物を対象とした継続的な観察をすることができるようにする＞ 

○継続的な観察を通して、植物の認知的な把握や生物を愛護する心情を育むには、具体的な体験活動

である日頃の栽培活動を充実させることが大切である。栽培初期の草丈や葉の数の変化、栽培中期

の花や実のでき方など、対象とした植物の変化について、観察を通して生じた疑問を基に問題を設

定し、解決するために継続して観察する学習活動などが考えられる。 
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□予想が一致した場合に得られる結果を見通して実験を構想できる 

〔水の温まり方の予想を基に、温度計が示す温度が高くなる順番を選ぶ〕 

●予想が一致した場合に得られる結果を見通して実験を計画することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜予想が一致した場合に得られる結果を見通して実験を計画することができるようにする＞ 

○問題に対する予想や仮説を基に検証するための方法を考え、予想が一致した場合に得られる結果を

見通しながら実験を計画することが大切である。水の温まり方について調べる実験では、水が温ま

る様子を観察したうえで、予想する際に温まった水の動きを図や絵などに用いて視覚化したり、自

分の考えを証明するために温度計や示温テープなどの場所に置くと良いのか考えたりする機会を

保証することが考えられる。 

 

□水の温まり方を考察するために、実験結果を基に自分の考えを改善できる 

〔水の温まり方について、実験結果から考え直した内容を選ぶ〕 

●他者の考えを認識し、実験の結果からより妥当な考えに改善することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜他者の考えを認識し、実験の結果からより妥当な考えに改善することができるようにする＞ 

○自分の考えと他者の考えの違いを捉え、異なる視点から自分の考えや他者の考えを見直したりふり

返ったりして批判的に考察することが大切である。実験の結果を予想と照らし合わせて証明された

かどうかを判断し、必要に応じて考えを変更したり、黒板などで各グループの実験結果の共有化を

図った上で傾向を見たりして、結果から何が言えるか結論を導き出す学習活動が考えられる。 

 

□メスシリンダーで一定の水を量り取る適切な扱いを身につけている 

〔メスシリンダーで一定量の水を量り取る適切な扱い方を選ぶ〕 

●対象や目的に応じて実験器具を適切に操作することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜対象や目的に応じて実験器具を適切に操作することができるようにする＞ 

○実験器具を目的に応じて適切に使用できるようにすることが大切である。教師が具体的な操作方法

を示すとともに、全ての児童が実際に操作を行い、安全に留意しながら操作方法を確実に習得でき

るようにすることも重要である。 

 

□析出する砂糖の量について分析するために、グラフを基に考察し、その内容を記述する 

〔水の温度が下がったときに出てくる砂糖の量を選び、選んだわけを書く〕 

●グラフを基に考察して全体の傾向を読み取ることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜グラフを基に考察して全体の傾向を読み取ることができるようにする＞ 

○自然の事象・現象を客観的に捉える為には、グラフを基に考察することを通して全体の傾向を読み

取ることが大切である。実験の結果を表やグラフに整理し、モデル化やイメージ化したり、自分な

りの解釈を表現したりできるようにすることが考えられる。また、結果から言えることを科学的な

言葉や概念を使ってまとめたりすることも重要である。 
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□方位を判断するために、観察した事実と関係づけながら情報を考察して分析できる 

〔方位についての情報から、観察している方位を選ぶ〕 

●月や星に興味・関心を持ち、方位を捉えながら観察することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜月や星に興味・関心を持ち、方位を捉えながら観察することできるようにする＞ 

○時間の経過に伴って月や星が見える位置が変化することを捉えためには、月や星に興味・関心を持

ち、方位を捉えながら観察すること事が大切である。観察した月や星を記録するためには、時間の

経過を捉え、方位磁針による方位の確認や方位による表現の仕方が身に付くように、事前に適切な

使い方を確認しておくことも必要である。 

 

□月は 1 日のうち時刻によって形は変わらないが、位置を変わることを理解している 

〔夕方に見られる月の形と場所を選ぶ〕 

●月の動きを時間の経過と関連づけて捉えることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜月の動きを時間の経過と関連づけて捉えることができるようにする＞ 

○時間毎の月の方位や高さ、見える形を観察し、月の動きと時間の経過とを関係づけて捉えるように

することが大切である。上弦の月、十一日月、満月など複数の月を観察して方位と高度を時刻と共

に記録し、太陽と同じように東から西へ動いているという月の動きの規則性を確認できるようにす

ることも重要である。 

 

□星座の動きを捉えるための適切な記録方法を身につけている 

〔星座の動きを捉えるために必要な記載事項を選ぶ〕 

●定点観察の方法を身に付け、適切に記録することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜定点観察の方法を身に付け、適切に記録することができるようにする＞ 

○月や太陽の動きと時間の経過の関係を調べる為には、定点観察の技能と記録の仕方を習得すること

が大切である。観察場所を一定にし、基準となる目印や観察の時間間隔を決めるなどといった定点

観察やその記録の方法について観察前に確認することも重要である。 

 

□星座や雲の動きについて、観察記録を基に考察して分析できる 

〔観察した星座や雲の動きを選ぶ〕 

●観察・実験の記録を時間の経過と関係づけながら考察して分析することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜観察・実験の記録を時間の経過と関係づけながら考察して分析することできるようにする＞ 

○自然の事物や現象の変化の様子を捉える為には、対象となる自然の事物・現象を十分に観察した上

で、観察した結果の記録を時間の経過と関係づけながら考察して分析することが大切である。また、

星座の位置の変化を捉えるためには、定点観察した結果の記録を時刻ごとに並べ、目印にしたもの

を基準として星座や雲の位置がどのように変化しているかについて考えられるようにすることも

必要である。 
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⑥ 中学校国語 A(主として知識)                             

 

【学習指導要領の領域別集計結果】 

区 分 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

話すこと・聞くこと ★★★ 79.7 ▼▼ 

書くこと ★★★ 73.6 ▼ 

読むこと ★★★★ 86.1 ▼ 

言語事項 ★★★ 72.9 ▼ 

 

【設問別集計結果】 

設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

1一 

スピーチの途中で聞き手の反応を

見て、とった対応として適切なも

のを選択する 

相手の反応を踏まえて話す ★★★★ 93.0 ▼ 

1二 
「成否」という言葉を、聞いて分

かりやすい表現に直す 

聞き手を意識し、分かりやすい語

句を選択して話す 
★★ 65.0 ▼▼ 

2一 
意見文に対して出された指摘の理

由として適切なものを選択する 

意見を支える根拠の明確さにつ

いて助言する 
★★★ 79.8 ▼▼ 

2二 
意見文を直した意図として適切な

ものを選択する 

書いた文章を読み返し、語句の選

び方や使い方を工夫して書く 
★★★★ 83.6 ▼ 

3一 
用いられている表現の工夫として

適切なものを選択する 
表現の技法について理解する ★★★ 58.3 △ 

3二 
一人も返事をしたものがなかった

理由として適切なものを選択する 

登場人物の心情や行動に注意し

て読み、内容を理解する 
★★★★ 88.7 ▼ 

3三 
嘉助の言動から読み取れる様子と

して適切なものを選択する 

登場人物の言動の意味を考え、内

容を理解する 
★★★★ 89.8 ▼ 

4一 
棒グラフの  部の変化の内容を

適切に書く 
伝えたい事実を明確に書く ★★★ 67.6 ▼▼ 

5一 

「なぜ、排水管はＳ字形になって

いるのか。」という問いに対する答

えとして適切なものを選択する 

文章から適切な情報を得て、考え

をまとめる 
★★★★ 93.6 ▼ 

6一 

「あす」と「あした」という言葉

の意味の変化を整理した表に当て

はまる言葉として適切なものを選

択する 

目的に応じて要旨を捉える ★★★ 71.3 ▼▼ 

6二 
文章について説明したものとして

適切なものを選択する 
表現の特徴を捉える ★★★★ 87.1 ▼▼ 

7一 

二つの回答案の構成の違いを説明

したものとして適切なものを選択

する 

伝えたい事柄が明確になるよう

に文章の構成を考える 
★★★ 70.6 ▼▼ 

7二 
要望を適切に捉え、回答案の冒頭

に一文を加える 

伝えたい事柄が相手に効果的に

伝わるように書く 
★★★ 66.4 △ 

8一 
インタビューをする際の質問の意

図として適切なものを選択する 必要に応じて質問しながら聞き

取る 

★★★ 84.6 ▼▼ 

8二 
意図にあった質問として適切なも

のを選択する 
★★★ 76.1 ▼▼ 
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【設問別集計結果】 

設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

9一 1 
漢字を書く（ビョウソク五メート

ルの風が吹く） 

文脈に即して漢字を正しく書く 

★★★★ 88.5 ▼▼ 

9一 2 
漢字を書く（地図のシュクシャク

を調べる） 
★★★ 72.1 △ 

9一 3 
漢字を書く（アマったお金を貯金

する） 
★★ 70.9 ▼▼ 

9二 1 漢字を読む（詳細に述べる） 

文脈に即して漢字を正しく読む 

★★★★ 78.2 △ 

9二 2 漢字を読む（シャツの袖をまくる） ★★★★ 94.1 ▼ 

9二 3 
漢字を読む（学校のことが新聞に

載る） 
★★★★ 97.2 ▼ 

9三ア 
適切な語句を選択する（将来は気

象予報士になりたい） 

語句の意味を理解し、文脈の中で

適切に使う 

★★★★ 97.6 △ 

9三イ 
適切な語句を選択する（彼がこの

討論の口火を切った） 
★★ 55.5 ▼ 

9三ウ 
適切な敬語を選択する（私が先生

のお宅に参ります） 
★★★★ 84.1 ▼ 

9三エ 

適切な語句を選択する（彼女は、

学級の縁の下の力持ちと言える存

在だ） 

★★★ 70.8 ▼▼ 

9三オ 
適切な語句を選択する（たなびく

雲の間から、春の光がもれている） 
★ 49.0 ▼▼ 

9三カ 
適切な語句を選択する（新聞を読

む習慣を身に付ける） 
★★★★ 86.9 ▼ 

9四① 「青い」と「青さ」の品詞として

適切なものを選択する 
単語の類別について理解する 

★★ 62.3 ▼▼ 

9四② ★ 33.7 ▼ 

9五 
運筆の際の説明に対応する部分と

して適切なものを選択する 
毛筆を用いて、楷書で文字を書く ★★★★ 85.9 ▼▼ 

9六 
手紙の後付けの直し方とその理由

として適切なものを選択する 
手紙の書き方を理解している ★★ 58.2 ▼▼ 

9七 1 

漫画の言葉に対応する部分として

適切なものを古典の文章の中から

選択する 

漫画の内容を参考にして、登場人

物の思いやものの見方を想像す

る 

★★★ 75.3 ▼ 

9七 2 古典の作品名を漢字で書く 
代表的な古典の作品に関心をも

つ 
★★★ 66.7 ▼ 

 

【課題と改善点】 

 

□聞き手を意識し、分かりやすい語句を選択して話す 

〔聞き手を意識し、分かりやすい語句を選択して話すことが出来る〕 

●聞き手を意識し、分かりやすい言葉を使って話すことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜聞き手を意識し、分かりやすい言葉を使って話すことができるようにする＞ 

○聞き手に分かりやすい言葉を用いるように意識することが重要である。時には、聞き手の反応を踏

まえて、語句の選択や言葉遣いなどに適宜変更を加えながら話すように指導することが大切である。 
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□伝えたい事実を明確に書く 

〔伝えたい事実を明確に書くことが出来るかどうかをみる〕 

●読み取った情報の内容を明確に書くことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜読み取った情報の内容を明確に書くことができるようにする＞ 

○目的や必要に応じて、同じ図表から異なる情報を読み取れることを具体的に理解することが重要で

ある。読み取った情報について、適切な言葉を選択して記述することも大切である。 

 

□語句の意味を理解し、文脈の中で適切に使う 

〔語句の意味を理解し、文脈の中で適切に使うことが出来るかどうかをみる〕 

●適切な語句（彼がこの討論の 口火 を切った）選択することに課題がある 

●適切な語句（ たなびく 雲の間から、春の光がもれている）選択することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜語句の辞書的な意味を基にして、文脈の中での意味を捉えることができるようにする＞ 

○話や文章の中で実際に使われている語句の意味を考え、似た意味を表す別の言葉に言い換えてみる

などの学習活動が有効である。 

 

□単語の類別について理解する 

〔単語の類別について理解しているかどうかをみる〕 

●「青い」と「青さ」の品詞としての適切なものを選択することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜文の中で果たす役割の違いを捉えることができるようにする＞ 

○用語とその用語から派生した名詞など、共通した部分を持つが異なる品詞に分類される単語につい

ては、生徒の理解が曖昧になりやすいので、役割の違いを注目させることが重要である。例文を使

って比較したり書き換えたりして、文の中で果たす役割の違いに注目する学習活動も大切である。 

 

□手紙の書き方を理解して書く 

〔手紙の書き方を理解して書くことが出来るかどうかをみる〕 

●手紙の後付けの直し方とその理由として適切なものを選択することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜手紙の後付けの直し方とその理由として適切なものを選択することができるようにする＞ 

○手紙の基本的な形式に基づいて文字の大きさや配列に注意することが重要である。社会生活に役立

つ書写の能力を育むために、丁寧に読みやすく書くように指導することも大切である。 
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⑥ 中学校国語 B(主として活用)                             

 

【学習指導要領の領域別集計結果】 

区 分 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

話すこと・聞くこと ★★★ 72.2 ▼ 

書くこと ★ 36.7 ▼ 

読むこと ★★ 62.6 ▼ 

言語事項 ― ― ― 

 

【設問別集計結果】 

設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

1一 

ノートのその他の情報を役立てら

れる場合として適切なものを選択

する 

状況に応じて、資料を活用して話

す 
★★★ 73.2 ▼ 

1二 

フリップを作成する際に取り入れ

たポイントとして適切なものを選

択する 

効果的な資料を作成し、活用して

話す 
★★★★ 87.3 ▼ 

1三 

演奏するタイミングを選択し、そ

の理由をノートの内容と結び付け

て書く 

資料の提示の仕方を工夫し、その

理由を具体的に書く 
★ 56.2 ▼▼ 

2一 

ウェブページの文章の内容につい

て述べた文の空欄に当てはまる言

葉として適切なものを選択する 

目的に応じて文章を要約する ★★★ 82.6 ▼ 

2二 
雑誌の記事に書かれていることと

して適切なものを選択する 

文章の中心的な部分と付加的な

部分などを読み分け、要旨を捉え

る 

★★★ 67.8 ▼▼ 

2三 

資料を参考にして 2020年の日本の

社会を予想し、その社会にどのよ

うに関わっていきたいか、自分の

考えを書く 

複数の資料から適切な情報を得

て、自分の考えを具体的に書く 
★ 23.0 ▼ 

3一 
「お泣きなさるな」という翻訳の

効果として適切なものを選択する 表現の工夫について自分の考え

をもつ 

★★★★ 88.6 ▼▼ 

3二 
「あたりは・・・良かった。」の説

明として適切なものを選択する。 
★★★ 82.6 ▼ 

3三 

文章の最後の一文があった方がよ

いかどうかについて、話の展開を

取り上げて自分の考えを書く 

文章の構成や展開などを踏まえ、

根拠を明確にして自分の考えを

書く 

★ 31.1 △ 

 

【課題と改善点】 

 

□資料の提示の仕方を工夫し、その理由を具体的に書く 

〔資料の提示の仕方を工夫し、その理由を具体的に書くことができるかどうかをみる〕 

●ウェブページの文章の内容について述べた文の空欄に当てはまる言葉として適切なものを選択す

ることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜資料の提示の仕方を工夫し、その理由を具体的に書くことができるようにする＞ 

○一度作成した資料やその使い方について、相互に助言する中で修正を加えていくことが重要である。

また、何故そのように修正するのかという理由を説明するように指導することも大切である。 
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□複数の資料から適切な情報を得て、自分の考えを具体的に書く 

〔複数の資料から適切な情報を得て、自分の考えを具体的に書くことができるかどうかをみる〕 

●資料を参考にして 2020 年の日本の社会を予想し、その社会にどのように関わっていきたいか、自

分の考えを書くことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜複数の資料から適切な情報を得て、自分の考えを具体的に書くことができるようにする＞ 

○多様な情報にふれながら問題意識を持ったり新たな発想を得たりするためには、複数の本や資料か

ら得た情報を通して、自分が感じたことや考えたことを明確にしていくことが大切である。それぞ

れの資料に書かれていることを正確に理解したうえで、資料相互の関連性を整理したり、それらの

資料と自分の考えとの繋がりを確認したりする必要がある。 

 

□文章の構成や展開などを踏まえ、根拠を明確にして自分の考えを書く 

〔文章の構成や展開などを踏まえ、根拠を明確にして自分の考えを書くことができるかどうかを 

みる〕 

●文章の最後の一文があった方が良いかどうかについて、話の展開を取り上げて自分の考えを書く 

ことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜文章の構成や展開などを踏まえ、根拠を明確にして自分の考えを書くことができるようにする＞ 

○文章の展開について自分の考えを持たせるためには、作品の全体像を捉えた上で場面の役割等を分

析的に考えさせる必要がある。また、この場面がなかったらどのように作品全体の印象が変わるか

などについて話し合う学習活動も考えられる。 
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⑦ 中学校数学 A(主として知識)                             

 

【学習指導要領の領域別集計結果】 

区 分 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

数と式 ★★ 67.7 ▼▼ 

図形 ★★ 63.4 ▼▼ 

関数 ★★ 61.7 ▼▼ 

資料の活用 ★★ 63.0 ▼▼ 

 

【設問別集計結果】 

設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

1（1） 12:9と等しい比を選ぶ 比の意味を理化している ★★★★ 93.6 ▼ 

1（2） 12－2×（-6）を計算する 
加減乗除を含む正の数と負の数
の計算において、計算のきまりに
したがって計算できる 

★★★ 83.7 ▼▼ 

1（3） 

ａが正の数のとき、ａ×（－2）の

計算の結果について、正しい記述

を選ぶ 

正の数と負の数の情報について

理解している 
★★★ 75.7 ▼▼ 

1（4） 

ある日の最低気温を基準にして、

その前日の最低気温との差から、

前日の最低気温を求める 

正の数と負の数の意味を、実生活

の場面に結び付けて理解してい

る 

★★★ 75.4 ▼▼ 

2（1） 5ⅹ－ⅹを計算する 一次式の減法の計算ができる ★★★ 85.3 ▼▼ 

2（2） 

赤いテープの長さがａｃｍで、白
いテープの長さの 3／5倍のとき、
白いテープの長さをａを用いた式
で表す 

数量の関係を文字式に表すこと

ができる 
★ 22.2 ▼▼ 

2（3） 等式 2ⅹ－ｙ＝5をｙについて解く 
等式を目的に応じて変形するこ

とができる 
★ 64.2 ▼▼ 

2（4） 

連続する 3つの整数のうち最も小
さい整数をｎとするとき、それら
の和が中央の整数の 3倍になるこ
とを、ｎを用いた式で表す 

文字を用いた式で数量の関係を

説明するための構想を理解して

いる 

★ 57.0 ▼▼ 

3（1） 

一元一次方程式 7ⅹ＝5ⅹ＋4を解

く際に用いられている等式の性質

を選ぶ 

方程式を解く場面における等式

の性質の用い方について理解し

ている 

★★★ 79.4 ▼▼ 

3（2） 
一元一次方程式 1.2ⅹ－6＝0.5ⅹ

＋1を解く 

小数を含む一元一次方程式を解

くことができる 
★★★ 73.8 ▼▼ 

3（3） 
連立二元一次方程式をつくるため

に着目する数量を表した式を選ぶ 

具体的な事象における数量の関
係を捉え、連立二元一次方程式を
つくることができる 

★ 44.9 ▼▼ 

3（4） 
連立二元一次方程式{4ⅹ＋2ｙ＝

5、ⅹ＋ｙ＝2}を解く 

簡単な連立二元一次方程式をつ

くることができる 
★ 56.8 ▼▼ 

4（1） 
垂線の作図で利用されている図形

の性質を選ぶ 

垂線の作図が図形の対称性を基

に行われていることを理解して

いる 

★★ 59.1 ▼▼ 

4（2） 
△ＡＢＣを、矢印の方向に 4ｃｍ平

行移動した図形を書く 

平行移動した図形をかくことが

できる 
★ 54.5 ▼▼ 

5（1） 
直方体において、与えられた辺に

垂直な面を書く 

空間における直線と平面の垂直

について理解している 
★ 47.4 ▼ 

5（2） 
直角三角形の斜辺を軸として回転

させてできる立体を選ぶ 

直角三角形の斜辺を軸とする回
転によって構成される空間図形
の形を理解している 

★★★ 83.4 ▼▼ 

5（3） 
与えられた投影図から立体を読み

取り、その立体を選ぶ 

与えられた投影図から空間図形

を読み取ることができる 
★★★ 83.8 ▼▼ 

5（4） 
与えられた式で体積が求められる

立体を全て選ぶ 

与えられた式を用いて体積を求

めることができる立体を理解し

ている 

★ 56.4 ▼▼ 
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【設問別集計結果】 

設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

6（1） 
同位角の位置にある角について正

しい記述を選ぶ 
同位角の意味を理解している ★★★ 80.3 ▼▼ 

6（2） 

四角形を五角形に変えたときの、

内角の和変化について正しい記述

を選ぶ 

多角形の内角の和の性質を理解

している 
★★ 69.7 ▼▼ 

7（1） 
ひし形ＡＢＣＤにおいて、ＡＣ⊥

ＢＤが表す性質を選ぶ 

ひし形の「対角線は垂直に交わ

る」という性質を、記号を用いた

表現から読み取ることができる 

★★★ 76.1 ▼▼ 

7（2） 
証明で用いられている三角形の合

同条件を書く 

証明の根拠として用いられてい

る三角形の合同条件を理解して

いる 

★★★ 76.1 ▼▼ 

7（3） 

与えられた方法で作図された四角

形が、いつでも平行四辺形になる

ことの根拠となる事柄を選ぶ 

作図の根拠として用いられてい

る平行四辺形になるための条件

を理解している 

★ 48.1 ▼▼ 

8 
対頂角は等しいことの証明につい

て正しい記述を選ぶ 

証明の必要性と意味を理解して

いる 
★ 25.8 ▼ 

9 ｙがｘの関数でない事象を選ぶ 関数の意味を理解している ★★★ 81.5 ▼▼ 

10（1） 反比例のグラフを選ぶ 

反比例のグラフがｘ軸、ｙ軸に限

りなく近づく 2つのなめらかな

曲線であることを理解している 

★★ 61.7 ▼▼ 

10（2） 

比例ｙ＝2ｘのグラフ上の点Ａの

ｘの座標が 3のときのｙの座標を

求める 

与えらてた比例の式について、そ

のグラフ上の点のｘ座標を基に

ｙ座標を求めることができる 

★ 64.9 ▼▼ 

10（3） 
比例のグラフから、ｘの変域に対

応するｙの変域を求める 

与えられた比例のグラフから、ｘ

の変域に対応するｙの変域を求

めることができる 

★ 49.3 ▼▼ 

11 
一次関数の表から、ｘとｙの関係

を表した式を選ぶ 

一次関数の表から、ｘとｙの関係

を式で表すことができる 
★★★ 64.7 ▼ 

12（1） 
時間と道のりの関係を表すグラフ

から、速さが最も早い区間を選ぶ 

時間と道のりの関係を表すグラ

フについて、グラフの傾きが速さ

を表すことを理解している 

★ 49.9 ▼▼ 

12（2） 

時間と道のりの関係を表すグラフ

を基に、出発してから 15分後にい

る地点までの家からの道のりを求

める 

時間と道のりの関係を表すグラ

フから、与えられた時間における

道のりを読み取ることができる 

★★★ 83.8 ▼▼ 

13 

二元一次方程式ｘ＋ｙ＝3の解を

座標とする点の集合として正しい

ものを選ぶ 

二元一次方程式の解を座標とす

る点の集合は、直線として表され

ることを理解している 

★ 37.9 ▼▼ 

14（1） 
反復横とびの記録の中央値を求め

る 

与えられた資料から中央値を求

めることができる 
★ 46.0 ▼▼ 

14（2） 
度数分布表について、ある階級の

度数を求める 

与えられた資料の度数分布表に

ついて、ある階級の度数を求める

ことができる 

★★★ 75.9 ▼▼ 

15（1） 
セットメニューの選び方の総数を

求める 

起こり得る場合を順序良く整理

し、場合の数を求めることができ

る 

★★★ 74.8 ▼▼ 

15（2） 
さいころを投げるときの確立につ

いて正しい記述を選ぶ 

多数回の試行の結果から得られ

る確率の意味を理解している 
★ 55.4 ▼▼ 
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【課題と改善点】 

 

□数量の関係を文字式に表わすことができる 

〔赤いテープの長さが aｃｍで、白いテープの長さの３/５倍のとき、白いテープの長さをａを用い

た式で表す〕 

●白いテープの長さａを用いた式で表すことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜事柄や数量の関係を捉え、その関係を文字式に表わすことができるようにする＞ 

○関係を図に表したり、具体的な数や言葉を使った式を利用したりして関係を捉え、文字式に表す活

動を取り入れることが考えられる。 

 

□等式を目的に応じて変形することができる 

〔等式２ｘ－ｙ＝５をｙについて解く〕 

●ある文字について解くことの意味を理解し、等式を変形することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜ある文字について解くことの意味を理解し、等式を変形することができるようにする＞ 

○式変形の目的を明確にした上で、等式の性質などの根拠に基づいて正しく変形する場面を想定する

ことが考えられる。授業を行う際には、ある文字について解くことの意味を、具体的な場面で理解

するようにすることが大切である。 

 

□文字を用いた式で数量の関係を説明するための構想を理解している 

〔連続する３つの整数のうち最も小さい整数を n とする時、それらの和が中央の整数の３倍になる

ことを、n を用いた式で表す〕 

●文字を用いた式で数量及び数量の関係を理解することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜文字を用いた式で数量及び数量の関係を理解することができるようにする＞ 

○文字を用いて説明するための構想を立てたり、構想に基づいて説明する場面を設定することが考え

られる。例えば、連続する３つの整数は、最も小さい整数をｎとすると「ｎ、ｎ＋１、ｎ＋２」と

表され、その和について考えれば良いという構想を立てる活動を取り入れることが考えられる。 

 

□連立二元一次方程式を作ることができる 

〔連立二元一次方程式を作るために着目する数量を表した式を選ぶ〕 

●着目する数量を見いだし、方程式を作ることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜着目する数量を見いだし、方程式を作ることができるようにする＞ 

○方程式を作る際には、問題の中の数量を整理し、その中から２通りに表すことが出来る数量を見い

だして方程式に表せばよいことを理解する場面を設定することが考えられる。授業を行う際には、

問題文に示されている情報を「今年度」、「昨年度」、「男子」、「女子」という視点で表に整理し、相

関関係にあるものを見いだす活動を取り入れることが大切である。 
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□連立二元一次方程式を解くことができる 

〔連立二元一次方程式{４x＋２y＝５、x＋y＝２}を解く〕 

●様々な連立二元一次方程式を工夫して方程式を工夫して解くことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜様々な連立二元一次方程式を工夫して方程式を工夫して解くことができるようにする＞ 

○２つの文字のうち一方の文字を消去して一元一次方程式に帰着させればよいという考え方を理解

し、加減法や代入法を用いて工夫して解くことが出来るようにすることが考えられる。授業を行う

際には、加減法や代入法を用いて解き、それぞれの解き方と比較して、加減法や代入法に共通する

考え方を理解したり、それぞれの解き方のよさを実感したりすることが出来る場面を設定すること

が大切である。 

 

□垂線の作図が図形の対称性を基に行われていることを理解している 

〔垂線の作図で利用されている図形の性質を選ぶ〕 

●見通しをもって作図したり、作図の方法を見直したりすることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜見通しをもって作図したり、作図の方法を見直したりすることができるようにする＞ 

○基本的な作図の基になっている図形の対称性を捉える場面を設定することが重要である。また、他

の基本的な作図においても、図形の対称性が根拠となっていることを見いだす活動を取り入れるこ

とが大切である。 

 

□平行移動した図形を書くことができる 

〔△ABC を、矢印の方向に４ｃｍ平行移動した図形を書く〕 

●平面上に書かれた図形を、決まりに従って移動し、移動前と移動後の２つの図形の関係を捉えるこ

とに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜平面上に書かれた図形を、決まりに従って移動し、移動前と移動後の２つの図形の関係を捉えるこ

とができるようにする＞ 

○ある図形が決まりに従って移動していることを視覚的に捉えたり、図形の移動の性質を見いだした

りする場面を設定することが重要である。また、図形の平行移動、対称移動、回転移動を視覚的に

捉える活動を取り入れることが考えられる。 

 

□空間における直線と平面の垂直について理解している 

〔直方体において、与えられた辺に垂直な面を書く〕 

●立体の考察を通して、空間における直線や平面の位置関係理解に課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜立体の考察を通して、空間における直線や平面の位置関係を理解できるようにする＞ 

○身近な立体に触れたり、見取り図を見て直線や平面の位置関係を考えたりして、様々な視点から具

体物を観察する場面を設定することが重要である。例えば、空間図形について見取り図を見て考え

るだけでなく、模型作り等を通して立体に触れたり、コンピュータを利用したりするなどして、様々

な方向や視点から立体を観察する活動を取り入れることが考えられる 
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□与えられた式を用いて体積を求めることができる立体を理解している 

〔与えられた式で体積が求められる立体を全て選ぶ〕 

●柱体と錐体を関連付けて、錐体の体積の求め方に課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜柱体と錐体を関連付けて、錐体の体積の求め方に課題できるようにする＞ 

○錐体の体積が（底面積）×（高さ）×Ⅰ／３ で求められることを、柱体と関連付けて、実感を伴

って理解できるようにするために、錐体の体積と柱体の体積の関係を予想し、その予想が正しいか

どうかを、実験や実測を行って確かめる場面を設定することが大切である。例えば、錐体の容器に

入った水を柱体の容器に移したり、逆に柱体の容器に入った水を錐体の容器に移したりする実験を

通して確かめる場面を設定するが考えられる。 

 

□多角形の内角の和の性質を理解している 

〔四角形を五角形に変えた時の内角の和の変化について正しい記述を選ぶ〕 

●多角形の内角の和の性質理解に課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜多角形の内角の和の性質を理解できるようにする＞ 

○辺の数が増えると内角の和が一定に増えることや、辺の数が変わらなければ形状が変わっても内角

の和が一定であることを捉える場面を設定することが大切である。例えば、四角形、五角形、六角

形、…をいくつかの三角形に分けて内角の和を調べ、表にまとめるなどして、多角形の頂点や辺の

数が１つ増えると内角の和が１８０°増えることを見いだす活動を取り入れることが考えられる。 

 

□作図の根拠として用いられている平行四辺形になるための条件を理解している 

〔与えられた方法で作図された四角形が、いつでも平行四辺形になることの根拠となる事柄を選ぶ〕 

●平行四辺形になるための条件を具体的な場面で用いることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜平行四辺形になるための条件を具体的な場面で用いることができるようにする＞ 

○平行四辺形の作図の過程や具体物に見られる平行四辺形になるための条件を指摘する活動を取り

入れることが大切である。授業を行う際には、四角形ＡＢＣＤが平行四辺形になるための条件であ

る「対角線がそれぞれの中点で交わる」を満たしていることを確認する活動を取り入れることが考

えられる。 
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□証明の必要性と意味を理解している 

〔対頂角は等しいことの証明について正しい記述を選ぶ〕 

●帰納と演繹の違いを理解し、証明の必要性と意味についての理解に課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜帰納と演繹の違いを理解し、証明の必要性と意味についての理解を深められるようにする＞ 

○帰納的な方法と比較しながら、演繹的な方法の役割を理解する場面の設定が重要である。授業を行

う際には、帰納的な方法でいくつかの図について「対頂角は等しい」ことを確かめても、その事柄

が成り立つことの信頼性は高まるが、すべてを調べつくすことは出来ないことから、演繹的な推論

による証明が必要であることを理解できるようにすることが大切である。 

 

□反比例のグラフがｘ軸、ｙ軸に限りなく近づく 2 つのなめらかな曲線であることを理解している 

〔反比例のグラフを選ぶ〕 

●ｙの値の変化の様子を調べ、反比例のグラフの特徴を理解することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜ｙの値の変化の様子を調べ、反比例のグラフの特徴を理解できるようにする＞ 

○与えられた式についてｘ、ｙの値が整数になる座標の点だけを調べるのではなく、ｘ、ｙが整数で

ない場合についても調べる活動を取り入れることが考えられる。授業を行う際には、ｘの値を０．

１刻みなど細かくとってグラフを通る点を調べる活動を通して、グラフが滑らかな曲線になること

を理解したり、ｘの値を大きくしてもｙが０とならないことから、グラフはｘ軸とｙ軸のそれぞれ

に限りなく近づくが交わらないことを確認したりすることが大切である。 

 

□与えられた比例の式について、そのグラフ上の点のｘ座標を基にｙ座標を求めることができる 

〔比例ｙ＝２ｘのグラフ上の点Ａのｘの座標が３のときｙの座標を求める〕 

●式を用いてグラフ上の点の座標を求めることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜式を用いてグラフ上の点の座標を求めることができるようにする＞ 

○グラフの式を満たす値の組を求める活動を取り入れることが考えられる。また、グラフ上の点の座

標がそのグラフの式を満たす点の値の組を表していることや、座標の表し方を確認した上で、ｘ座

標の値を式に代入してｙ座標の値を求めることが出来ることを確認することが大切である。 

 

□与えられた比例のグラフから、ｘの変域に対応するｙの変域を求めることができる 

〔比例のグラフから、ｘの変域に対応するｙの変域を求める〕 

●グラフを用いて変域を視覚的に捉え、変域を求めることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜グラフを用いて変域を視覚的に捉え、変域を求めることができるようにする＞ 

○ｘの変域の端点に対応するｙ座標を求めるだけでなく、グラフを用いて変域を視覚的に捉える活動

を取り入れることが考えられる。授業を行う際には、変域を視覚的に捉えることは、関数ｙ＝ａｘ 

についてｘの変域に対するｙの変域を考える指導においても有効である。 
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□時間と道のりの関係を表すグラフについて、グラフの傾きが速さを表すことを理解している 

〔時間と道のりの関係を表すグラフから、速さが最も早い区間を選ぶ〕 

●時間と道のりの関係を表すグラフについて、グラフの傾きの違いが速さの違いを表すことの理解に

課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜時間と道のりの関係を表すグラフについて、グラフの傾きの違いが速さの違いを表すことを理解で

きるようにする＞ 

○グラフの傾きの違いが速さの違いを表すことを理解できるようにするために、傾きの違う複数のグ

ラフと速さを対応させて考察する場面を設定することが考えられる。例えば、ｙ＝１／２ｘ、ｙ＝

２ｘのグラフを取り上げ、同一の時間に進む道のりを調べ、グラフの傾きと速さが一致すること、

グラフの傾きが大きくなると速さが速くなることをとらえる活動を取り入れることが大切である。 

 

□二元一次方程式の解を座標とする点の集合は、直線として表わされることを理解している 

〔二元一次方程式ｘ＋ｙ＝３の解を座標とする点の集合として正しいものを選ぶ〕 

●二元一次方程式の解を座標とする点の集合が直線になることの理解に課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜二元一次方程式の解を座標とする点の集合が直線になることを理解できるようにする＞ 

○二元一次方程式の解を座標とする点の集合は、座標平面上で直線になることを理解出来るようにす

るために、方程式と関数を相互に関連付けて捉えるようにすることが重要である。例えば、二元一

次方程式のグラフを書くとき、整数以外の数を座標とする点もとり、それらが一直線上に並ぶこと

や、多数の点をとっていくと直線状に点が埋まっていくことを、実感を伴って理解できるようにす

ることが大切である。 

 

□与えられた資料から中央値を求めることができる 

〔反復横とびの記録の中央値を求める〕 

●代表値の必要性と意味を理解し、代表値を求めることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜代表値の必要性と意味を理解し、代表値を求めることができるようにする＞ 

○目的に応じてデータを収集して整理し、資料の代表値について考察しながら資料の傾向を読み取る

活動を取り入れることが考えられる。例えば、代表値を用いて資料の傾向を説明するために、デー

タを度数分布表に整理したり、ヒストグラムに表したりする場面を設定することが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

 

 

□多数回の試行の結果から得られる確率の意味を理解している 

〔さいころを投げるときの確立について正しい記述を選ぶ〕 

●多数回の試行を通して、確率の意味を理解することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜多数回の試行を通して、確率の意味を実感を伴って理解することができるようにする＞ 

○ある試行を多数回繰り返したとき、試行回数全体に対するある事柄の起こる回数の割合が一定の値

に近づいていくことを観察や実験等を通して捉える活動を取り入れることが考えられる。例えば、

さいころを多数回投げる実験で、投げる回数を多くしたとき、投げた回数に対するそれぞれの目の

出る回数の割合がいずれも１／６に近づくことを、実感を伴って理解する活動を取り入れるが大切

である。 
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⑧ 中学校数学 B(主として活用)                             

 

【学習指導要領の領域別集計結果】 

区 分 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

数と計算 ★★ 63.2 ▼▼ 

図形 ★ 39.0 ▼▼ 

関数 ★ 30.7 ▼▼ 

資料の活用 ★ 31.2 ▼▼ 

 

【設問別集計結果】 

設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

1（1） 
投映距離と投映画面の高さの関係

を式で表す 

与えられた情報から必要な情報

を選択し、的確に処理することが

できる 

★ 29.3 ▼▼ 

1（2） 

投映画面がスクリーンに収まり、

できるだけ大きく映し出すことが

できる投映距離を選ぶ 

必要な情報を選択して的確に処

理し、その結果を事象に即して解

釈することができる 

★ 35.1 ▼ 

1（3） 

映像の明るさを 2倍にするための

投映画面の面積の変え方を選び、

その理由を説明する 

事象を式の意味に即して解釈し、

その結果を数学的な表現を用い

て説明することができる 

★ 11.7 ▼▼ 

2（1） 

連続する 3つの整数が 19、20、21

のとき、それらの和が中央の整数

の 3倍になるかどうかを確かめる

式を書く 

問題場面における考察の対象を

明確に捉えることができる 
★★★ 78.8 ▼▼ 

2（2） 

連続する 3つの整数の和が中央の

整数の 3倍になることの説明を完

成する 

事柄が成り立つ理由を、構想を立

てて説明することができる 
★ 43.1 ▼▼ 

2（3） 
連続する 5つの整数の和について

成り立つ事柄を表現する 

発展的に考え、予想した事柄を説

明することができる 
★★ 63.8 ▼▼ 

3（1） 

ポップアップカードを 90°に開い

たとき、四角形ＥＦＧＨが正方形

になる場合のＥＦの長さを求める 

平明図形と空間図形を関連付け

て事象を考察し、その特徴を的確

に捉えることができる 

★ 42.6 ▼ 

3（2） 

四角形ＥＦＧＨがいつでも平行四

辺形になるように点Ｆの位置を求

める方法を、平行四辺形になるた

めの条件を用いて説明する 

図形に着目して考察した結果を

基に、問題解決の方法を図形の性

質を用いて説明することができ

る 

★ 21.2 ▼▼ 

4（1） 

証明で用いた三角形の合同を根拠

として、証明したこと以外に新た

にわかることを選ぶ 

証明を振り返り、新たな性質を見

いだすことができる 
★ 42.5 ▼▼ 

4（2） 

正方形ＡＢＣＤを平行四辺形ＡＢ

ＣＤに変えても、ＡＥ＝ＣＦとな

ることの証明を完成する 

発展的に考え、条件を変えた場合

について証明することができる 
★ 49.6 ▼▼ 

5（1） 

1回目の調査で、落し物の合計のう

ち、文房具の占める割合を求める

式を答える 

与えられた情報から必要な情報

を選択し、的確に処理することが

できる 

★ 39.1 ▼▼ 

5（2） 

2回目の調査の方が落し物の状況

がよくなったとは言い切れないと

主張することもできる理由を、グ

ラフを基に説明する 

資料の傾向を的確に捉え、判断の

理由を数学的な表現を用いて説

明することができる 

★ 23.3 ▼▼ 

5（3） 

記名のある落し物を 1個 1点、な

い落し物を 1個 2点として集計す

るとき、表彰する学級の決め方と

して正しい記述を選ぶ 

振り返って立てられた構想に沿

って、事象を数学的に表現し、そ

の意味を解釈することができる 

★★★ 67.3 ▼▼ 
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設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

6（1） 

中心角の大きさｘと半径の長さｙ

の間にある関係について、正しい

記述を選ぶ 

与えられて式を基に、事象におけ

る 2つの数量の関係が比例であ

ることを判断できる 

★ 46.5 ▼ 

6（2） 

底面になる円の半径の長さが 8ｃ

ｍのとき、表や式から、側面にな

るおうぎの形の中心角の大きさを

求める方法を説明する 

与えられた表や式を用いて、問題

を解決する方法を数学的に説明

することができる 

★ 30.8 ▼▼ 

 

【課題と改善点】 

□与えられた情報から必要な情報を選択し、的確に処理する 

□必要な情報を選択して的確に処理し、その結果を事象に即して解釈する 

〔投影距離と投影画面の高さの関係を式で表す〕 

〔投影画面がスクリーンに収まり、出来るだけ大きく映し出すことができる投影距離を選ぶ〕 

●目的に応じて必要な情報を選択し、事象に即して数学を活用することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜目的に応じて必要な情報を選択し、事象に即して数学を活用することができるようにする＞ 

○図や表で与えられた情報から、目的に応じて必要な情報を選択し、事象に即して数学を活用するた

めに、実生活の場面での問題を解決する活動を取り入れることが考えられる。授業を行う際には、

与えられた情報から必要な情報を選択し、プロジェクターの投影距離と投影画面の高さや幅の関係

を捉える場面を設定することが大切である。 

 

□事象を式の意味に即して解釈し、その結果を数学的な表現を用いて説明する 

〔映像の明るさを２倍にするための投影画面の面積の変え方を選び、その理由を説明する〕 

●数学的な解釈に基づいて、事柄が成り立つ理由を説明することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜数学的な解釈に基づいて、事柄が成り立つ理由を説明することができようにする＞ 

○事柄が成り立つ理由を説明できるようにするために、伴って変わる２つの数量が反比例の関係であ

ることなど、関数関係を根拠として事柄が成り立つ理由を説明する活動を取り入れることが考えら

れる。また、説明すべき事柄とその根拠を明確に区別し、数学的な表現を用いて簡潔に分かりやす

く説明できるようにすることが大切である。 

 

□事柄が成り立つ理由を、構想を立てて説明する 

〔連続する３つの整数が１９、２０、２１のとき、それらの和が中央の整数の３倍になることの説明

を完成する〕 

●事柄が成り立つ理由を、構想を立て、根拠を明確にして説明することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜事柄が成り立つ理由を、構想を立て、根拠を明確にして説明することができるようにする＞ 

○文字式や言葉を用いて解決するための見通しを持ち、根拠を明らかにする場面を設定することが考

えられる。授業を行う際には、３ｎ＋３という表現にとどまっているものを取り上げ、この式が中

央の整数の３倍であることを説明するために、３ｎ＋３を３（ｎ＋１）と変形する場面を設定する

ことが大切である。 
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□発展的に考え、予想した事柄を説明する 

〔連続する５つの整数の和について成り立つ事柄を表現する〕 

●事柄やその説明を基に発展的に考え、見出した事柄を数学的に表現することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜事柄やその説明を基に発展的に考え、見出した事柄を数学的に表現することができるようにする＞ 

○問題の条件を変えるなどして、見出した事柄の前提に当る部分と、それによって説明される結論を

明確にして表現する場面を設定することが考えられる。授業を行う際には、「連続する３つの整数

の和は、中央の整数の３倍になる。」という命題について、その前提に含まれる「３つ」、「整数」

などに着目し、これらを「５つ」、「偶数」などに変えると結論がどのように変わるか考察する活動

を取り入れ、それが正しいかどうか確かめるようにすることが大切である。 

 

□平面図と空間図を関連付けて事象を考察し、その特徴を的確に捉える 

〔ポップアップカードを９０°に開いたとき、四角形ＥＦＧH が正方形になる場合のＥＦの長さを

求める〕 

●日常的な事象を図形に着目して観察し、その特徴を的確に捉えることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜日常的な事象を図形に着目して観察し、その特徴を的確に捉えることができるようにする＞ 

○操作や実験を通して図形やその構成要素同士の関係を見出し、図形の性質や特徴を捉える活動を取

り入れることが考えられる。授業を行う際には、実際にポップアップカードを作り、開いていく様

子を観察し、四角形ＥＦＧH がいつでも平行四辺形になることを見出したうえで、その根拠とな

る平行四辺形になるための条件を明らかにする活動を取り入れることが大切である。 

 

□図形に着目して考察した結果を基に、問題か解決の方法を図形の性質を用いて説明する 

〔四角形ＥＦＧH がいつでも平行四辺形になるように点Ｆの位置を求める方法を、平行四辺形にな

るための条件を用いて説明する〕 

●問題解決の方法や手順を、数学的な表現を用いて説明することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜問題解決の方法や手順を、数学的な表現を用いて説明することができるようにする＞ 

○様々な問題を解決できるようにするために、問題解決の方法に焦点を当て、何をどのように用いれ

ば良いかを明らかにするようにすることが考えられる。その際、図形の性質などの「用いるもの」

とその「用い方」について説明する場面を設定することが有効である。 

 

□証明を振り返り、新たな性質を見出す 

〔証明で用いた三角形の合同を根拠として、証明したこと以外に新たに分かることを選ぶ〕 

●証明振り返り、新たな性質を見出すことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜証明振り返り、新たな性質を見出すことができるようにする＞ 

○証明を書くことだけではなく、証明を読む場面を設定することが考えられる。授業を行う際には、

証明の過程で用いた事実や得られた結論に着目し、新たな性質を見出す活動を取り入れることが大

切である。 
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□発展的に考え、条件を変えた場合について証明する 

〔正方形ＡＢＣＤを平行四辺形ＡＢＣD に変えても、ＡＥ＝ＣＦとなることの証明を完成する〕 

●問題の条件を変えて、発展的に考えることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜問題の条件を変えて、発展的に考えることができるようにする＞ 

○証明を読み、結論が成り立つために欠かせない条件や性質を捉える場面を設定することが考えられ

る。授業を行う際には、証明に用いた合同条件「２組の辺とその間の角がそれぞれ等しい」と相等

関係「ＢＦ＝ＤＦ、ＡＢ＝ＣＤ、∠ＡＢＥ＝∠ＣＤＦ＝９０°」を照らし合わせ、正方形の場合の

証明において９０°という条件を用いていないことを見出すことによって、正方形を平行四辺形に

変えても同じ結論が成り立つことを導く場面を設定することが有効である。 

 

□与えられた情報から必要な情報を選択し、的確に処理する 

〔１回目の調査で、落し物の合計のうち、文房具の占める割合を求める式を答える〕 

●不確定な事象を考察する場面で、目的に応じて情報を選択し、数学的に表現することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜不確定な事象を考察する場面で、目的に応じて情報を選択し、数学的に表現することができるよう

にする＞ 

○事象を目的に応じて数値化し、その結果を用いて判断する場面を設定することが考えられる。例え

ば、Ａに対するＢの割合はＢ÷Ａで求められるが、Ａ÷Ｂとする生徒がいることが考えられるので、

Ａを１としたときのＢの値という割合の意味を確認する場面を設定することが大切である。 

 

□資料の傾向を的確に捉え、判断の理由を数学的な表現を用いて説明する 

〔２回目の調査の方が落し物の状況が良くなったとは言い切れないと主張することもできる理由を、

グラフを基に説明する〕 

●資料の傾向を的確に捉え、判断の理由を数学的な表現を用いて説明することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜資料の傾向を的確に捉え、判断の理由を数学的な表現を用いて説明することができるようにする＞ 

○代表値をデータの分布と共に捉える場面を設定することが考えられる。例えば、分布の中に極端に

離れた値がある場合には、平均値だけでは分布の特徴を的確に把握することができないので、分布

を表わしたグラフに戻って、他の代表値に目を向けたり、グラフの形に着目したりする活動が大切

である。 

 

□与えられた式を基に、事象における 2 つの数量の関係が比例であることを判断できる 

〔中心角の大きさｘと半径の長さｙの間にある関係について、正しい記述を選ぶ〕 

●数量の関係を的確に捉え、その関係を数学的に表現することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜数量の関係を的確に捉え、その関係を数学的に表現することができるようにする＞ 

○具体的な事象における数量の関係を表わす式から、関数関係を読み取る活動を取り入れることが考

えられる。授業を行う際には、表から式を作る活動に留まらず、式の形から関数関係を読み取る活

動を取り入れることが考えられる。 



- 35 - 

 

 

□与えられた表や式を用いて、問題を解決する方法を数学的に説明する 

〔底面になる円の半径の長さが８ｃｍのとき、表や式から、側面になる扇の形の中心角の大きさを求

める方法を説明する〕 

●問題解決のために数学を活用する方法を考え説明することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜問題解決のために数学を活用する方法を考え説明することができるようにする＞ 

○問題解決の方法に焦点を当て、何をどのように用いれば良いかを明らかにすることができるように

することが考えられる。授業を行う際には、側面になる扇型の中心角の大きさを求める方法につい

て「用いるもの」を表と式に限定したうえで、「用い方」として、「表の数値の変化や対応を見て、

ｙが８のときのｘの値を求める。」や「式にｙ＝８を代入して、ｘの値を求める。」などと説明でき

るようにすることが大切である。 
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⑧ 中学校理科                                     

 

【学習指導要領の領域別集計結果】 

区 分 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

物理的領域 ★ 48.9 ▼▼ 

化学的領域 ★ 56.2 ▼▼ 

生物的領域 ★★ 62.2 ▼▼ 

地学的領域 ★ 46.4 ▼▼ 

 

【設問別集計結果】 

設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

1（1） 

化学式 
塩化ナトリウムの化学式を選ぶ 

塩化ナトリウムを化学式で表す

ことができる 
★★★ 79.6 ▼▼ 

1（1） 

濃度 

濃度 5％の塩化ナトリウム水溶液

100ｇをつくるために必要な塩化

ナトリウムと水と質量を求める 

特定の質量パーセント濃度の水

溶液の溶質と水のそれぞれの質

量を求めることができる 

★ 45.0 ▼▼ 

1（2） 

同じ量の水に同じ量の炭酸水素ナ

トリウムと硫酸ナトリウムをそれ

ぞれ加えたとき、どちらが炭酸水

素ナトリウムであるかを選ぶ 

実験の結果を分析して解釈し、炭

酸水素ナトリウムを溶かした方

の試験管を指摘することができ

る 

★ 32.6 ▼ 

1（3） 
水上置換法では二酸化炭素の体積

を正確に量れない理由を説明する 

二酸化炭素の体積を量る場面に

おいて、水上置換法では正確に量

れない理由を説明することがで

きる 

★ 53.0 ▼ 

1（4） 

炭酸水素ナトリウムを加熱したと

きの質量の変化のグラフから、温

度と化学変化の記述として適切な

ものを選ぶ 

グラフを分析して解釈し、化学変

化について正しく読み取ること

ができる 

★★★ 73.6 ▼▼ 

1（5） 

ベーキングパウダーの原材料で、

気体の発生に関係しているのが、

炭酸水素ナトリウムであることを

特定するための対照実験を選ぶ 

炭酸水素ナトリウムが二酸化炭

素の発生に関係することを特定

する対照実験を計画することが

できる 

★ 51.7 ▼▼ 

1（6） 

他者の考えを検討して改善し、炭

酸水素ナトリウムとクエン酸の混

合物を加熱したときの化学変化の

説明として最も適切なものを選ぶ 

他者の考えを検討して改善し、混

合物を加熱したときの化学変化

を説明することができる 

★★ 57.7 ▼▼ 

2（1） 天気図から風力を読み取る 
天気の記号から風力を読み取る

ことができる 
★★★ 77.9 ▼▼ 

2（2） 
天気図から風向を読み取り、その

風向を示している風向計を選ぶ 

天気の記号から風向を読み取り、

風向計を使って風向を観測する

ことができる 

★ 48.6 ▼ 

2（3） 

湿った空気が斜面に沿って上昇し

てできる雲について、その成因を

説明した他者の考えを検討して、

誤っているところを改善する 

他者の考察を検討して改善し、水

の状態変化と関連付けて雲の成

因を正しく説明することができ

る 

★ 14.5 ▼▼ 

2（4） 

上空を飛行中の飛行機内での菓子

袋の膨らみを検証する実験につい

て、空気を抜く操作に対応する飛

行機の状況を推論する 

気圧の変化で菓子袋が膨らむこ

とについてモデルを使った実験

を計画することができる 

★★ 62.2 ▼▼ 

3（1） 
13時から 16時の四つの気象観測

の記録から、最も高い湿度を選ぶ 

露点を測定する場面において、最

も高い湿度の時刻を指摘するこ

とができる 

★ 36.5 ▼ 
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設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

3（2） 

上空と地上の気温差による降水量

の違いを調べる装置として適切な

ものを選ぶ 

一定の時間に多くの雨が降る原

因を探る実験を計画することが

できる 

★ 39.0 ▼▼ 

4（1） 

実験の結果から、凸レンズによる

実像ができるときの、像の位置や

大きさについて適切な説明を選ぶ 

凸レンズによってできる像を調

べる実験の結果を分析して解釈

し、規則性を指摘することができ

る 

★ 43.7 ▼▼ 

4（2） 

ヒトの「目のレンズと網膜の距離

はほぼ変わらない」という条件に

合う方法を選ぶ 

他者の考えた実験の方法を検討

して改善し、適切な方法を説明す

ることができる 

★ 50.3 ▼▼ 

5（1） 

抵抗に加わる電圧と流れる電流か

ら、抵抗の大きさを計算して求め

る 

オームの法則を使って、抵抗の値

を求めることができる 
★ 59.6 ▼▼ 

5（2） 

電磁石を動かさず、スイッチを入

れたり切ったりすると、検流計の

針が振れる理由を、「磁界」という

言葉を使って説明する 

技術の仕組みを示す場面におい

て、スイッチの入り切りによる磁

界の変化を説明することができ

る 

★★ 56.8 ▼▼ 

6（1） 

音の波形を比較し、音の高さが高

くなった根拠として、正しいもの

を選ぶ 

日常生活の場面において、音の高

さが高くなったといえる音の波

形の特徴を指摘することができ

る 

★ 40.1 △ 

6（2） 

音の高さは、空気の部分の長さに

関係しているという仮説が正しい

場合に得られる結果を予想して選

ぶ 

音の高さは、「空気の部分の長さ」

に関係していることを確かめる

実験を計画することができる 

★ 29.9 ▼ 

7（1） 

消化酵素によって、デンプンが最

終的に分解された物質の名称を選

ぶ 

デンプンが消化酵素によって分

解されて、最終的にできる物質の

名称を表すことができる 

★★★ 72.2 ▼ 

7（2） 

キウイフルーツがゼラチンや寒天

を分解する働きを説明した記述と

して適切なものを選ぶ 

実験の結果を分析して解釈し、キ

ウイフルーツはゼラチンを分解

することを指摘することができ

る 

★★★ 76.4 ▼▼ 

7（3） 

キウイフルーツの上に置いたゼリ

ーの崩れ方に違いが見られたとい

う新たな疑問から、適切な課題を

記述する 

見いだした問題を基に、適切な課

題を設定することができる 
★ 57.3 ▼▼ 

8（1） 背骨のある動物の名称を答える 
背骨のある動物を、セキツイ動物

と表すことができる 
★★ 63.9 ▼ 

8（2） 
えらぶたの開閉回数の平均値を求

める理由として適切なものを選ぶ 

平均値を求める場面において、平

均値を求める理由を説明するこ

とができる 

★★ 55.7 ▼ 

8（3） 
課題に対して適切な（課題に正対

した）考察になるよう修正する 

他者の考察を検討して改善し、課

題に対して適切な（課題に正対し

た）考察を記述することができる 

★ 47.4 ▼▼ 
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【課題と改善点】 

 

□実験の結果を分析して解釈し、炭酸水素ナトリウムを溶かした方の試験管を指摘する 

〔溶け残りの量を溶解度に結び付け、分析して解釈し、炭酸水素ナトリウムを溶かした方の試験官が

どれかを指摘することができるかどうかをみる〕 

●溶け残りの量を溶解度に結び付け、分析して解釈し、炭酸水素ナトリウムを溶かした方の試験官が

どれかを指摘することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜溶け残りの量を溶解度に結び付け、分析して解釈し、炭酸水素ナトリウムを溶かした方の試験官が

どれかを指摘することができるようにする＞ 

○入浴剤の主な原材料の一つとして水に溶ける量を硫酸ナトリウムと比較する場面を設定すること

が考えられる。日常生活や社会で興味・関心を持ったり、疑問に思ったりしたことを理科の授業で

学習した内容に関連付けて捉える学習場面を設定することが有効である。 

 

□二酸化炭素の体積を量る場面において、水上置換法では正確に測れない理由を説明する 

〔水上置換法では二酸化炭素の体積を正確に量れない理由を説明する〕 

●水上置換法では二酸化炭素の体積を正確に量れない理由を説明することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜水上置換法では二酸化炭素の体積を正確に量れない理由を説明することができるようにする＞ 

○協働的な学習を行って教え合いや意見交換を充実させ、一人では気付けなかった考えを深める場面

を設定することが考えられる。例えば、ある生徒の考えを他の生徒と協働し、検討して改善させて

いくことが大切である。 

 

□炭酸水素ナトリウムが二酸化炭素の発生に関係することを特定する対照実験を計画する 

〔ベーキングパウダーの原材料で、気体の発生に関係しているが、炭酸水素ナトリウムであることを

特定するための対照実験を選ぶ〕 

●ベーキングパウダーの原材料で、気体の発生に関係しているが、炭酸水素ナトリウムであることを

特定するための対照実験を選ぶことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜目的をもって観察実験を行えるようにする＞ 

○「ベーキングパウダーを水に溶かしたとき、二酸化炭素が発生するのは炭酸水素ナトリウムが関係

しているのだろうか。」という課題づくりを行い、その課題を解決するために予想を検証する観察・

実験の計画を立てる学習場面を設定することが考えられる。例えば、目的意識を持って観察・実験

を行うには、自然の事物・現象の観察などを通して疑問を持ち、見出した問題を基に課題づくりを

行って、その課題を解決するための観察・実験の計画を立てることが大切である。 
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□天気の記号から風向きを読み取り、風向計を使って風向きを観測することができる 

〔天気図から風向を読み取り、その風向を示している風向計を選ぶ〕 

●継続的に気象の観察や観測を行うことで、天気の特徴を把握することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜継続的に気象の観察や観測を行うことで、天気の特徴を把握することができるようにする＞ 

○天気の変化やその規則性を捉えられる程度の期間で、継続的な観察や季節ごとの定点観測を年間の

指導計画に位置付けることが考えられる。指導に当たっては、気象現象の継続的な観察や季節を変

えての定点観測などを重視しながら学習を進め、天気の変化を捉えたり季節ごとの天気の特徴を把

握したりすることが大切である 

 

□他者の考察を検討して改善し、水の状態変化と関連付けて雲の成因を正しく説明する 

〔湿った空気が斜面に沿って上昇して出来る雲について、その成因を説明した他者の考えを検討して、

誤っているところを改善する〕 

●考察などを検討して改善する際は、多面的、総合的に思考することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜考察などを検討して改善する際は、多面的、総合的に思考できるようにする＞ 

○天気図や地形の断面図、気温や湿度などの複数の資料を使って、島の上空だけに雲ができる理由を

検討して改善する学習場面を設定することが考えられる。指導にあたっては、結果の考察などを検

討して改善する際は、複数の情報から、多面的、総合的に思考できるようにすることが大切である。 

 

□露点を測定する場面において、最も高い湿度の時刻を指摘する 

〔１３時から１６時の四つの気象観測の記録から、最も高い湿度を選ぶ〕 

●気象現象の観察や観測の記録から、気象要素の変化と相互関連を推定することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜気象現象の観察や観測の記録から、気象要素の変化と相互の関連を推定することができるように 

する＞ 

○気温と露点の記録から、気温による飽和水蒸気の変化と露点を関連付けて捉え、おおよその湿度を

推定する学習場面を設定することが考えられる。指導に当たっては、気象現象の観察や観測の記録

から、気象要素の変化と相互の関連を推定できるようにすることが大切である。 

 

□一定の時間に多くの雨が降る原因を探る実験を計画する 

〔上空と地上の気温差による降水量の違いを調べる装置として適切なものを選ぶ〕 

●上空と地上の気温差による降水量の違いを調べる装置として適切なものを選ぶ 

≪学習指導にあたって≫ 

＜予想を確かめる実験を計画できるようにする＞ 

○科学的に探究する学習活動では、変化することの原因として考えられる要因を全て挙げ、挙げた要

因の妥当性を検討し、変える条件と変えない条件を制御して予想を確かめる実験を計画することが

考えられる。その際、予想を確かめる実験を計画できるようにするためには、自然現象を、変化す

ること（従属変数）と、その原因として考えられる要因（独立変数）の関係として捉えることが大

切である。 
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□凸レンズによってできる像を調べる実験の結果を分析して解釈し、規則性を指摘する 

〔実験の結果から、凸レンズによる実像ができる時の、像の位置や大きさについて適切な説明を選ぶ〕 

●凸レンズによる実像ができる時の、像の位置や大きさについて適切な説明を選ぶことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜第１分野と第２分野を横断した総合的な見方や考え方ができるようにする＞ 

○第１の物理的領域で学習した内容をその内容に関わる第２分野の生物的領域の身近な事物・現象に

当てはめる学習場面を設定することが考えられる。指導に当たっては、自然の事物・現象には、第

１分野と第２分野の両方の内容に関わるものがある。そのため、二つの分野を横断した総合的な見

方や考え方ができるようにすることが大切である。 

 

□他者の考えた実験の方法を検討して改善し、適切な方法を説明する 

〔ヒトの「目のレンズと網膜の距離はほぼ変わらない」という条件に合う方法を選ぶ〕 

●要因が複数ある場合の自然の事物・現象に関する実験を計画することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜要因が複数ある場合の自然の事物・現象に関する実験を計画できるようにする＞ 

○要因が複数あると考えられる自然の事物・現象を教材として提示し、条件を制御した実験を計画す

る学習場面を設定することが考えられる。指導に当たっては、変化すること（従属変数）の原因と

して考えられる要因（独立変数）が複数ある場合の自然の事物・現象に関する実験を計画するには、

要因を全て挙げ、挙げた要因の妥当性を検討し、変える条件と変えない条件を制御して実験を計画

することが大切である。 

 

□オームの法則を使って、抵抗の値を求める 

〔抵抗に加わる電圧と流れる電流から、抵抗の大きさを計算して求める〕 

●抵抗に加わる電圧と流れる電流から、抵抗の大きさを計算して求めることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜抵抗に加わる電圧と流れる電流から、抵抗の大きさを計算して求めることができるようにする＞ 

○日頃から科学技術に関する記事や情報などに関心を持つことができるような学習場面を設定する

ことが考えられる。指導に当たっては、理科で学習したことが、日常生活や社会において活用され

ていることに気づくことは、理科を学ぶことの意義や有用性を実感する上で大切である。 

 

□技術の仕組みを示す場面において、スイッチの入り切りによる磁界の変化を説明する 

〔電磁石を動かさず、スイッチを入れたり切ったりすると、検流計の針が振れる理由を、「磁界」と

いう言葉を使って説明する〕 

●電磁石を動かさず、スイッチを入れたり切ったりすると、検流計の針が振れる理由を、「磁界」と

いう言葉を使って説明することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

○理科で学習したことが関係する科学技術について、科学的な概念を使用して考えたり説明したりで

きるようにする。指導に当たっては、モデルを使った実験を通して「電磁誘導を利用した技術（非

接触 IＣカード、ワイヤレス充電）」の仕組みを科学的な概念を使用して説明したりする学習場面

を設定することが大切である。 
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□日常生活の場面において、音の高さが高くなったといえる音の波形の特徴を指摘する 

〔音の波形を比較し、音の高さが高くなった根拠として、正しいものを選ぶ〕 

●音の波形を比較し、音の高さが高くなった根拠として、正しいものを選ぶことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜日常生活や社会の特定の場面において、理科で学習した知識を活用できるようにする＞ 

○「容器に水を注ぎ続けたときに音の高さが変化する」という誰もが経験できる身近な現象を取り上

げることで問題意識を持ち、理科で学習した知識を活用する学習場面を設定することが考えられる。

指導に当たっては、日常生活や社会の特定の場面において、理科で学習した知識が活用できるよう

にすることは、科学的な思考力や表現力を高める上で大切である。 

 

□音の高さは、「空気の部分の長さ」に関係していることを確かめる実験を計画する 

〔音の高さは、空気の部分の長さに関係しているという仮説が正しい場合に得られる結果を予想して

選ぶ〕 

●仮説が正しい場合に得られる結果を予想して選ぶことに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜仮説を設定し、検証する実験を計画できるようにする＞ 

○「音の高さ」が変化すること（従属変数）に関係しているのは、「空気の部分ａ」か「水の部分の

長さｂ」か、という二つの仮説を設定し、それぞれの仮説を検証する実験を計画する学習場面を設

定することが考えられる。仮説を設定し、検証する実験を計画出来るようにすることは、科学的に

探究する能力の基礎を育成する上で大切である。なお、仮説を検証する際には、仮説が正しくない

ことを検証する実験にも意味があることに留意して指導することが、科学的に探究する能力の基礎

を育てる上で大切である。 

 

□見出した問題を基に、適切な課題を設定する 

〔キウイフルーツの上に置いたゼリーの崩れ方に違いが見られるという新たな疑問から、適切な課題

を記述する〕 

●新たな疑問から、適切な課題を記述することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜自然の事物・現象から問題を見出し、適切に課題づくりができるようにする＞ 

○「キウイフルーツが物質を分解する働きは、キウイフルーツの部分によってどのように違うのか。」

という課題づくりの学習場面を設定することが考えられる。その際、見出した問題をそのまま課題

に当てはめるのではなく、原因として考えられる要因を全て挙げ、解決の見通しを持って課題を設

定するよう留意して指導することが大切である。 
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□他者の考察を検討して改善し、課題に対して適切な考察を記述する 

〔課題に対して適切な（課題に正対した）考察になるように修正する〕 

●課題に対して適切な（課題に正対した）考察になるように修正することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜観察・実験の結果から、課題に対して適切に考察できるようにする＞ 

○自分の考察を振り返ったり、他者の考察を協働で検討して改善したりする学習場面を設定すること

が考えられる。指導に当たっては、科学的な思考力や表現力を育成する上で、課題に対して適切に

考察（課題に正対した考察）できるようにすることが大切である。 
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 (2) 学習状況調査(質問紙調査) 

 

① 小学校調査 

○「高い傾向」を示した質問項目 

質問
番号 質問事項 稚内市 全国
（１） 朝食を毎日食べていますか 97.0 95.6

（３４） いじめは，どんな理由があってもいけないことだと思いますか 96.6 96.2
（１９） 家の人（兄弟姉妹を除く）は，授業参観や運動会などの学校の行事に来ますか 96.6 96.6
（７１） 理科の授業の内容はよく分かりますか 95.5 87.9
（２１） 家で，学校の宿題をしていますか 95.2 96.8
（８） 友達と話し合うとき，友達の話や意見を最後まで聞くことができますか 94.0 92.9

（４９） 国語の勉強は大切だと思いますか 93.7 92.0
（４） ものごとを最後までやり遂げて，うれしかったことがありますか 93.3 94.5

（５９） 算数の勉強は大切だと思いますか 92.6 93.1
（２６） 学級みんなで協力して何かをやり遂げ，うれしかったことがありますか 92.5 86.1
（３５） 人の役に立つ人間になりたいと思いますか 92.5 93.7
（７８） 観察や実験を行うことは好きですか 92.5 90.1
（３３） 人の気持ちが分かる人間になりたいと思いますか 92.2 93.9
（３２） 学校のきまりを守っていますか 91.3 91.1
（３） 毎日，同じくらいの時刻に起きていますか 90.7 91.0

（６４） 算数の授業で学習したことは，将来，社会に出たときに役に立つと思いますか 90.7 90.3
（８３） 調査問題の解答時間は十分でしたか（国語Ａ） 88.8 83.3
（７０） 理科の勉強は大切だと思いますか 88.7 86.9
（６９） 理科の勉強は好きですか 88.4 83.5

（２５）
あなたの学級では，学級会などの時間に友達同士で話し合って学級のきまりな
どを決めていると思いますか

88.0 80.5

（５２） 国語の授業で学習したことは，将来，社会に出たときに役に立つと思いますか 88.0 88.6

（４３）
５年生までに受けた授業で扱うノートには，学習の目標（めあて・ねらい）と
まとめを書いていたと思いますか

87.6 87.1

（２４） 学校に行くのは楽しいと思いますか 87.6 87.0

（３８）
５年生までに受けた授業では，自分の考えを発表する機会が与えられていたと
思いますか

85.8 86.7

（８０）
理科の授業で，観察や実験の結果から，どのようなことが分かったのか考えて
いますか

85.8 80.4

（３６）
「総合的な学習の時間」の授業で学習したことは，普段の生活や社会に出たと
きに役に立つと思いますか

85.4 85.4

（３９）
５年生までに受けた授業では，学級の友達との間で話し合う活動をよく行って
いたと思いますか

85.4 85.2

（４１）
５年生までに受けた授業のはじめに目標（めあて・ねらい）が示されていたと
思いますか

85.4 86.3

（８５） 調査問題の解答時間は十分でしたか（算数Ａ） 85.4 84.6
（９） 将来の夢や目標を持っていますか 84.3 86.5
（２） 毎日，同じくらいの時刻に寝ていますか 83.5 79.5

（７２） 自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがありますか 83.5 86.9

（５６）
国語の授業で文章を読むとき，段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら
読んでいますか

82.8 77.2

（６７） 算数の授業で問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書いていますか 82.8 83.8

（３１）
テレビのニュース番組やインターネットのニュースを見ますか（携帯電話やス
マートフォンを使ってインターネットのニュースを見る場合も含む）

82.4 84.3

（４２）
５年生までに受けた授業の最後に学習内容を振り返る活動をよく行っていたと
思いますか

82.4 75.3

（５０） 国語の授業の内容はよく分かりますか 82.0 82.0

（６２）
算数の問題の解き方が分からないときは，諦めずにいろいろな方法を考えます
か

81.7 79.6

（８７） 調査問題の解答時間は十分でしたか（理科） 81.6 79.6

（６６）
算数の授業で公式やきまりを習うとき，そのわけを理解するようにしています
か

81.3 80.6

（２７） 今住んでいる地域の行事に参加していますか 80.6 66.9  
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●「低い傾向」を示した質問項目  

質問
番号 質問事項 稚内市 全国
（７５） 将来，理科や科学技術に関係する職業に就きたいと思いますか 29.3 28.8
（２９） 地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがありますか 39.0 44.8
（２２） 家で，学校の授業の予習をしていますか 47.9 43.4

（４５）
学校の授業などで，自分の考えを他の人に説明したり，文章に書いたりするこ
とは難しいと思いますか

51.6 55.2

（４４）
４００字詰め原稿用紙２～３枚の感想文や説明文を書くことは難しいと思いま
すか

54.3 60.1

（７） 友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか 54.6 51.2
（７６） 理科の授業で，自分の考えをまわりの人に説明したり発表したりしていますか 57.3 54.9
（８６） 調査問題の解答時間は十分でしたか（算数Ｂ） 59.1 63.7  
 

□その他 

質問(10): 普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，テレビやビデオ・ＤＶＤを見たり，聞い

たりしますか（勉強のためのテレビやビデオ・ＤＶＤを見る時間，テレビゲームをする時間は

除く） 

区分 4 時間以上 
3 時間以上,4
時間より少な
い 

2 時間以上,3
時間より少な
い 

1 時間以上,2
時間より少な
い 

1 時間より少
ない 

全く見たり,
聞いたりしな
い 

稚内市 19.5 18.0 26.2 22.5 11.6 2.2 

全 国 19.2 16.9 23.1 25.3 13.5 1.9 

 

質問(11): 普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，テレビゲーム（コンピュータゲーム，携

帯式のゲーム，携帯電話やスマートフォンを使ったゲームも含む）をしますか 

区分 4 時間以上 
3 時間以上,4
時間より少な
い 

2 時間以上,3
時間より少な
い 

1 時間以上,2
時間より少な
い 

1 時間より少
ない 全くしない 

稚内市 12.7 10.1 18.4 28.8 21.0 9.0 

全 国 9.1 7.9 13.2 24.4 31.6 13.7 

 

質問(12): 普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，携帯電話やスマートフォンで通話やメー

ル，インターネットをしますか（携帯電話やスマートフォンを使ってゲームをする時間は除く） 

区分 4 時間以上 
3 時 間 以
上 ,4 時間
より少ない 

2 時 間 以
上 ,3 時間
より少ない 

1 時 間 以
上 ,2 時間
より少ない 

30 分 以
上 ,1 時間
より少ない 

30 分より
少ない 

携帯電話や
スマートフ
ォンを持っ
ていない 

稚内市 3.0 4.5 6.0 11.6 10.9 19.1 44.9 

全 国 3.1 2.6 4.1 7.1 11.1 30.0 42.0 

 

質問(13): 学校の授業時間以外に，普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，勉強をしま

すか（学習塾で勉強している時間や家庭教師に教わっている時間も含む） 

区分 3 時間以上 
2 時間以上,3
時間より少な
い 

1 時間以上,2
時間より少な
い 

30 分以上 ,1
時間より少な
い 

30 分より少
ない 

全くしない 

稚内市 1.5 7.5 45.3 34.1 9.0 2.6 

全 国 11.1 14.6 37.0 25.1 9.1 3.0 
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質問(14): 土曜日や日曜日など学校が休みの日に，１日当たりどれくらいの時間，勉強をしますか（学習

塾で勉強している時間や家庭教師に教わっている時間も含む） 

区分 4 時間以上 
3 時間以上,4
時間より少な
い 

2 時間以上,3
時間より少な
い 

1 時間以上,2
時間より少な
い 

1 時間より少
ない 

全くしない 

稚内市 0.7 2.2 6.4 39.0 36.7 15.0 

全 国 6.7 5.2 12.6 32.2 33.0 10.2 

 

質問(15): 学習塾（家庭教師を含む）で勉強をしていますか 

区分 
学習塾に通って
いない 

学校の勉強より
進んだ内容や,難
しい内容を勉強
している ② 

学校の勉強でよ
く分からなかっ
た内容を勉強し
ている ③ 

②③の両方の内
容を勉強してい
る 

②③の内容のど
ちらともいえな
い 

稚内市 73.4 7.5 7.1 3.0 9.0 

全 国 52.7 23.4 7.2 8.3 8.1 

 

質問(16): 学校の授業時間以外に，普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，読書をしますか

（教科書や参考書，漫画や雑誌は除く） 

区分 2 時間以上 
1 時間以上,2
時間より少な
い 

30 分以上,1
時間より少な
い 

10 分以上,30
分より少ない 

10 分より少
ない 

全くしない 

稚内市 9.4 9.0 18.4 25.8 16.1 21.3 

全 国 7.5 10.1 20.1 26.5 15.8 19.9 

 

質問(17): 昼休みや放課後，学校が休みの日に，本（教科書や参考書，漫画や雑誌は除く）を読んだり，

借りたりするために，学校図書館・学校図書室や地域の図書館にどれくらい行きますか 

区分 
だいたい週に 4
回以上行く 

週に 1～3 回程度
行く 

月に 1～3 回程度
行く 

年に数回程度行
く 

ほとんど ,また
は,全く行かない 

稚内市 1.9 9.0 24.0 33.3 31.8 

全 国 3.4 14.2 23.1 28.4 30.7 

 

質問(30): 新聞を読んでいますか 

区分 ほぼ毎日読んでいる 
週に 1～3 回程度読ん
でいる 

月に 1～3 回程度読ん
でいる 

ほとんど,または,全
く読まない 

稚内市 7.9 15.4 24.3 52.4 

全 国 8.7 15.0 21.9 54.3 

 

質問(47): 授業の中で分からないことがあったら，どうすることが多いですか  

区分 
その場で先
生に尋ねる 

授業が終わ
ってから先
生に尋ねに
行く 

友達に尋ね
る 

家の人に尋
ねる 

学習塾の先
生（家庭教
師も含む）
に尋ねる 

自分で調べ
る 

そのままに
しておく 

稚内市 33.7 2.6 30.3 14.6 1.1 12.7 4.9 

全 国 16.1 8.7 30.8 23.1 4.3 11.2 5.2 

 

質問(57): 今回の国語の問題について，解答を文章で書く問題がありましたが，どのように解答しま 

したか  

区分 
全ての書く問題で最後まで解
答を書こうと努力した 

書く問題で解答しなかった
り、解答を書くことを途中で
諦めたりしたものがあった 

書く問題は全く解答しなかっ
た 

稚内市 74.2 22.5 3.0 

全 国 77.7 19.7 1.9 
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質問(68): 今回の算数の問題について，言葉や数，式を使って，わけや求め方などを書く問題があり

ましたが，どのように解答しましたか  

区分 
全ての書く問題で最後まで解
答を書こうと努力した 

書く問題で解答しなかった
り、解答を書くことを途中で
諦めたりしたものがあった 

書く問題は全く解答しなかっ
た 

稚内市 67.8 28.8 2.2 

全 国 73.3 24.0 1.9 

 

質問(77): 理科の授業では、理科室で観察や実験をどのくらい行いましたか 

区分 週 1回以上 月 1回以上 学期に 1 回以上 
ほとんど,または,行
っていない 

稚内市 63.3 28.8 6.7 1.1 

全 国 45.8 44.2 7.2 2.3 

 

質問(82)：今回の 理科の問題について、解答を文章などで書く問題がありました。それらの問題に

ついて、どのように解答しましたか 

区分 
全ての書く問題で最後まで解
答を書こうと努力した 

書く問題で解答しなかった
り、解答を書くことを途中で
諦めたりしたものがあった 

書く問題は全く解答しなかっ
た 

稚内市 79.0 18.7 1.1 

全 国 76.1 20.7 1.8 
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② 中学校調査 

 

○「高い傾向」を示した質問項目  

質問
番号 質問事項 稚内市 全国
(８) 友達と話し合うとき，友達の話や意見を最後まで聞くことができますか 95.3 93.0

(３２) 学校の規則を守っていますか 95.0 94.4
(４) ものごとを最後までやり遂げて，うれしかったことがありますか 94.7 94.2

(３３) 人の気持ちが分かる人間になりたいと思いますか 94.7 94.9
(４９) 国語の勉強は大切だと思いますか 94.3 89.9
(３５) 人の役に立つ人間になりたいと思いますか 93.6 93.7
(１) 朝食を毎日食べていますか 93.3 93.5

(８３) 調査問題の解答時間は十分でしたか（国語Ａ） 92.6 94.4
(３) 毎日，同じくらいの時刻に起きていますか 92.5 92.1

(３９)
１，２年生のときに受けた授業では，生徒の間で話し合う活動をよく行ってい
たと思いますか

92.2 78.2

(３４) いじめは，どんな理由があってもいけないことだと思いますか 91.8 93.7
(６１) 数学ができるようになりたいと思いますか 90.8 91.5

(３８)
１，２年生のときに受けた授業では，自分の考えを発表する機会が与えられて
いたと思いますか

90.5 85.9

(８５) 調査問題の解答時間は十分でしたか（数学Ａ） 90.4 90.6
(１９) 家の人（兄弟姉妹を除く）は，授業参観や運動会などの学校の行事に来ますか 90.1 83.4
(５２) 国語の授業で学習したことは，将来，社会に出たときに役に立つと思いますか 89.4 84.2
(５９) 数学の勉強は大切だと思いますか 89.0 82.6
(５０) 国語の授業の内容はよく分かりますか 87.5 74.3
(２６) 学級みんなで協力して何かをやり遂げ，うれしかったことがありますか 86.9 84.2

(４３)
１，２年生のときに受けた授業で扱うノートには，学習の目標（めあて・ねら
い）とまとめを書いていたと思いますか

86.9 73.7

(８４) 調査問題の解答時間は十分でしたか（国語Ｂ） 86.6 86.0

(４１)
１，２年生のときに受けた授業のはじめに，目標（めあて・ねらい）が示され
ていたと思いますか

86.2 79.7

(８７) 調査問題の解答時間は十分でしたか（理科） 86.2 85.3

(２５)
あなたの学級では，学級会などの時間に友達同士で話し合って学級のきまりな
どを決めていると思いますか

85.4 78.3

(２７) 今住んでいる地域の行事に参加していますか 84.4 44.8
(８６) 調査問題の解答時間は十分でしたか（数学Ｂ） 83.7 76.6
(２１) 家で，学校の宿題をしていますか 83.7 89.3
(２４) 学校に行くのは楽しいと思いますか 82.3 82.1

(３１)
テレビのニュース番組やインターネットのニュースを見ますか（携帯電話やス
マートフォンを使ってインターネットのニュースを見る場合も含む）

81.3 83.9

(６７) 数学の授業で問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書いていますか 80.1 80.6  

 

●「低い傾向」を示した質問項目  

質問
番号 質問事項 稚内市 全国
(７５) 将来，理科や科学技術に関係する職業に就きたいと思いますか 23.8 22.9
(２２) 家で，学校の授業の予習をしていますか 25.8 35.3
(２９) 地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがありますか 37.2 32.9
(６３) 数学の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考えますか 40.5 40.9

(７６)
理科の授業で，自分の考えや考察をまわりの人に説明したり発表したりしてい
ますか

48.5 38.4

(２３) 家で，学校の授業の復習をしていますか 50.4 52.0

(３７)
「総合的な学習の時間」では，自分で課題を立てて情報を集め整理して，調べ
たことを発表するなどの学習活動に取り組んでいますか

52.1 58.0

(７) 友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか 52.5 49.6
(７３) 理科の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考えますか 52.5 46.9
(２０) 家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか 52.8 48.8
(５８) 数学の勉強は好きですか 52.8 56.0
(２８) 地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がありますか 53.6 55.9
(７４) 理科の授業で学習したことは，将来，社会に出たときに役に立つと思いますか 54.6 54.3

(４５)
学校の授業などで，自分の考えを他の人に説明したり，文章に書いたりするこ
とは難しいと思いますか

59.6 64.4
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□その他 

質問(11): 普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，テレビやビデオ・ＤＶＤを見たり，聞い

たりしますか（勉強のためのテレビやビデオ・ＤＶＤを見る時間，テレビゲームをする時間は

除く） 

区分 4 時間以上 
3 時間以上,4
時間より少な
い 

2 時間以上,3
時間より少な
い 

1 時間以上,2
時間より少な
い 

1 時間より少
ない 

全く見たり,
聞いたりしな
い 

稚内市 16.0 18.4 25.2 23.8 14.2 2.1 

全 国 15.0 15.5 25.2 27.6 14.6 2.0 

 

質問(11): 普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，テレビゲーム（コンピュータゲーム，携

帯式のゲーム，携帯電話やスマートフォンを使ったゲームも含む）をしますか 

区分 4 時間以上 
3 時間以上,4
時間より少な
い 

2 時間以上,3
時間より少な
い 

1 時間以上,2
時間より少な
い 

1 時間より少
ない 

全くしない 

稚内市 17.7 17.0 17.0 17.7 19.1 11.0 

全 国 11.0 9.5 15.8 21.5 25.8 16.2 

 

質問(12): 普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，携帯電話やスマートフォンで通話やメー

ル，インターネットをしますか（携帯電話やスマートフォンを使ってゲームをする時間は除く） 

区分 4 時間以上 
3 時 間 以
上 ,4 時間
より少ない 

2 時 間 以
上 ,3 時間
より少ない 

1 時 間 以
上 ,2 時間
より少ない 

30 分 以
上 ,1 時間
より少ない 

30 分より
少ない 

携帯電話や
スマートフ
ォンを持っ
ていない 

稚内市 18.8 13.8 13.8 16.3 6.7 10.3 19.5 

全 国 9.9 8.3 13.1 16.3 14.2 16.5 21.4 

 

質問(13): 学校の授業時間以外に，普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，勉強をしますか

（学習塾で勉強している時間や家庭教師に教わっている時間も含む） 

区分 3 時間以上 
2 時間以上,3
時間より少な
い 

1 時間以上,2
時間より少な
い 

30 分以上 ,1
時間より少な
い 

30 分より少
ない 

全くしない 

稚内市 3.9 9.6 30.1 26.6 19.5 9.9 

全 国 10.4 25.3 33.3 17.0 8.6 5.3 

 

質問(14): 土曜日や日曜日など学校が休みの日に，１日当たりどれくらいの時間，勉強をしますか（学

習塾で勉強している時間や家庭教師に教わっている時間も含む） 

区分 4 時間以上 
3 時間以上,4
時間より少な
い 

2 時間以上,3
時間より少な
い 

1 時間以上,2
時間より少な
い 

1 時間より少
ない 

全くしない 

稚内市 3.9 2.5 16.3 31.6 30.9 14.5 

全 国 5.5 12.2 24.0 27.0 20.6 10.6 

 

質問(15)：学習塾（家庭教師を含む）で勉強をしていますか  

区分 
学習塾に通って
いない 

学校の勉強より
進んだ内容や,難
しい内容を勉強
している ② 

学校の勉強でよ
く分からなかっ
た内容を勉強し
ている ③ 

②③の両方の内
容を勉強してい
る 

②③の内容のど
ちらともいえな
い 

稚内市 71.3 7.1 6.4 5.7 9.2 

全 国 38.9 19.7 8.7 27.3 5.2 
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質問(16)：学校の授業時間以外に，普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，読書をしますか 

（教科書や参考書，漫画や雑誌は除く） 

区分 2 時間以上 
1 時間以上,2
時間より少な
い 

30 分以上,1
時間より少な
い 

10 分以上,30
分より少ない 

10 分より少
ない 

全くしない 

稚内市 6.7 10.3 18.4 23.4 10.6 30.5 

全 国 6.3 8.7 15.6 21.6 12.7 35.0 

 

質問(17)：昼休みや放課後，学校が休みの日に，本（教科書や参考書，漫画や雑誌は除く）を読んだり，

借りたりするために，学校図書館・学校図書室や地域の図書館にどれくらい行きますか 

区分 
だいたい週に 4
回以上行く 

週に 1～3 回程度
行く 

月に 1～3 回程度
行く 

年に数回程度行
く 

ほとんど ,また
は,全く行かない 

稚内市 2.1 6.0 15.2 31.6 45.0 

全 国 2.2 6.0 11.4 23.1 57.0 

 

質問(30):新聞を読んでいますか 

区分 ほぼ毎日読んでいる 
週に 1～3 回程度読ん
でいる 

月に 1～3 回程度読ん
でいる 

ほとんど,または,全
く読まない 

稚内市 12.1 9.6 17.0 61.0 

全 国 6.8 12.0 19.1 61.8 

 

質問(47): 授業の中で分からないことがあったら，どうすることが多いですか 

区分 
その場で先
生に尋ねる 

授業が終わ
ってから先
生に尋ねに
行く 

友達に尋ね
る 

家の人に尋
ねる 

学習塾の先
生（家庭教
師も含む）
に尋ねる 

自分で調べ
る 

そのままに
しておく 

稚内市 24.1 12.4 36.9 2.5 3.9 11.3 6.0 

全 国 10.6 10.3 35.9 5.7 15.1 12.3 7.0 

 

質問(57)：今回の国語の問題について，解答を文章で書く問題がありましたが，最後まで解答を書こうと 

努力しましたか 

区分 
全ての書く問題で最後まで解
答を書こうと努力した 

書く問題で解答しなかった
り,解答を書くことを途中で
諦めたりしたものがあった 

書く問題は全く解答しなかっ
た 

稚内市 71.3 23.0 4.6 

全 国 76.4 19.5 3.4 

 

質問(68): 今回の数学の問題について，解答を言葉や数，式を使って説明する問題がありましたが，最後

まで解答を書こうと努力しましたか 

区分 
全ての書く問題で最後まで解
答を書こうと努力した 

書く問題で解答しなかった
り,解答を書くことを途中で
諦めたりしたものがあった 

書く問題は全く解答しなかっ
た 

稚内市 39.4 50.0 10.3 

全 国 51.3 42.2 6.1 

 

質問(77)：理科の授業では、理科室で観察や実験をどのくらい行いましたか 

区分 週 1回以上 月 1回以上 学期に 1 回以上 
ほとんど,または，行
っていない 

稚内市 44.3 46.1 6.4 3.2 

全 国 39.2 44.7 11.5 4.0 
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質問(82)：今回の 理科の問題について、解答を文章などで書く問題がありましたが、最後まで解答

を書こうと努力しましたか 

区分 
全ての書く問題で最後まで解
答を書こうと努力した 

書く問題で解答しなかった
り,解答を書くことを途中で
諦めたりしたものがあった 

書く問題は全く解答しなかっ
た 

稚内市 37.9 50.7 9.9 

全 国 51.8 40.2 6.7 

 

※「□その他」の質問は、回答に「その他」、「無回答」がある場合、割合の合計が 100%となら
ないことがあります。 
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(3) 質問紙調査票の項目と正答率との関係 

 

① 小学校調査(抜粋)  

肯定 否定
(1) 朝食を毎日食べていますか〔している・全くしていない〕 59.0 49.6
(2) 毎日,同じくらいの時刻に寝ていますか〔している・全くしていない〕 59.1 37.6
(3) 毎日,同じくらいの時刻に起きていますか〔している・全くしていない〕 59.9 32.9

(11)
普段（月～金曜日）,1日当たりどれくらいの時間,テレビゲーム（コンピュー
タゲーム,携帯式のゲーム,携帯電話やスマートフォンを使ったゲームも含
む）をしますか〔全くしない・4時間以上〕

61.6 46.2

(12)

普段（月～金曜日）,1日当たりどれくらいの時間,携帯電話やスマートフォン
で通話やメール,インターネットをしますか（携帯電話やスマートフォンを
使ってゲームをする時間は除く）〔携帯電話やスマートフォンを持っていな
い・4時間以上〕

62.9 48.3

(16)
学校の授業時間以外に,普段（月～金曜日）,1日当たりどれくらいの時間,読
書をしますか（教科書や参考書,漫画や雑誌は除く）〔2時間以上・全くしな
い〕

60.8 56.9

(20) 家で,自分で計画を立てて勉強していますか〔している・全くしていない〕 61.2 53.6
(22) 家で,学校の授業の予習をしていますか〔している・全くしていない〕 61.5 56.0
(23) 家で,学校の授業の復習をしていますか〔している・全くしていない〕 62.6 52.8
(32) 学校のきまりを守っていますか〔当てはまる・当てはまらない〕 60.5 52.7
(51) 読書は好きですか〔当てはまる・当てはまらない〕 64.0 52.5

質問番号 質問事項
平均正答率

 

 

②中学校調査(抜粋)  

肯定 否定
(1) 朝食を毎日食べていますか〔している・全くしていない〕 55.6 37.2
(2) 毎日,同じくらいの時刻に寝ていますか〔している・全くしていない〕 55.2 48.6
(3) 毎日,同じくらいの時刻に起きていますか〔している・全くしていない〕 53.1 30.8

(11)
普段（月～金曜日）,1日当たりどれくらいの時間,テレビゲーム（コンピュー
タゲーム,携帯式のゲーム,携帯電話やスマートフォンを使ったゲームも含
む）をしますか〔全くしない・4時間以上〕

60.8 46.8

(12)

普段（月～金曜日）,1日当たりどれくらいの時間,携帯電話やスマートフォン
で通話やメール,インターネットをしますか（携帯電話やスマートフォンを
使ってゲームをする時間は除く）〔携帯電話やスマートフォンを持っていな
い・4時間以上〕

57.6 46.4

(20) 家で,自分で計画を立てて勉強していますか〔している・全くしていない〕 57.5 49.0

(21) 家で,学校の宿題をしていますか〔している・全くしていない〕 58.9 40.2
(22) 家で,学校の授業の予習をしていますか〔している・全くしていない〕 57.0 55.2

(23) 家で,学校の授業の復習をしていますか〔している・全くしていない〕 57.6 46.3

(51) 読書は好きですか〔当てはまる・当てはまらない〕 64.0 52.5

平均正答率
質問番号 質問事項

 

 

☞ 規則正しい生活習慣は学力にも良い影響を与えています。 

☞ 家庭での学習習慣づけが重要です。 

☞ スマートフォンや携帯電話の使用ルールや約束ごとを守ることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

「規則正しい生活習慣の育成」、「家庭学習の習慣化」は、学校での指導に加え、各家庭と

の一層の連携・協力が必要です。 
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(4) 学校調査（質問紙調査） 

① 小学校調査(抜粋)  

質問番号 質問事項 稚内市 全国
（16） 調査対象学年の児童は，熱意をもって勉強していると思いますか 90.0 92.6

（17）
調査対象学年の児童は，授業中の私語が少なく，落ち着いていると
思いますか

80.0 90.2

（18） 調査対象学年の児童は，礼儀正しいと思いますか 80.0 88.4

（38）
調査対象学年の児童に対して，前年度までに，本やインターネット
などを使った資料の調べ方が身に付くよう指導しましたか

80.0 90.8

（44）
調査対象学年の児童に対して，前年度までに，学習規律（私語をし
ない，話をしている人の方を向いて聞く，聞き手に向かって話をす
る，授業開始のチャイムを守るなど）の維持を徹底しましたか

90.0 96.2

（46）

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，コンピュータ等の情
報通信技術（パソコン（タブレット端末を含む），電子黒板，実物
投影機，プロジェクター，インターネットなどを指す）を活用し
て，子供同士が教え合い学び合う学習（協働学習）や課題発見・解
決型の学習指導を行いましたか

60.0 66.1

（80）
教科の指導内容や指導方法について近隣の中学校と連携（教師の合
同研修，教師の交流，教育課程の接続など）を行っていますか

100.0 66.7

（86）
ＰＴＡや地域の人が学校の諸活動（学校の美化など）にボランティ
アとして参加してくれますか

100.0 97.1

（89）
調査対象学年の児童に対して，前年度までに，国語の指導として，
家庭学習の課題（宿題）を与えましたか

100.0 99.6

（91）
調査対象学年の児童に対して，前年度までに，算数の指導として，
家庭学習の課題（宿題）を与えましたか

100.0 99.6

（93）
調査対象学年の児童に対して，前年度までに，保護者に対して児童
の家庭学習を促すような働きかけを行いましたか（国語／算数共
通）

90.0 96.5

（97）
調査対象学年の児童に対して，前年度までに，理科の指導として，
家庭学習の課題（宿題）を与えましたか

30.0 40.0
 

② 中学校調査(抜粋)   

質問番号 質問事項 稚内市 全国
(16) 調査対象学年の生徒は，熱意をもって勉強していると思いますか 100.0 89.2

(17)
調査対象学年の生徒は，授業中の私語が少なく，落ち着いていると
思いますか

100.0 93.3

(18) 調査対象学年の生徒は，礼儀正しいと思いますか 100.0 91.1

(38)
調査対象学年の生徒に対して，前年度までに，本やインターネット
などを使った資料の調べ方が身に付くよう指導しましたか

83.3 78.0

(44)
調査対象学年の生徒に対して，前年度までに，学習規律（私語をし
ない，話をしている人の方を向いて聞く，聞き手に向かって話をす
る，授業開始のチャイムを守るなど）の維持を徹底しましたか

100.0 97.4

(46)

調査対象学年の生徒に対して，前年度までに，コンピュータ等の情
報通信技術（パソコン（タブレット端末を含む），電子黒板，実物
投影機，プロジェクター，インターネットなどを指す）を活用し
て，子供同士が教え合い学び合う学習（協働学習）や課題発見・解
決型の学習指導を行いましたか

16.7 53.3

(79)
教科の指導内容や指導方法について近隣の小学校と連携（教師の合
同研修，教師の交流，教育課程の接続など）を行っていますか

83.4 75.5

(84)
ＰＴＡや地域の人が学校の諸活動（学校の美化など）にボランティ
アとして参加してくれますか

83.3 95.1

(87)
調査対象学年の生徒に対して，前年度までに，国語の指導として，
家庭学習の課題（宿題）を与えましたか

83.3 91.1

(89)
調査対象学年の生徒に対して，前年度までに，数学の指導として，
家庭学習の課題（宿題）を与えましたか

100.0 93.3

(91)
調査対象学年の生徒に対して，前年度までに，保護者に対して生徒
の家庭学習を促すような働きかけを行いましたか（国語／数学共
通）

100.0 83.9

(95)
調査対象学年の生徒に対して，前年度までに，理科の指導として，
家庭学習の課題（宿題）を与えましたか

50.0 73.2
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３ 小中学校の状況及び学力向上策 

 【小学校】 

■　稚内市内小学校の状況及び学力向上策（学校数：10校、児童数268名）

【教科全体の状況】 　　　　　【児童質問紙調査】

【児童質問紙調査】 　　　　　　【学校質問紙調査】

【分析】
○ ○

○

○

○

【稚内市の学力向上策】

◎

◎

◎ 巡回指導教員活用事業及び授業改善推進チーム活用事業による授業改善の推進

◎

児童質問紙

学校質問紙

教科の領域別に全国を100とした場合の全道及び市町村の状況をレーダーチャートで示したもの

（市町村の平均正答率÷全国（公立）の平均正答率×100で算出）

第３、４学年を対象とした学校教育指導員（退職教員等）による「放課後学力グングン塾」の実施

第１、２学年を対象とした市費負担教員の配置による少人数指導の実施

学びの連続性を確保するための小中連携や一貫教育の推進

教科

国語Ａでは「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」、算数
Ａでは「数量関係」、理科では「生命」で全道を上回っている。

学校全体の学力傾向や課題につい
て、全教職員の間で共有し、指導や取
組をおこなった結果、テレビの視聴時
間やゲームをする時間が改善の傾向
にあり、家で宿題をしている児童は、増
加傾向にある。

「家で、学校の宿題をしている」と回答した児童の割合が、全道を上
回っている。

学校全体の学力傾向や課題について、全教職員の間で共有してい
ると回答した学校の割合が全国及び全道を上回っている。

「１日のテレビの視聴時間」や「１日のゲームをする時間」では、「１
日２時間以上」と回答した児童の割合が全国より多くなっているが
改善の傾向にある。

国語Ａ（話すこと・聞

くこと）

国語Ａ（書くこと）

国語Ａ（読むこと）

国語Ａ（伝統的な言

語文化と国語の特質

に関する事項）

理科（物質） 国語Ｂ（書くこと）

国語Ｂ（読むこと）

理科（エネルギー）

算数Ａ（数と計算）

算数Ａ（量と測定）

算数Ａ（図形）

算数Ａ（数量関係）
算数Ｂ（数と計算）

算数Ｂ（量と測定）

算数Ｂ（図形）

算数Ｂ（数量関係）

理科（生命）

理科（地球）

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

稚内市内小学校

北海道

全国
67.3 63.7 61.363.7 62.1 59.2
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稚内市 北海道 全国

１日のテレビの視聴時間（２時間以上）

H26 H27

46.9
37.9

30.3

41.2 37.5
30.2

20

30

40

50

60

70

稚内市 北海道 全国

１日のゲームをする時間（２時間以上）

H26 H27

82.6 80.5

86.085.8
82.9

87.4

50

60

70

80

90

稚内市 北海道 全国

家で、学校の宿題をしている

H26 H27

59.4

64.2

80.0

38.9

34.4

20.0

1.6

1.4

0.0

0.0

0.0

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

全国

北海道

稚内市

学校全体の学力傾向や課題について、全教職員の間で共有しているか

よくしている どちらかといえば、している あまりしていない 全くしていない

％

％

％
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【中学校】 

■　稚内市内中学校の状況及び学力向上策（学校数：6校、生徒数280名）

【教科全体の状況】 　　　　　【生徒質問紙調査】

【生徒質問紙調査】 　　　　　　【学校質問紙調査】

【分析】
○ ○

教科

○

○

○
学校質問紙

【稚内市の学力向上策】
◎

◎

◎

◎

教科の領域別に全国を100とした場合の全道及び市町村の状況をレーダーチャートで示したもの

（市町村の平均正答率÷全国（公立）の平均正答率×100で算出）

国語Ｂでは「読むこと」が他領域と比べ全国に最も近くなっ
ている。数学Ｂでは「資料の活用」が最も全国との差が大
きくなっている。

学生ボランティアによる放課後学習の支援

「夢広がる学校づくり推進事業」による学校独自のテキスト（問題集）の作成などの取組

学びの連続性を確保するための小中連携や一貫教育の推進

「家で自分で計画を立てて勉強している」と回答した生徒
の割合が、全国及び全道を上回っている。

学校全体の学力傾向や課題について、全教職員で間で
共有していると回答した学校の割合が全国及び全道を上
回っている。

学校全体の学力傾向や課題につい
て、全教職員の間で共有している学
校の割合が全道、全国より高い。ま
た、家で自分で計画を立てて勉強を
している生徒は、全国や全道と比べ
て高い。

「１日のテレビの視聴時間」や「ゲームをする時間」では、
「１日２時間以上」と回答した生徒の割合が全国及び全道
より多くなっている。

生徒質問紙

土曜授業推進事業による授業改善の推進

国語Ａ（話すこと・

聞くこと）

国語Ａ（書くこと）

国語Ａ（読むこと）

国語Ａ（伝統的な

言語文化と国語の

特質に関する事項）

国語Ｂ（話すこと・

聞くこと）

国語Ｂ（書くこと）

国語Ｂ（読むこと）

数学Ａ（数と式）

数学Ａ（図形）

数学Ａ（関数）
数学Ａ（資料の活

用）

数学Ｂ（数と式）

数学Ｂ（図形）

数学Ｂ（関数）

数学Ｂ（資料の活

用）

理科（物理的領域）

理科（科学的領域）

理科（生物的領域）

理科（地学的領域）

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

稚内市中学校

北海道

全国

57.1 58.3 56.559.6 56.8 55.7
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20.8
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18.8 17.6 16.5
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家で、自分で計画を立てて勉強している

H26 H27

52.0

60.6

66.7

45.6

38.3

33.3

2.4

1.2

0.0

0.0

0.0

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

全国

北海道

稚内市

学校全体の学力傾向や課題について、全教職員の間で共有しているか

よくしている どちらかといえば、している あまりしていない 全くしていない

％

％

％

 

  ※北海道教育委員会作成の「北海道版結果報告書」にも掲載されています。 
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