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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、教育及び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） 

  〔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 

 

 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・解答児童生徒数 

平成２６年４月２２日（火） 
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【小学校調査】 

 1 時限目 2 時限目 3 時限目   

 322名 322名 322名 322名  

 国語Ａ（20分） 

算数Ａ（20分） 
国語Ｂ（40分） 算数Ｂ（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   

 284名 284名 284名 284名 284名  

 
国語Ａ（45分） 国語Ｂ（45分） 数学Ａ（45分） 数額Ｂ（40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・数学の２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 26 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 ★★★ 72.4 ▼ 

書くこと ★★★ 72.2 ▼ 

読むこと ★★★ 68.5 ▼ 

言語事項 ★★★ 73.7 △ 

 

【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（道路の標識を見る） 
学年別漢字配当表に示されてい

る漢字を正しく読む 

★★★★ 91.7 ▼ 

1一（2） 漢字を読む（街灯がつく） ★★★★ 87.0 ▼ 

1一（3） 漢字を読む（勢いよく走り出す） ★★★ 74.4 △ 

1二（1） 
漢字を書く（料理をのせたさらを

運ぶ） 学年別漢字配当表に示されてい

る漢字を正しく書く 

★★★★ 97.8 ▼ 

1二（2） 漢字を書く（勝利をいわう） ★★ 59.3 ▼ 

1二（3） 漢字を書く（かぜをよぼうする） ★★★ 77.4 ▼ 

2一 
故事成語の使い方として適切なも

のを選択する（五十歩百歩） 
故事成語の意味と使い方を理解

する 

★★★ 55.8 △△ 

2二 

故事成語の使い方として適切なも

のを選択する（百聞は一見にしか

ず） 

★ 49.9 ▼ 

3 
情景描写を正しく理解し，適切な

ものを選択する 
情景描写の効果を捉える ★★ 58.7 ▼ 

4 
新聞の投書を読み，表現の仕方と

して適切なものを選択する 

新聞の投書を読み，表現の仕方を

捉える 
★★★ 71.7 △ 

5 
物語の一部に入る適切な人物の名

前を書く 

物語の登場人物の相互関係を捉

える 
★★★ 65.3 ▼ 

6一 
「～たり、…たり」という表現に

直して書く 
複数の事柄を並列の関係で書く ★★★ 74.9 ▼ 

6二 
文の意味のつながりを捉え，適切

なものを選択する 

仮定の表現として，適切なものを

捉える 
★★★★ 83.1 △ 

7 
話合いの記録の仕方として適切な

ものを選択する 

話合いの観点に基づいて情報を

関係付ける 
★★★ 72.4 ▼ 

8 
言葉の意味と使い方を捉え，適切

なものを選択する（はかる） 

国語辞典を使って，言葉の意味と

使い方を理解する 
★★★ 74.3 △ 

 

【課題と改善点】 

□漢字を読んだり書いたりする 

〔学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく読んだり書いたりすることが出来る〕 

●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に課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

 ＜当該学年までに配当されている漢字の習得ができるようにする＞ 

 ○学年別漢字配当表に示されている漢字を、正確に習得することが重要である。当該学年に配

当されている漢字を漸次書き、文や文章の中で使うことが出来るように計画的に指導するこ

とが大切である。 
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□故事成語の意味と使い方を理解する 

〔故事成語の意味と使い方を理解する〕 

 ●故事成語の意味と使い方に課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

 ＜故事成語の意味と使い方を正確に理解できるようにする＞ 

 ○先人の知恵や教訓、機知に触れながら、故事成語の使い方を正確に理解することが重要であ

る。実際の指導に当たっては、複数の故事成語とその成り立ちを先に教え、その中から児童

は興味や関心に応じて調べることが出来るようにすることが大切である。 

 

□物語を創作する 

〔情景描写を正しく理解し、適切なものを選択する〕 

 ●情景描写の効果を捉えることに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

 ＜物語を読み、表現方法の特徴とその効果について捉える事ができるようにする＞ 

 ○物語の表現方法の特徴とその効果について捉えることは、物語を創作する上で重要である。

読むことの指導との関連を図りながら、登場人物がそれぞれの役割を持っていること、フィ

クションの世界が物語られていることなどの物語の基本的な特徴を理解することが出来る

ように指導することが重要である。 

 

□物語の登場人物の相互関係を捉える 

〔物語の登場人物の相互関係を捉える〕 

 ●物語の登場人物の相互関係を捉えることに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

 ＜登場人物の相互関係を捉える事ができるようにする＞ 

 ○物語などを読むときの中心となる登場人物について、その相互関係を捉え、それらに基づい

て心情や場面の描写を捉える事が重要である。そのためには、まず、一人ひとりの登場人物

の行動や性格に基づき、場面の展開に即して変化する気持ちを中心に捉える事が出来るよう

に指導することが大切である。 
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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 ★ 51.2 ▼ 

書くこと ★ 34.4 ▼▼ 

読むこと ★★ 57.3 ▼ 

言語事項 ★★★ 69.8 △ 

 

【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 

1一 
司会➍の発言の内容をまとめて書

く 

目的に応じて，話合いの観点を整

理する 
★★★ 65.2 ▼ 

1二 
林さん➎の質問の狙いとして適切

なものを選択する 
質問の意図を捉える ★★ 60.2 ▼ 

1三 
大野さん➋の発言に対し，手書き

の立場から質問か意見を書く 

立場を明確にして，質問や意見を

述べる 
★ 28.3 ▼ 

2一 
付箋の内容を関係付けて，原田さ

んの疑問を書く 

付箋の内容を関係付けて，野口さ

んのまとめを書く 
★★★ 71.9 ▼ 

2二 
付箋の内容を関係付けて，野口さ

んのまとめを書く 

分かったことや疑問に思ったこ

とを整理し，それらを関係付けな

がらまとめて書く 

★ 26.9 ▼▼ 

2三 
付箋の内容を関係付けて，野口さ

んのまとめを書く 

課題を解決するために，目次や索

引を活用して，本を効果的に読む 
★★★ 66.0 △ 

3一（1） 
【詩１】の表現の特徴として適切

なものを選択する 二つの詩を比べて読み，表現の工

夫を捉える 

★★★★ 80.4 △ 

3一（2） 
【詩２】の表現の特徴として適切

なものを選択する 
★★ 59.2 ▼ 

3二 
【詩２】に対する山田さんの解釈

として適切なものを選択する 

詩の解釈における着眼点の違い

を捉える 
★ 48.5 ▼▼ 

3三 
【詩１】と【詩２】を比べて読ん

で考えたことを書く 

二つの詩を比べて読み，自分の考

えを書く 
★ 48.1 ▼▼ 

 

【課題と改善点】 

□立場や意図をはっきりさせながら討論する 

〔目的に応じて、計画的に討論する〕 

●目的に応じて、計画的に討論することに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

 ＜司会の役割を理解し、立場や意図を捉えながら討論を進める事ができるようにする＞ 

 ○討論を円滑に進める為には、司会はその果たす役割を理解し、違う立場から出されたそれぞ

れの意見を整理することが重要である。 

〔質問の意図を捉える〕、〔立場を明確にして、質問や意見を述べる〕 

 ●質問の意図を捉えることに課題がある。 

 ●立場を明確にして、質問や意見を述べることに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

 ＜互いの立場や意見を踏まえた上で、質問や意見ができるようにする＞ 

 ○討論会においては、自分の意見と相手の意見とを比較して、立場や意見の違いを明確にした

上で、質問や意見を述べることが重要である。そのためには、相手の意見を引用したり、根
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拠となる事実を明確にしたりして話すことが出来るように指導することが大切である。 

 

□科学に関する本や文章などを効果的に読む 

〔分かったことや疑問に思ったことを整理し、それらを関係づけながらまとめて書く〕 

 ●分かったことや疑問に思ったことを整理し、それらを関係づけながらまとめて書くことに課

題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

 ＜疑問に思ったこと分かったことなどを関係づけながら自分の考えを広げたり深めたり 

する事ができるようにする＞ 

 ○自分の課題を解決するために、科学に関する本や文章などを読み、疑問に思ったことや分か

らなかったことなどを関係づけながら自分の考えを広げたり深めたりすることが重要であ

る。疑問に思ったことや分からなかったことなどを色の違う付箋にかき分けることで、事実

と感想、意見などを区別して捉える事が出来るように指導することも効果的である。 

 

□詩を比べ読む 

〔二つの詩を比べて読み、表現の工夫を捉える〕 

 ●詩の解釈における着眼点の違いを捉えることに課題がある。 

 ●二つの詩を比べて読み、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≫ 

 ＜交流を通して一人ひとりの感じ方に違いがあることに気付く事ができるようにする＞ 

 ○詩の解釈について交流し、一人ひとりの感じ方に違いがあることを理解しながら、自分の考

えを広げ、深めていくことが重要である。詩を読む目的を明確にして、感想、解説、推薦な

どの文章として考えをまとめ、発表し合う場面を設けることが考えられる。その際、どのよ

うに共通したり相違したりしているかを明らかにっしながら、自分の考えを広げたり深めた

りすることが大切である。 
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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 ★★★ 81.8 ▼ 

量と測定 ★★★ 74.8 ▼ 

図形 ★★★ 71.8 ▼ 

数量関係 ★★★★ 81.3 △ 

 

【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） ４６＋５７ を計算する 
繰り上がりのある加法の計算を

することができる 
★★★★ 96.9 △ 

1（2） ９０３×６ を計算する 
被乗数に空位のある整数の乗法

の計算をすることができる 
★★★★ 92.8 ▼ 

1（3） ９－０．８ を計算する 
小数第１位までの減法の計算を

することができる 
★★★ 83.8 ▼▼ 

1（4） ２÷５ を計算する 
商が小数になる除法の計算をす

ることができる 
★★★★ 91.8 ▼ 

1（5） １００－２０×４ を計算する 
減法と乗法の混合した整数の計

算をすることができる 
★★★★ 80.9 △ 

1（6） １／３＋２／５ を計算する 
異分母の分数の加法の計算をす

ることができる 
★★★★ 90.6 ▼ 

2（1） 

示された図を基に，赤いテープの

長さが白いテープの長さ（８０ｃ

ｍ）の１．２倍に当たるときの赤

いテープの長さを求める式を選ぶ 

割合が１より大きい場合，比較量

の求め方が（基準量）×（割合）

になることを理解している 

★★★ 71.9 ▼▼ 

2（2） 

示された図を基に，青いテープの

長さが白いテープの長さ（８０ｃ

ｍ）の０．４倍に当たるときの青

いテープの長さを求める式を選ぶ 

割合が１より小さい場合でも，比

較量の求め方が（基準量）×（割

合）になることを理解している 

★ 54.1 ▼▼ 

3 
示された分数の中から，１／２よ

り大きいものを選ぶ 

分数の相等及び大小について理

解している 
★★★ 72.5 ▼ 

4（1） 
８ｍ２に１６人いるＡの部屋の様

子を表している図を選ぶ 

二つの数量の関係について，単位

量当たりの大きさを調べる場面

と図とを関連付けることができ

る 

★★★ 82.3 ▼ 

4（2） 

８ｍ２に１６人いるＡの部屋につ

いて，１ｍ２当たりの人数を求める

式を書く 

単位量当たりの大きさの求め方

を理解している 
★★★ 60.8 △ 

5（1） 
直径６cmの円の円周を求める式と

答えを書く 

円周の長さを，直径の長さを用い

て求めることができる 
★★★★ 83.9 ▼ 

5（2） 
１cm３の立方体を基に，示された直

方体の体積を求める 

体積の単位（１cm３）と測定につ

いて理解している 
★★★ 81.1 ▼ 

6 

コンパスを使った平行四辺形のか

き方について，用いられている平

行四辺形の特徴を選ぶ 

作図に用いられている図形の約

束や性質を理解している 
★ 52.0 ▼▼ 

7 
縦５cm，横１１cm，高さ４cmの直

方体の面㋐になる四角形を選ぶ 

立体図形とその見取図の辺や面

のつながりや位置関係について

理解している 

★★★ 69.4 ▼▼ 

8 
答えが１００－２０×４の式で求

められる問題を選ぶ 

四則の混合した式の意味につい

て理解している 
★★★★ 81.0 △ 

9 

正五角形の１辺の長さを□cm，ま

わりの長さを△cmとしたときの，

□と△の関係を正しく表している

式を選ぶ 

二つの数量の関係を□，△などの

記号を用いて式に表すことがで

きる 

★★★★ 82.0 ▼ 
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【課題と改善点】 

 

□乗法の意味 

〔割合が１より大きい場合、比較量の求め方が（規準量）×（割合）になることを理解する〕 

〔割合が１より小さい場合でも、比較量の求め方が（規準量）×（割合）になることを 

理解する〕 

 ●割合が１の大小に関わらず、比較量の求め方が（規準量）×（割合）になることの理解に 

課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

 ＜場面から数量の関係を捉え、乗法を適切に用いることができるようにする＞ 

 ○割合が 1より小さく、比較量が基準量より小さい場面では、比較量を求めるために乗法では

なく、除法を用いる誤りが多く見られる。乗法の意味についての理解を深め、このような場

面からも乗法が用いられることを的確に判断できることが大切です。 

 

□平行四辺形の作図 

〔作図に用いられている図形の約束や性質を理解する〕 

 ●作図に用いられている図形の約束の性質理解に課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

 ＜図形の約束や性質に基づいて作図することができるようにする＞ 

 ○作図の指導においては、単に作図の手順を形式的に指導するだけでなく、その作図が図形の

どのような約束や性質を使っているかを考え、それを基に作図できるようにすることが大切

である。 

 

□直方体の面の形と大きさ 

〔立体図形とその見取り図の辺や面のつながりや位置関係について理解する〕 

 ●立体図形とその見取り図の辺や面のつながりや位置関係についての理解に課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

 ＜立方体や直方体について、観察や構成などの活動を通して理解できるようにする＞ 

 ○立方体や直方体の構成要素やそれらの入り関係については、図形を観察したり、構成したり、

分解したりして理解できるように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 ★★ 61.3 ▼▼ 

量と測定 ★★ 56.5 ▼▼ 

図形 ★★★ 65.7 ▼▼ 

数量関係 ★ 56.2 ▼▼ 

 

【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） 
示されたかけ算の中で積に同じ数
字が並ぶものを選ぶ 

示された場面から計算の結果の
見通しをもち，（２位数）×（１
位数）の筆算をすることができる 

★★★★ 94.6 ▼ 

1（2） 
二人の説明を基に，３７×２４の
積が８８８になることを書く 

示された計算のきまりを基に，異
なる数値の場合でも工夫して計
算する方法を記述できる 

★ 55.2 ▼▼ 

2（1） 
６・７月の水の使用量１５００ｍ３

は，プールに入る水の量２５０ｍ３

の何倍かを求める式と答えを書く 

示された場面から基準量と比較
量を捉え，倍を求めることができ
る 

★★★★ 82.5 ▼ 

2（2） 

１目盛りを５０ｍ３として学校の
水の使用量の表を棒グラフに表す
とき，棒が縦２０マスの枠の中に
入らない月を選び，そのわけを書
く 

最大値に着目して，棒グラフの棒
を枠の中に表すことができない
理由を記述できる 

★★★ 69.1 ▼▼ 

2（3） 

６・７月の水の使用量が，１年間
の水の使用量の１／４より多いこ
とを説明するために用いる適当な
グラフを選ぶ 

全体と部分の関係を示すために
用いるグラフを選択することが
できる 

★★ 61.5 ▼ 

3（1） 
昨年の昼食時間を見直したとき
に，今年は準備の時間を何分間に
すればよいかを書く 

示された情報を基に，条件に合う
時間を求めることができる 

★ 38.6 ▼▼ 

3（2） 
４０人分のご飯を分けるとき，１
０人分の目安を正しく表している
図を全て選ぶ 

１０人分の量を基に４０人分の
量を相対的に捉え，その関係を表
している図を選択することがで
きる 

★ 56.7 ▼▼ 

3（3） 

示された分け方でスープを分けた
とき，残りの３０人にスープを分
けることができるかどうかを選
び，そのわけを書く 

示された情報を基に必要な量と
残りの量の大小を判断し，その理
由を記述できる 

★ 30.6 ▼▼ 

4（1） 
㋐のリズムを３回目に演奏するの
は何小節目かを書く 

繰り返されるリズムの規則性（周
期）を見いだし，それを基に小節
数を求めることができる 

★★★ 62.2 ▼ 

4（2） 
二人の㋑のリズムが重なる１２小
節目の１２はどのような数である
かを書く 

二人のリズムが重なる部分を，公
倍数に着目して記述できる 

★ 60.5 ▼▼ 

5（1） 
畳の敷き方の約束を基に，残り４
枚の長方形の板を置いた図をかく 

示された条件を基に，残った平面
に４つの長方形を敷き詰めるこ
とができる 

★★★ 65.7 ▼▼ 

5（2） 
使いやすい箸の長さの目安を基
に，一あた半の長さを表している
図を選ぶ 

示された情報を解釈し，基準量の
１．５倍の長さを表している図を
選択することができる 

★ 46.1 ▼▼ 

5（3） 
妹の身長を基に，妹の使いやすい
箸の長さの求め方と答えを書く 

示された情報を整理し，筋道を立
てて考え，小数倍の長さの求め方
を記述できる 

★ 33.0 ▼▼ 
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【課題と改善点】 

 

□計算法則の解釈と説明 

〔示された計算の決まりを基に、異なる数値の場合でも工夫して計算する方法を式や言葉を 

 用いて記述出来る〕 

 ●示された計算の決まりを基に、異なる数値の場合でも工夫して計算する方法を式や言葉を用

いて記述することに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

 ＜一つの数をほかの数の積としてみるなど、目的に応じて数を多面的にみることができるよう

にする＞ 

 ○数を多面的にみることによって計算の工夫をすることは、合理的、能率的に処理する上で大

切である。 

〔最大値に着目して、棒グラフの棒を枠の中に表すことが出来ない理由を言葉と数を用いて 

記述する〕 

 ●最大値に着目して、棒グラフの棒を枠の中に表すことが出来ない理由を言葉と数を用いて 

記述することに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

＜紙面の大きさや目的に応じて、適切な一目盛りの大きさやグラフ全体の大きさを決める 

ことができるようにする＞ 

 ○紙面の大きさに応じて、適切な一目盛りの大きさやグラフ全体の大きさを決めることが、目

的にあった表現をする上で大切である。 

〔全体と部分の関係を示すために用いるグラフを選択することが出来る〕 

 ●全体と部分の関係を示すために用いるグラフを選択することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜表す目的に応じて、適切なグラフを選択できるようにする＞ 

 ○自分の考えを数量を基に分かりやすく他者に伝えたい時には、伝えたい事柄や目的に応じて、

効果的にグラフを用いることが大切である。 

 

□情報の整理・選択と判断の根拠の説明 

〔示された情報を基に、条件に合う時間を求めることが出来る〕 

 ●示された情報を基に、条件に合う時間を求めることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜条件に合う時間を求めることができるようにする＞ 

 ○日常生活において、規則正しい生活を過ごしたり、行動の計画を立てたりするためには、 

時刻を読むことや、条件に合わせて時刻や時間を求めることが大切である。 
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〔10人分の量を基に４０人分の量を相対的に捉え、その関係を表している図を選択すること 

ができる〕 

 ●10 人分の量を基に４０人分の量を相対的に捉え、その関係を表している図を選択すること

に課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

＜数の相対的な大きさについて理解できるようにする＞ 

 ○数の相対的な大きさを捉えることによって、数の仕組みについての理解を深めると共に、 

数についての感覚を豊かにすることが出来るので、十、百などの単位として数の大きさを 

捉えることは大切である。 

〔示された情報を基に必要な量と残りの量の大小を判断し、その理由を言葉と数を用いて 

記述する〕 

●示された情報を基に必要な量と残りの量の大小を判断し、その理由を言葉と数を用いて 

記述することに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

＜比較する対象を明確にして説明できるようにする＞ 

 ○数量の大小を判断した根拠を説明する際には、比較する対象を明確にして考察することが 

大切である。 

 

□事象の数学的な解釈と表現 

〔繰り返されるリズムの規則性（周期）を見いだし、それを基に小節数を求めることが出来る〕 

 ●繰り返されるリズムの規則性（周期）を見いだし、それを基に小節数を求めることに課題 

がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜事象を観察して、そこから規則性を見出すことができるようにする＞ 

○事象から規則を見いだすことは、物事を数理的に捉え、合理的、能率的に問題を解決して 

いく上で大切である。 

〔二人のリズムが重なる部分を、公倍数に着目して記述できる〕 

 ●二人のリズムが重なる部分を、公倍数に着目して記述することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜算数の用語を用いて、日常生活の事象を的確に表現できるようにする＞ 

 ○日常生活の事象を算数の内容と関連付け、学習した用語を用いて的確に表現できるように 

することは、算数と日常生活とのかかわりについて興味・関心を高める上で大切である。 
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□事情の観察と論理的な考察 

〔示された条件を基に、残った平面に４つの長方形を敷き詰めることが出来る〕 

 ●示された条件を基に、残った平面に４つの長方形を敷き詰めることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜問題解決の結果が正しいかどうかを、条件を基に振り返って考える事ができるようにする＞ 

 ○問題解決の結果が正しいかどうかを適切に判断するためには、結果が条件を満たしているか

どうかについて振り返って考えることが大切である。 

〔示された情報を解釈し、基準量の１．５倍の長さを表している図を選択する〕 

●された情報を解釈し、基準量の１．５倍の長さを表している図を選択することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜小数倍の意味を図と関連付けて理解できるようにする＞ 

 ○問題場面から小数倍の関係を的確に捉えるためには、数量の関係を図に表すことで、基準量

と比較量の大きさの関係を明らかにすることが大切である。 

〔示された情報を整理し、筋道を立てて考え、小数倍の長さの求め方を言葉や式を用いて 

記述する〕 

●示された情報を整理し、筋道を立てて考え、小数倍の長さの求め方を言葉や式を用いて記述

することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜示された情報を整理し、筋道を立てて考え小数倍の長さの求め方を言葉や式を使って説明

する事が出来るようにする＞ 

 ○解決方法を説明するためには、問題解決を用いる情報は何か、また、その情報をどのように

用いればよいかを明らかにし、筋道を立てて考えることが大切である。 
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⑤ 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 ★★★ 72.3 ▼ 

書くこと ★★★★ 83.4 ▼ 

読むこと ★★★ 82.9 ▼ 

言語事項 ★★★ 78.7 △ 

 

【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 
フリップの効果を説明したものと

して適切なものを選択する 

目的に応じて，資料を効果的に活

用して話す 
★★★ 78.6 ▼ 

1二 
報告の内容を踏まえた質問として

適切なものを選択する 

必要に応じて質問し，足りない情

報を聞き出す 
★★★ 80.3 ▼ 

2一 

主人公の気持ちの変化にふさわし

い空の描写として適切なものを選

択する 

心情が相手に効果的に伝わるよ

うに, 描写を工夫して書き加え

る 

★★★★ 90.9 △ 

2二 

仲直りができてうれしい主人公の

気持ちを印象深く伝えるために書

き換える 

語句や文の使い方に注意して，伝

えたい心情にふさわしい言葉に

書き換える 

★★★ 79.8 ▼ 

3一 

主人公が「素通りが出来なくなる」

と思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 
★★★★ 91.9 ▼ 

3二 
「ひとしくおれの方を見た」の意

味として適切なものを選択する 

文脈の中における語句の意味を

理解する 
★★★ 79.8 ▼▼ 

3三 

生徒の落書きを見たときの主人公

の心情を説明したものとして適切

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 
★★★ 79.1 ▼ 

4一 
ウェブページの項目として適切な

ものを選択する 

集めた材料を分類するなどして

整理する 
★★★★ 92.6 ▼ 

4二 
主語を置き換えて行事の記録を書

き直す 

叙述の仕方などを確かめて，適切

に書き換える 
★★★★ 80.5 △ 

5一 
「動物」と「外界のもの」との組

合せとして適切なものを選択する 

抽象的な概念を表す語句が示す

ものについて理解する 
★★★ 78.2 △ 

5二 

「次々に簡略化していった」理由

を説明したものとして適切なもの

を選択する 

文章全体と部分との関係を考え，

内容を理解する 
★★★★ 85.6 ▼ 

6一 
二人の発言を聞いて，意見の相違

点を整理する 

目的に沿って話し合い，互いの発

言を検討する 
★ 54.3 ▼ 

6二 
話合いの方向を捉えた司会の役割

として適切なものを選択する 

話合いの方向を捉えて司会の役

割を果たす 
★★★ 76.0 △ 

7一 
文章を書くために使った付箋とし

て適切なものを選択する 

多様な方法で材料を集めながら

考えをまとめる 
★★★★ 84.6 ▼ 

7二 
文章の構成を変える理由として適

切なものを選択する 

書いた文章について意見を交流

し，文章を書き直す 
★★★ 72.1 ▼▼ 

8一 1 
漢字を書く（地域の人をショウタ

イする） 

文脈に即して漢字を正しく書く 

★★★ 57.6 △△ 

8一 2 
漢字を書く（円のハンケイを求め

る） 
★★★ 59.5 △ 

8一 3 漢字を書く（計画を行動にウツす） ★★★ 73.6 ▼ 
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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 

8二 1 
漢字を読む（アユの稚魚を放流す

る） 

文脈に即して漢字を正しく読む 

★★★★ 77.0 △△ 

8二 2 
漢字を読む（このホールは音響効

果が良い） 
★★★★ 88.6 △ 

8二 3 漢字を読む（新記録に挑む） ★★★★ 95.2 △ 

8三ア 

適切な語句を選択する（よい結果

を早く出したいときは，急がば回

れといわれるように，かえって慎

重に議論を進めるべきだ） 

語句の意味を理解し，文脈の中で

適切に使う 

★★ 59.2 ▼ 

8三イ 

適切な語句を選択する（先のこと

は分からないが，とりあえず準備

だけはしておこう） 

★★★★ 96.2 ▼ 

8三ウ 
適切な語句を選択する（地域の伝

統的な文化を継承する） 
★★★ 80.8 ▼ 

8三エ 

適切な語句を選択する（笑い声が

満ちている家には幸運が訪れるこ

とを，「笑う門には福来たる」とい

う） 

★★★★ 89.5 △ 

8三オ 
適切な敬語を選択する（お客様，

私が校内をご案内します） 
★★★★ 93.0 ▼ 

8三カ 
適切な語句を選択する（あの人は，

単刀直入にものを言う） 
★★★★ 86.3 △ 

8三キ 
適切な語句を選択する（忙しい兄

は，休日にのびのびと羽を伸ばす） 
★★★★ 92.1 △ 

8四 
国語辞典で調べたことを基に，語

句の意味を書く（英気を養う） 

辞書を活用して，語句の意味を適

切に書く 
★★ 59.9 ▼▼ 

8五 1 
歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに

直す 

歴史的仮名遣いを現代仮名遣い

に直して読む 
★★★★ 80.3 △△ 

8五 2 
古文に当てはまる言葉を昔話の中

から抜き出す 

古典と昔話とを対応させて内容

を捉える 
★★★ 71.0 ▼ 

8六 
文字を書く際に生かしたアドバイ

スとして適切なものを選択する 

文字の大きさ，配列などに注意し

て書く 
★★★ 77.6 ▼ 

 

【課題と改善点】 

 

□文学的な文章を読む 

〔文脈の中における語句の意味を理解している〕 

●文脈の中における語句の意味の理解に課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜文脈の中における語句の意味を理解する事ができるようにする＞ 

 ○文学的な文章に使われる語句は、文章の全体の雰囲気を作ったり、場面や登場人物の心情を

印象付けたりするなどの役割を持っている。辞書的な意味と併せて、その文脈の中における

意味や効果を考えていくことが大切である。話し合いをする。 
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□話し合いをする 

〔目的に沿って話し合い、互いの発言を検討することが出来る〕 

●目的に沿って話し合い、互いの発言を検討することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜意見の共通点や相違点を整理する事ができるようにする＞ 

 ○複数の案から一つに絞り込む話し合いを行う際には、それぞれの意見の共通点や相違点を整

理する必要がある。相違点を明確にすることは、議論を焦点化する上で重要である。 

 

□絵の鑑賞文を書く 

〔書いた文章について意見交流し、文章を書き直すことができる〕 

●書いた文章について意見交流し、文章を書き直すことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜交流の重点を明確にする事ができるようにする＞ 

 ○書いた文章を交流する際には、互いの文章の良い点を学び合ったり、気付いた点について 

助言し合ったりすることを通して、自分の表現に役立てることが大切である。 

 

□伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 

〔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〕 

●適切な語句を選択することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜場面に即した多様な語句・語彙指導の工夫ができるようにする＞ 

 ○語句についての理解を深めるには、語句の辞書的な意味を基にして、話や文脈の中での語句

の意味を捉える事が大切である。 

〔辞書を活用して、語句の意味を適切に書くことができる〕 

●辞書を活用して、語句の意味を適切に書くことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜辞書を活用した語句・語彙指導の工夫ができるようにする＞ 

 ○語句の学習の際には、辞書の記述の仕方の特徴を理解して活用することが大切である。多義

的な語句について、辞書に掲載されている複数の意味や用法の中から文脈に合ったものを選

んだり、見出し語にない語句について、語句を分けて調べたりするなどの学習活動が考えら

れる。 
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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 ― ― ― 

書くこと ★ 41.0 ▼▼ 

読むこと ★ 49.2 ▼▼ 

言語事項 ★★ 56.8 ▼▼ 

 

【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 

1一 
標語に使用されている表現の技法

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 ★★★ 65.3 ▼ 

1二 

標語から伝わってくるメッセージ

を書く際に気を付けたこととして

適切なものを選択する 

文章に表れているものの見方に

ついて，自分の考えをもつ 
★★ 58.9 ▼ 

1三 

ノートを基に，標語から伝わって

くる〈メッセージ〉と〈表現の工

夫とその効果〉を書く 

文章の構成や表現の仕方などに

ついて，根拠を明確にして自分の

考えを書く 

★ 48.2 ▼▼ 

2一 

本とインターネットの内容を比較

したときの説明として適切なもの

を選択する 

複数の資料を比較して読み，要旨

を捉える 
★ 31.4 ▼ 

2二 

本やインターネットの内容から答

えが得られるものとして適切なも

のを選択する 

複数の資料から必要な情報を読

み取る 
★★ 60.9 ▼ 

2三 
水の中に浸すと，切手をきれいに

はがすことができる理由を書く 

資料から適切な情報を得て，伝え

たい事実や事柄が明確に伝わる

ように書く 

★ 28.4 ▼▼ 

3一 
演者が顔を向ける方向として適切

なものを選択する 

本や文章から，目的に応じて必要

な情報を読み取る 
★ 52.0 ▼▼ 

3二 
殿さまの言葉が表す殿さまの姿と

して適切なものを選択する 

落語に登場する人物の言動の意

味を考え，その姿を想像する 
★★★ 67.2 ▼ 

3三 

落語の演じ方を選択し，なぜその

ように演じるのかを，本文を根拠

に殿さまの気持ちを想像して書く 

落語に表れているものの見方や

考え方について，根拠を明確にし

て自分の考えを書く 

★ 46.5 ▼▼ 

 

【課題と改善点】 

 

□読書について標語を考える 

〔文章に表れているものの見方について、自分の考えを持つことができる〕 

●文章に表れているものの見方について、自分の考えを持つことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜文章の内容について自分の考えを持つ事ができるようにする＞ 

 ○短い言葉で表わされている標語などを読む際には、知識と体験と結びつけながら作者のメッ

セージを豊かに想像することが求められる。 
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〔文章の構成や表現の仕方について、根拠を明確にして自分の考えを書くことが出来る〕 

●文章の構成や表現の仕方について、根拠を明確にし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≫ 

＜書いた文章を交流する事ができるようにする＞ 

 ○書いた文章を交流する際には、表現の工夫やその効果について、読み手の立場からの意見を

交流することが大切である。 

 

□説明的な文章を読む 

〔複数の資料を比較して読み、要旨を捉えることができる〕 

●複数の資料を比較して読み、要旨を捉えることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜説明的な文章の特徴を踏まえて資料を読む事が出来るようにする＞ 

 ○目的や意図に応じて必要な情報を収集する際には、説明的な文章の特徴を踏まえて本や文章

の内容を捉えることが必要である。 

〔複数の資料から必要な情報を読み取ることができる〕 

●複数の資料から必要な情報を読み取ることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜複数の資料から必要な情報を読み取る事ができるようにする＞ 

 ○課題を解決するためには、複数の資料を読み、多面的に情報を得ることが必要である。複数

の資料を効果的に読むためには、表題や目次、索引等を活用して資料を選んだり、資料の構

成や見出しなどの書き方の特徴を踏まえて情報を素早く探したりするように指導する必要

がある。 

〔資料から適切な情報を得て、伝えたい事実や事柄が明確に伝わるように書くことができる〕          

●資料から適切な情報を得て、伝えたい事実や事柄が明確に伝わるように書くことに課題が 

ある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜伝えたい事実や事柄を明確にして説明する事ができるようにする＞ 

 ○本や文章を読んで得られた知識は、他の人に向けて説明することで一層明確になるとともに

定着が図られる。説明する際には、複数の情報の内容を正確に捉え、相手や目的に応じて取

捨選択したり関係づけたりして説明する内容を適切に組み立てる指導が大切である。 

 

□落語を味わう 

〔本や文章から、目的に応じて必要な情報を読み取る〕 

●本や文章から、目的に応じて必要な情報を読み取ることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜古典について解説した文章などを活用して古典に親しむ事が出来るようにする＞ 

 ○中学校における古典の指導は、生徒が古典に親しむことを狙いとしている。古典を学習する

際は、古典の原文に加え、古典について解説した文章などを取り上げることが効果的である。 

 

 

〔落語に登場する人物の言動の意味を考え、その姿を想像する〕 
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●落語に登場する人物の言動の意味を考え、その姿を想像することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜文章全体の面白さを味わう事ができるようにする＞ 

 ○文学的な文章について、文章全体の面白さや雰囲気を味わうには、文章の展開に沿って場面

の様子を捉えたり、登場人物の言動の意味を考えたりすることが大切である。 

〔落語の表れているものの見方や考え方について、根拠を明確にして自分の考えを書く〕 

●落語の表れているものの見方や考え方について、根拠を明確にし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≫ 

＜根拠を明確にして自分の考えを書く事ができるようにする＞ 

 ○文学的な文章を読む際には、登場人物の心情や作者の思いなどを想像することが大切である。 

○自分が感じたことや考えたことの根拠を、文章の一節や文章の展開に照らして明らかにする 

ことが重要である。 
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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 ★★★ 77.4 ▼ 

図形 ★★ 66.4 ▼▼ 

関数 ★★ 58.0 ▼▼ 

資料の活用 ★ 59.1 ▼▼ 

 

【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） ３/４÷５/６ を計算する 分数の除法の計算ができる ★★★★ 85.8 ▼ 

1（2） ２×(－５２) を計算する 
指数を含む正の数と負の数の計

算ができる 
★★ 70.7 ▼▼ 

1（3） －７の絶対値を書く 絶対値の意味を理解している ★★★★ 81.0 △△ 

1（4） 
３５を基準にして３８を正の数で

表す 

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 

★★★★ 91.1 ▼ 

2（1） 

「プールの水の深さは１２０cm以

下である」という数量の関係を表

した不等式を書く 

数量の大小関係を不等式に表す

ことができる 
★ 45.2 ▼▼ 

2（2） １０xy÷５x を計算する 
単項式どうしの除法の計算がで

きる 
★★★★ 90.7 △ 

2（3） 
a＝２， b＝３のときの式 ab２ の

値を求める 

指数を含む文字式に数を代入し

て式の値を求めることができる 
★★★ 82.6 ▼▼ 

2（4） 

男子 m人と女子 n人が１人２個ず

つ持った風船の合計数を，mと n

を用いて表した式を選ぶ 

数量を文字式で表すことができ

る 
★★★★ 91.2 ▼ 

3（1） 

一元一次方程式を解くとき，移項

が行われている式変形として正し

いものを選ぶ 

等式の性質と移項の関係を理解

している 
★★★★ 89.7 ▼ 

3（2） 
一元一次方程式 ( x－１)/３＝２ 

を解く 

分数を含む一元一次方程式を解

くことができる 
★★ 59.5 ▼▼ 

3（3） 
連立二元一次方程式をつくるため

に着目する数量を選び，式で表す 

着目する必要がある数量を見い

だし，その数量に着目し，連立二

元一次方程式をつくることがで

きる 

★★★ 74.1 ▼▼ 

3（4） 
連立二元一次方程式{ｙ＝３ｘ－

２,ｙ＝２ｘ＋３}を解く 

簡単な連立二元一次方程式を解

くことができる 
★★★ 67.2 ▼ 

4（1） 線対称な図形を完成する 

対称軸が与えられたときに，線対

称な図形を完成することができ

る 

★★★★ 93.8 △ 

4（2） 
与えられた方法で作図される直線

について，正しい記述を選ぶ 

線分の垂直二等分線の作図の方

法について理解している 
★ 56.0 ▼▼ 

4（3） 
与えられた角が回転移動した後の

角を選ぶ 

図形の回転移動について，移動前

と移動後の２つの図形の辺や角

の対応を読み取ることができる 

★ 42.5 ▼ 

5（1） 
直方体の１つの面の対角線を含む

直線と平行な面を書く 

空間における直線と平面の平行

について理解している 
★★★ 81.0 ▼▼ 

5（2） 

三角形をそれと垂直な方向に一定

の距離だけ平行に動かしてできる

立体の名称を選ぶ 

平面図形をその面と垂直な方向

に平行に移動させたときの，空間

図形の構成について理解してい

る 

★★★★ 84.8 ▼ 
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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 

5（3） 
円錐の展開図において，側面のお

うぎ形の半径を読み取る 

円錐の展開図において，おうぎ形

の半径が円錐の母線に対応して

いることを読み取ることができ

る 

★★ 67.7 ▼▼ 

5（4） 
円柱と円錐の体積を比較し，正し

い図を選ぶ 

底面が合同で高さが等しい円柱

と円錐の体積の関係について理

解している 

★ 38.7 ▼▼ 

6（1） 
長方形ＡＢＣＤにおいて，ＡＣ＝

ＢＤが表す性質を選ぶ 

記号で表された図形の構成要素

間の関係を読み取ることができ

る 

★★ 61.7 ▼▼ 

6（2） 
三角形の外角について，正しい記

述を選ぶ 

三角形の外角とそれと隣り合わ

ない２つの内角の和の関係を理

解している 

★★★ 73.4 ▼▼ 

6（3） 

n角形の内角の和を求める式につ

いて，六角形の内角の和を求める

過程を読み，( n－２) が表すもの

を選ぶ 

n角形の内角の和を求める式 

１８０ﾟ×( n－２)における( n

－２)の意味を理解している 

★ 47.8 ▼▼ 

7 
証明で用いられている三角形の合

同条件を選ぶ 

証明を読み，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 

★★★ 73.1 ▼▼ 

8 
証明の方針を立てる際に着目すべ

き図形を指摘する 

証明のための構想や方針の必要

性と意味を理解している 
★★★ 75.8 ▼▼ 

9 

与えられた表を基に，宅配サービ

スの重量と料金の関係を，「…は…

の関数である」という形で表現す

る 

関数の意味を理解している ★ 35.8 ▼▼ 

10（1） x＝２，y＝６ の比例の式を求める 
比例の関係を式に表すことがで

きる 
★ 56.7 ▼▼ 

10（2） 反比例の性質を表した記述を選ぶ 反比例の意味を理解している ★★★ 75.9 ▼▼ 

10（3） 

s＝vt を基に，速さ v が一定のと

き，時間 t と道のり s の関係に

ついて，正しい記述を選ぶ 

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

ることを判断することができる 

★★ 60.4 ▼▼ 

10（4） 反比例のグラフから表を選ぶ 
反比例について，グラフと表を関

連付けて理解している 
★ 45.7 ▼ 

11（1） 
変化の割合が２である一次関数の

関係を表した表を選ぶ 

一次関数の変化の割合の意味を

理解している 
★★ 47.3 △ 

11（2） 
一次関数 y＝３x－４ のグラフを

選ぶ 

一次関数 y＝a x＋b について，a

と bの値とグラフの特徴を関連

付けて理解している 

★★★ 75.1 ▼▼ 

12 
グラフから，連立二元一次方程式

の解を座標とする点を選ぶ 

連立二元一次方程式の解が，２直

線の交点の座標として求められ

ることを理解している 

★★★ 66.7 ▼ 

13（1） 

生徒６０人の通学時間の分布を表

した度数分布表から，ある階級の

相対度数を求める 

度数分布表から相対度数を求め

ることができる 
★ 42.7 ▼▼ 

13（2） 

ハンドボール投げの記録の分布を

表したヒストグラムから，記録の

中央値を含む階級を選ぶ 

ヒストグラムにおいて，中央値の

意味を理解している 
★★ 52.0 ▼ 

14（1） 
画びょうを投げた実験結果から，

上向きになる確率を選ぶ 
確率の意味を理解している ★★★ 76.6 ▼▼ 

14（2） 

樹形図を利用して，３枚の硬貨を

同時に投げるとき，表が２枚，裏

が１枚出る確率を求める 

樹形図などを利用して，確率を求

めることができる 
★ 65.1 ▼▼ 
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【課題と改善点】 

 

□分数の除法の計算・正の数と負の数とその計算 

〔指数を含む正の数と負の数の計算ができる〕 

●２×（－５²）の正答率が低い。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜指数の意味や計算の順序を理解し、正確にできるようにする＞ 

○指数を含む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するため

に、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。 

 

□文字式の計算とその利用 

〔数量の大小の関係を不等式に表すことができる〕 

●数量の大小の関係を不等式に表すことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜数量の大小の関係を不等式に表すことができるようにする＞ 

 ○事象における数量の大小を不等式に表せるようにするために、事象において比べようとする数量

に着目し、それらを数や文字を用いた式で表し、不等号を用いて数量の大小関係を適切に表せる

ようにすることが考えられる。 

〔式の意味を読み取り、式の値を求めることができる〕 

●指数を含む文字式に数を代入して式の値を求めることに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

＜式の意味を読み取り、式の値を求めることができるようにする＞ 

 ○色々な数を文字に代入して式の値を求める際に、文字を変数として捉えたり、文字式の意味を理

解したりできるようにするために、式の意味を読み取り、その意味に基づいて式の値を求める活

動を取り入れることが考えられる。 

 

□方程式の解き方とその利用 

〔分数を含む一元一次方程式を解くことができる〕 

●分数を含む一元一次方程式を解くことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜分数や小数を含む一元一次方程式を解くことができるようにする＞ 

 ○一元一次方程式を解く際に、等式の性質を適切に用いて、正しく解を求めることができるように

するために、方程式を解く過程やその結果を確かめ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つくって問題を解決するために、着目する数量を見いだし、その数量 

に着目して式をつくる〕 

●連立二元一次方程式をつくるために着目する数量を選び式にすることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜方程式をつくるために、着目する必要がある数量を見いだすことができるようにする＞ 

 ○問題解決の場面で方程式を利用できるようにするために、方程式をつくる際には、問題の中の数

量を整理し、その中から２通りに表すことができ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。 
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□線対象な図形・垂直二等分線の作図・回転移動 

〔線分の垂直二等分線の作図の方法について理解している〕 

●線分の垂直二等分線の作図の方法についての理解に課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜作図した図形の特徴を、作図の方法に基づいて捉えることができるようにする＞ 

 ○基本的な作図の学習において、作図の方法に基づいて作図された図形の特徴を捉え、何が作図で

きたのかを理解できるようにするように、手順に沿って作図するだけでなく、個々の手順によっ

てできる点や線分の特徴を図形の性質と関連付けて理解する場面を設定することが考えられる。 

〔図形の回転移動について、移動前と移動後の２つの図形の辺や角の対応を読み取ることができる〕  

●与えられた角が回転移動した後の角を選ぶことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜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＞ 

 ○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ために、ある図形がきまり

にしたが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

を設定することが考えられる。 

 

□空間図形 

〔円錐の展開図において、側面のおうぎ形の半径が円錐の母線に対応していることを読み取ること 

ができる〕 

●円錐の展開図において、側面のおうぎ形の半径を読み取ることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜空間図形の特徴について、見取り図と展開図を関連付けて読み取ることができるようにする＞ 

 ○展開図から柱体や錐体を実際に組み立て、展開図における頂点や辺が立体のどの部分に対応する

かについて考察する場面を設定することが考えられる。 

〔円錐の体積を、底面が合同で高さが等しい円柱の体積との関係で理解している〕 

●円柱と円錐の体積を比較し、正しい図を選ぶことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜柱体と錐体の体積の関係を、実感を伴って理解できるようにする＞ 

 ○柱体の体積と錐体の体積との関係を予想し、その予想が正しいかどうか、模型を用いて実験によ

る測定を行って確かめる場面を設定することが考えられる。 

 

□平面図形の基本的な性質 

〔長方形について、「対角線の長さが等しい」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〕 

●記号で表された図形の構成要素間の関係を読み取ることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜辺や角などについて、記号で表された関係を正しく読み取ることができようにする＞ 

 ○図形の性質を考察できるようにするために、図形の構成要素やそれらの関係を記号で表したり、

記号で表された図形の構成要素やそれらの関係を読み取ったりする活動を取り入れることが考

えられる。 
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〔三角形の外角とそれと隣り合わない２つの内角の和の関係を理解している〕 

●三角形の外角について、正しい記述を選ぶことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜三角形の内角と外角の関係を理解できるようにする＞ 

 ○様々な形状の三角形において、内角と外角の関係を調べることを通して、三角形の外角はそれと

隣り合わない２つの内角の和に等しいことを見いだす場面を設定することが考えられる。 

〔ｎ角形の内角の和を求める１８０×（ｎ－２）における（ｎ－２）の意味を理解している〕 

●ｎ角形の内角の和を求める式について、六角形の内角の和を求める過程を読み、（ｎ－２）が表

すものを選ぶことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜多角形の内角の和を表す式の意味を理解できるようにする＞ 

 ○多角形の内角の和を表す式が、多角形を三角形に分割することによって導き出されることを理解

できるようにするために、様々な多角形を考察することを通して、多角形の内角の和を表す式を

導いたり、その式の意味を読み取ったりする場面を設定することが考えられる。 

 

□三角形の合同条件 

〔三角形の合同条件を理解している〕 

●証明で用いられている三角形の合同条件を選ぶことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜証明を読み、根拠として用いられている三角形の合同条件を指摘できるようにする＞ 

○三角形の合同条件など、証明の根拠として用いられている図形の性質を指摘できるようにするた

めに、証明を読み根拠を見いだすとともに、その根拠がどのように用いられているかを確認する。 

 

□証明の方針の必要性と意味 

〔証明のための構想や方針の必要性と意味を理解している〕 

●証明の方針を立てる際に着目すべき図形を指摘することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜証明の方針の必要性と意味を理解できるようにする＞ 

 ○図形の性質を証明できるようにするために、証明の方針を立てて証明し、その過程を振り返るこ

とで、証明の方針の必要性と意味を理解できるようにすることが考えられる。 

 

□関数の意味 

〔関数の意味を理解している〕 

●関数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≫ 

＜様々な事象の考察を通して、関数の意味を理解できるようにする＞ 

 ○様々な事象の考察を通して、関数の意味を理解できるようにするためには、日常的な事象の中に

ある２つの数量の変化や対応の様子を調べ、それらの関係を見いだす活動を取り入れることが考

えられる。 
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□比例・反比例の意味とその表現 

〔比例の関係を式に表すことができる〕 

●比例の関係を式に表すことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜比例の意味を理解し、比例の関係を式で表すことができるようにする＞ 

 ○比例の関係を式で表すことができるようにするために、変数と比例定数の意味の理解を深め、比

例定数を求める場面を設定することが考えられる。 

〔yが xに反比例するとき、xと yの値の変化の特徴を理解している〕 

●反比例の意味の理解に課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜反比例の意味を、負の数にまで拡張した範囲で理解できるようにする＞ 

 ○小学校第６学年で学習した反比例と対比し、その意味を考察する場面を設定することが考えら 

れる。 

〔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する〕 

●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することに課題が

ある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜具体的な事象における数量の関係を表す式から、関数関係を読み取ることができるようにする＞ 

 ○数量の関係を表す式において、ある数量を定数と見たり変数と見たりして２つの数量の関係を 

調べ、その式の意味を捉える活動を取り入れることが考えられる。 

〔反比例について、グラフと表を関連付けて理解している〕 

●反比例について、グラフと表を関連付けて理解することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜反比例について、表、式、グラフなどを関連づけて理解できるようにする＞ 

 ○表やグラフから比例定数を読み取って式に表したり、比例定数の符号や絶対値の違いによる変化

の様子の違いを捉えたりする活動を取り入れることが考えられる。 

 

□一次関数の表とグラフ 

〔一次関数ｙ＝ax＋ｂについて、a と b の値とグラフの特徴を関連付けて理解する〕 

●一次関数ｙ＝ax＋ｂについて、a と b の値とグラフの特徴を関連付けて理解することに課題が 

ある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜一次関数の式とグラフの特徴を関連させて理解することができるようにする＞ 

○一次関数ｙ＝ax＋ｂの a がグラフの傾き、b がグラフの切片であることを理解できるようにする

ために、a の値と b の値をそれぞれ変化させたときのグラフの様子を視覚的に捉える活動を取り

入れることが考えられる。 
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□相対度数の求め方・中央値の意味 

〔与えられた度数分布表について、ある階級の相対度数を求めることができる〕 

●度数分布表から相対度数を求めることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜相対度数の必要性と意味について理解できるようにする＞ 

 ○ある階級の度数の総度数に対する割合を求めて、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。 

〔中央値の意味を理解し、ヒストグラムから中央値が含まれる階級を判断する〕 

●ヒストグラムにおいて、中央値の意味の理解に課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜代表値の必要性と意味について理解できるようにする＞ 

 ○目的に応じてデータを収集して整理し、資料を代表する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。 

 

□確率の意味と求め方 

〔多数回の施行の結果から得られる確率の意味を理解している〕 

●確率の意味の理解に課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜確率の意味について、多数回の試行を通して理解できるようにする＞ 

 ○確率の意味を理解できるようにするために、ある試行を多数回繰り返したときに、試行回数全体

に対するある事象が起こる回数の割合が一定の値に近づいていくことを、観察や実験などを通し

て捉える活動を取り入れることが考えられる。 

〔樹形図などを利用して、確率を求める〕 

●樹形図などを利用して、確率を求めることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜樹形図や二次元の表などを利用して起こり得る全ての場合を数え上げ、確率を求めることが 

できる＞ 

○確率を求めることができるようにするために、樹形図や二次元の表などを利用して起こり得る全

ての場合の数とその事柄が起こり得る場合の数を正しく数え上げられるようにすることが、考え

られる。 
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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 ★★ 56.9 ▼▼ 

図形 ★★ 58.6 ▼▼ 

関数 ★★★ 64.4 ▼ 

資料の活用 ★ 55.9 ▼▼ 

 

【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） 
案内図を基に，経路を示すはり紙

を選ぶ 

与えられた図から情報を適切に

選択し，空間における図形の位置

関係を的確に捉えることができ

る 

★★★ 77.0 ▼ 

1（2） 
外から校舎を見た図で，案内図に

示された非常口の位置を選ぶ 

日常的な事象を表した図を観察

し，空間における位置に関する情

報を適切に読み取ることができ

る 

★★★★ 92.8 ▼ 

1（3） 

図形の性質を用いて，横断幕が木

にまったく隠れない最も低い位置

を求める方法を言葉や図で説明す

る 

事象を理想化・単純化し，その結

果を数学的に解釈し，問題解決の

方法を説明することができる 

★ 60.6 ▼▼ 

2（1） 

２つの偶数の和は偶数になること

の説明を完成するために，式２m＋

２nを変形する 

与えられた説明の筋道を読み取

り，式を適切に変形することで，

その説明を完成することができ

る 

★★ 61.2 ▼▼ 

2（2） 

２つの偶数の積は８の倍数になる

とは限らないことの説明を完成す

るために，予想が成り立たない例

をあげ，その積を求める 

事柄が成り立たない理由を説明

する場面で，反例をあげること

で，その説明を完成することがで

きる 

★★ 65.4 ▼▼ 

2（3） 
２つの偶数の商についての正しい

記述を選び,その理由を説明する 

予想された事柄が成り立たない

ことを判断し，その事柄が成り立

たない理由を説明することがで

きる 

★ 44.2 ▼ 

3（1） 

与えられた表やグラフから，人数

が２４人のときに６.０秒かかっ

たことを表す点を求める 

与えられた表やグラフから，必要

な情報を適切に読み取ることが

できる 

★★★★ 87.5 ▼ 

3（2） 

大地さんの求め方を基に，ウェー

ブをする人数と時間について，２

つの数量の間の関係を説明する 

事象を理想化・単純化して問題解

決した結果を解釈し，数量の関係

を数学的に説明することができ

る 

★★★ 62.3 ▼ 

4（1） 
２つの線分の長さが等しいことを

証明する 

図形の性質を，構想を立てて証明

することができる 
★ 39.4 ▼▼ 

4（2） 

∠ＢＡＣ＝１１０°，ＢＤ＝ＡＤ

のとき，∠ＤＡＥの大きさを求め

る 

付加された条件の下で，証明を振

り返って考え，事柄を用いること

ができる 

★ 23.3 ▼ 

5（1） 

スティックゲームの遊び方を基

に，１本表，３本裏のときの得点

を求める 

ある場合の得点を樹形図を利用

して求めることで，与えられた情

報を分類整理することができる 

★★★ 79.7 ▼▼ 

5（2） 

１点と２点のとりやすさについて

の正しい記述を選び，その理由を

確率を用いて説明する 

不確定な事象の起こりやすさの

傾向を捉え，判断の理由を説明す

ることができる 

★ 32.1 ▼▼ 
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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） 
弟が駅に着いたときの，兄のいる

地点から駅までの道のりを求める 

与えられたグラフを，事象に即し

て解釈することができる 
★★ 62.7 ▼▼ 

6（2） 
兄の速さを変えないとき，弟と兄

の進む様子を表したグラフを選ぶ 

グラフの特徴を事象に即して解

釈し，結果を改善することができ

る 

★★★ 79.8 ▼▼ 

6（3） 

兄の出発時間を変えないとき，兄

の進む様子を表すグラフの両端の

２点を求め，そのグラフから兄の

速さを求める方法を説明する 

グラフの特徴を事象に即して解

釈し，結果を改善して問題を解決

する方法を説明することができ

る 

★ 29.9 ▼ 

 

 

【課題と改善点】 

 

□事象や図形的な考察と問題解決の方法 

〔事象を理想化・単純化し、その結果を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明する〕 

●事象を理想化・単純化し、その結果を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明する

ことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜数学的な結果を事象に即して解釈できるようにする＞ 

○数学的な結果を事象に即して解釈できるようにするために、事象を理想化・単純化して表し

た図をもとの事象に即して解釈したり、実際に確かめたりする場面を設定することが考えら

れる。 

 

□反例をあげて説明すること 

〔事象が成り立つ理由を説明する場面において、与えられた説明の筋道を読み取り、式を適切に

変形することや反例をあげることで説明を完成する〕 

●与えられた説明の筋道を読み取り、式を適切に変形することで、その説明を完成することに

課題がある。  

≪学習指導にあたって≫ 

＜説明の筋道を読み取ることができるようにする＞ 

○説明の筋道を読み取ることができるようにするために、整数の性質が成り立つ理由の説明で

は、結論を導く上で何を明らかにしているかについて考察し、成り立たない理由の説明では、

結論を満たさない例としてどのようなものをあげているかを捉える活動を取り入れること

が考えられる。 

〔予想された事柄が成り立たないことを判断し、その事柄が成り立たない理由を説明することが

できる〕 

●２つの偶数の商についての正しい記述を選びその理由を説明することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜事柄が成り立つかどうかの判断に応じて理由を説明できるようにする＞ 

 ○事柄が成り立つと判断した場合には文字式を用いて根拠を明らかにして説明し、成り立たな

いと判断した場合には反例をあげて説明する活動を取り入れることが考えられる。 
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□構想を立てて証明し、証明を振り返って考えること 

〔図形の性質を構想を立てて証明することができる〕 

●図形の性質を、構想を立てて証明することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜証明の方針を立て、証明を書くことができるようにする＞ 

 ○証明を書くことができるようにするために、結論を導くために何が分かればよいかを明らか

にしたり、与えられた条件を整理したり、着目すべき性質や関係を見いだしたりすることで

証明の方針を立てる活動を取り入れることが考えられる。 

〔付加された条件の下で、証明を振り返って考え証明の過程で見いだした事柄や証明された 

事柄を用いることができる〕 

●付加された条件の下で証明を振り返って考え、事柄を用いることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜証明の過程や結論を基に、発展的に考えることができるようにする＞ 

 ○発展的に考えることができるようにするために、与えられた性質を証明するだけでなく、条

件を変えたり証明を読んだりすることを通して、新たな性質を見いだす活動を取り入れるこ

とが考えられる。 

 

□不確定な事象の数学的な解釈と判断 

〔ある場合の得点を、樹形図を利用して求めることで、与えられた情報を分類整理することが 

できる〕 

●ある場合の得点を、樹形図を利用して求めることで、与えられた情報を分類整理することに

課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜試行を通して不確定な事象を把握し、起こり得る場合を分類整理できるようにする＞ 

 ○試行を通して事象の特徴を把握し、起こり得る場合を分類整理できるようにすることが考え

られる。実際に施行することによってゲームを理解し、本事象の起こりやすさが同様に確か

らしいことを捉え、起こり得る全ての場合を数え上げる活動を取り入れることが考えられる。 

〔不確定な事象の起こりやすさの傾向を捉え、判断の理由を数学的な表現を用いて説明する〕 

●不確定な事象の起こりやすさの傾向を捉え、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≫ 

＜不確定な事象の起こりやすさの傾向を捉え、判断の理由を説明することができる＞ 

 ○不確定な事象の起こりやすさを判断し、その理由を説明できるようにするために、説明すべ

き事柄とその根拠の両方を示し、確率を用いて的確に説明する場面を設定することが考えら

れる。 

 

 

 

 

 

 



- 29 - 

 

□数学的な表現の事象に即した解釈と問題解決の方法 

〔与えられたグラフを、事象に即して解釈することができる〕 

●与えられたグラフを、事象に即して解釈することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜事象を数学的に表現したり、数学的な表現を事象に即して解釈したりすることができる 

ようにする＞ 

 ○事象を数学的に考察できるようにするために、数量の関係を表、式、グラフを用いて数学的

に表現したり、数学的な表現を事象に即して解釈したりする活動を取り入れることが考えら

れる。 

〔グラフの傾きや交点の意味を事象に即して解釈し、結果を改善することができる〕 

●グラフの傾きや交点の意味を事象に即して解釈し、結果を改善することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜問題解決の結果を評価し改善することができるようにする＞ 

 ○問題解決の結果を評価し改善することができるようにするために、数学的な表現を基に、問

題の条件と結果を振り返って結果の改善について考え、問題の条件を見直すようにすること

が考えられる。 

〔グラフの傾きや交点の意味を事象に即して解釈し、結果を改善して問題を解決する方法を 

数学的に説明できる〕 

●グラフの傾きや交点の意味を事象に即して解釈し、結果を改善して問題を解決する方法を 

数学的に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、説明できるようにする＞ 

○様々な問題を数学を活用して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よいかを明らかにできるようにすることが考えられる。その際、表、

式、グラフなどの「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

考えられる。 
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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

(20) 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 97.5 96.5
(35) 友達との約束を守っていますか 96.9 97.3
(37) 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 96.3 96.4
(22) 家で，学校の宿題をしていますか 95.0 96.5
(1) 朝食を毎日食べていますか 94.4 96.0
(36) 人の気持ちが分かる人間になりたいと思いますか 93.8 94.4
(51) 国語の勉強は大切だと思いますか 92.2 91.8
(63) 算数の勉強は大切だと思いますか 91.9 92.3
(38) 人の役に立つ人間になりたいと思いますか 90.4 94.0
(9) 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 90.1 91.7
(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 90.0 94.4
(3) 毎日，同じくらいの時刻に起きていますか 88.5 90.9
(34) 学校のきまりを守っていますか 88.2 90.5

(43)
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

88.2 84.9

(68) 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 87.9 89.0
(54) 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 87.5 87.4
(73) 調査問題の解答時間は十分でしたか（算数Ａ） 87.5 89.4

(44)
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

87.0 82.0

(60) 調査問題の解答時間は十分でしたか（国語Ａ） 86.3 85.5

(39)
「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

84.2 85.0

(71) 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 83.9 83.4
(27) 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 83.6 86.5
(25) 学校に行くのは楽しいと思いますか 83.2 86.6
(19) 家の人（兄弟姉妹を除く）と学校での出来事について話をしますか 81.1 80.4

(33)
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）

81.1 84.7

(70) 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 80.5 81.3

(41)
５年生までに受けた授業では，本やインターネットを使って，グループで調べる活動をよ
く行っていたと思いますか

80.4 77.3

(52) 国語の授業の内容はよく分かりますか 80.2 80.1
(10) 将来の夢や目標を持っていますか 80.1 86.7  

 

●「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
(31) 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 37.3 42.5
(23) 家で，学校の授業の予習をしていますか 45.4 43.2
(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 46.6 49.5
(61) 調査問題の解答時間は十分でしたか（国語Ｂ） 53.5 50.6
(30) 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 54.3 62.9
(24) 家で，学校の授業の復習をしていますか 55.9 54

(40)
「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

57.5 63.8

(67) 算数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 58.4 66.3

(47)
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

59.4 57.6

(56)
国語の授業で意見などを発表するとき，うまく伝わるように話の組み立てを工夫していま
すか

59.9 58.5
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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（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 18.9 18.0 30.4 22.4 9.3 0.9

全国 19.8 18.2 23.3 24.5 12.6 1.5  

 

質問(12): 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 13.0 11.5 22.4 23.6 21.4 7.8

全国 8.9 8.1 13.3 24.4 31.8 13.4  

 

質問(13): 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 3.7 3.1 5.3 9.9 10.6 15.8 51.6

全国 2.7 2.3 3.7 6.4 10.4 28.2 46.3  
 

質問(14): 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 1.9 5.9 44.4 34.2 8.7 5.0

全国 11.2 14.6 36.2 25.2 9.5 3.2  

 

質問(15): 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 0.6 1.6 8.1 28.6 43.8 17.4

全国 6.4 5.1 12.5 31.9 33.4 10.6  

 

質問(16): 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
①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学校の勉強ではよく
分からなかった内容を

勉強している

①②の両方の内容を勉

強している

①②の内容のどちらと

もいえない

稚内市 66.8 10.2 6.5 5.0 11.5

全国 52.1 22.8 7.6 9.1 8.2  
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質問(17): 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 8.1 9.0 18.0 23.3 14.0 27.6

全国 7.6 10.4 20.2 26.5 15.9 19.3  

 

質問(18): 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 1.6 8.4 22.7 34.2 32.9

全国 3.5 15.2 24.2 27.8 29.2  

 

質問(26): 学校生活で，友達関係など何か悩みを抱えたら，誰に相談することが多いですか  

区分 先生 友達
家の人（兄弟姉妹を含

む）
保健室の先生 スクールカウンセラー 誰にも相談しない

稚内市 11.8 24.5 47.2 1.6 0.0 14.9

全国 4.5 26.5 47.3 0.6 0.4 20.5  

 

質問(32): 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 8.1 14.9 21.4 55.6

全国 10.0 17.1 22.3 50.4  

 

質問(49): 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 23.3 11.2 29.8 14.3 1.9 14.9 4.7

全国 15.6 8.9 28.9 24.9 4.6 11.4 5.1  
 

質問(59): 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 73.9 25.2 0.3

全国 76.1 21.3 2.0  

 

質問(72): 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 74.8 23.3 1.2

全国 79.7 18.1 1.6  
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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
(35) 友達との約束を守っていますか 97.9 97.1
(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 95.8 93.9
(60) 調査問題の解答時間は十分でしたか（国語Ａ） 95.0 93.0
(3) 毎日，同じくらいの時刻に起きていますか 94.7 92.1
(36) 人の気持ちが分かる人間になりたいと思いますか 94.7 95.3
(34) 学校の規則を守っていますか 94.0 93.0
(1) 朝食を毎日食べていますか 93.7 93.5
(9) 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 93.6 92.2
(38) 人の役に立つ人間になりたいと思いますか 93.6 94.0
(73) 調査問題の解答時間は十分でしたか（数学Ａ） 91.9 90.9
(51) 国語の勉強は大切だと思いますか 91.6 89.0
(37) 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 91.1 93.4
(65) 数学ができるようになりたいと思いますか 89.8 91.3

(43)
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

89.0 75.3

(22) 家で，学校の宿題をしていますか 88.4 88.2
(61) 調査問題の解答時間は十分でしたか（国語Ｂ） 86.2 79.5
(27) 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 86.2 84.5
(20) 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 85.6 83.1
(54) 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 84.5 82.5
(29) 今住んでいる地域の行事に参加していますか 83.8 43.5

(42)
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

82.7 81.1

(52) 国語の授業の内容はよく分かりますか 82.4 72.0
(74) 調査問題の解答時間は十分でしたか（数学Ｂ） 82.4 77.7
(63) 数学の勉強は大切だと思いますか 82.0 82.1
(25) 学校に行くのは楽しいと思いますか 81.7 82.4

(33)
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）

80.6 82.1

(71) 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 80.3 80.0  
 

●「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
(23) 家で，学校の授業の予習をしていますか 22.9 34.2
(31) 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 29.6 31.2
(67) 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 34.5 40.9

(41)
１，２年生のときに受けた授業では，本やインターネットを使って，グループで調べる活
動をよく行っていたと思いますか

44.4 46.5

(40)
「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

47.2 54.8

(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 49.7 48.6
(21) 家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか 50.4 46.6
(62) 数学の勉強は好きですか 52.2 56.6

(56)
国語の授業で意見などを発表するとき，うまく伝わるように話の組み立てを工夫していま
すか

53.1 49.1

(24) 家で，学校の授業の復習をしていますか 53.6 50.4
(30) 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 59.1 55.6  
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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（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 19.4 16.2 21.5 26.8 13.7 2.5

全国 15.7 15.8 25.0 27.3 14.5 1.7  

 

質問(12):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 19.4 12.7 18.7 20.1 19.7 9.5

全国 11.0 9.3 15.1 21.0 26.7 16.8  

 

質問(13):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 14.8 8.5 14.4 16.5 13.7 11.6 20.4

全国 11.0 8.8 12.9 15.0 13.0 15.5 23.5  
 

質問(14):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 3.5 9.2 31.7 34.2 13.7 7.7

全国 10.4 24.7 32.8 17.3 9.0 5.7  

 

質問(15):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 1.8 3.9 14.4 33.8 34.2 12.0

全国 5.2 11.7 23.4 27.1 21.2 11.3  

 

質問(16):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
①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学校の勉強ではよく
分からなかった内容を
勉強している

①②の両方の内容を勉
強している

①②の内容のどちらと
もいえない

稚内市 71.5 7.7 4.2 8.8 7.7

全国 39.5 18.3 8.7 27.8 5.5  
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質問(17):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 6.0 9.9 14.1 20.4 13.0 36.6

全国 6.7 8.9 15.8 21.6 12.6 34.3  

 

質問(18):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 1.1 8.1 13.4 26.4 51.1

全国 2.2 5.8 10.9 22.8 58.2  

 

質問(26):学校生活で，友達関係など何か悩みを抱えたら，誰に相談することが多いですか 

区分 先生 友達
家の人（兄弟姉妹を含
む）

保健室の先生 スクールカウンセラー 誰にも相談しない

稚内市 4.2 37.7 28.2 0.0 0.0 27.8

全国 2.9 45.6 23.3 0.6 0.3 26.6  

 

質問(32):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 9.2 15.8 20.4 53.9

全国 8.0 13.1 19.1 59.4  

 

質問(49): 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 25.4 12.3 36.6 2.5 5.3 10.2 5.3

全国 10.8 10.1 34.3 6.1 16.2 13.0 7.6  

 

質問(59):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 66.9 27.5 5.3

全国 70.4 24.2 4.7  
 

質問(72): 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 52.5 41.5 6.0

全国 57.7 35.7 6.0  
 

※「□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
(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〕 64.8 50.6
(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〕 63.3 37.9

(12)
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〕

67.5 56.3

(13)
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）〔30分より少ない・4時間以上〕

64.9 46.9

(17)
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〕

63.1 59.5

(21) 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〕 65.7 54.1

(22) 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〕 64.2 46.6
(24) 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〕 67.2 53.7
(34) 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〕 62.1 38.1
(53) 読書は好きですか〔当てはまる・当てはまらない〕 65.2 57.0

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〕 60.7 41.2
(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〕 61.4 55.1
(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〕 60.7 31.9

(12)
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〕

55.1 53.2

(13)
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）〔30分より少ない・4時間以上〕

62.9 51.4

(17)
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〕

67.5 56.2

(21) 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〕 67.5 57.4

(22) 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〕 64.2 53.5
(24) 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〕 66.4 54.3
(34) 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〕 61.7 40.3
(53) 読書は好きですか〔当てはまる・当てはまらない〕 66.4 49.3

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
(15) 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 80.0 91.8
(16) 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 89.7
(17) 調査対象学年の児童は，礼儀正しいと思いますか 80.0 87.6

(35)
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

100.0 96.2

(44)

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

80.0 64.1

(72)
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

90.0 62.4

(77)
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

90.0 96.8

(80)
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 99.4

(82)
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 99.5

(84)
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）

100.0 95.9
 

□その他 

質問(21):調査対象学年の児童のうち、就学援助を受けている児童の割合  

区分
在籍してい
ない

5％未満
5％以上，
10％未満

10％以上，
20％未満

20％以上，
30％未満

30％以上，
50％未満

50％以上

稚内市 50.0 0.0 10.0 30.0 10.0 0.0 0.0

全国 14.9 15.0 19.3 27.1 13.1 7.5 2.3  

 

② 中学校調査(抜粋)   

質問番号 質問事項 稚内市 全国
(15) 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 71.4 88.2
(16) 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 85.8 92.1
(17) 調査対象学年の生徒は，礼儀正しいと思いますか 71.5 90.0

(35)
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 96.6

(44)

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

28.6 51.2

(70)
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

85.8 72.1

(75)
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 94.6

(78)
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

85.7 90.9

(80)
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

85.7 93.3

(82)
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 85.4
 

□その他 

質問(21):調査対象学年の生徒のうち、就学援助を受けている生徒の割合  

区分
在籍してい
ない

5％未満
5％以上，
10％未満

10％以上，
20％未満

20％以上，
30％未満

30％以上，
50％未満

50％以上

稚内市 28.6 0.0 0.0 42.9 14.3 0.0 14.3

全国 7.0 10.7 20.1 32.5 15.9 9.5 2.9  
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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322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】

◎

◎

◎

国語Ａと国語Ｂの「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事
項」、算数Ａの「数量関係」が全国を上回っており、各教科ともに全
国との差が縮まっている。

家庭学習の与え方についての教職員
間の共通理解を図り、宿題の取組を工
夫した結果、家で宿題をしている児童
が、全国には及ばないものの北海道を
上回っている。そのため、基礎学力の
定着が進んでおり、国語、算数ともＡ問
題において全国に近付いている。

「家で学校の宿題をしている」児童は、北海道を上回っているが、ま
だ全国には及ばない。

家庭学習の課題の与え方について、教職員で共通理解を図ってい
る学校が多い。

「１日のテレビの視聴時間」や「ゲームをする時間」は北海道より長
くなっている。

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学級の実施

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（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）

国語Ｂ（伝統的な言

語文化と国語の特

質に関する事項）
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Ａ（数量関係）

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

稚内市小学校

北海道

全国

67.3
63.7

61.3

50

55

60

65

70

稚内市 北海道 全国

１日のテレビの視聴時間（２時間以上）

46.9
37.9

30.3

0

10

20

30

40

50

60

稚内市 北海道 全国

１日のゲームをする時間（２時間以上）

82.6 80.5 86.0

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

38.7

49.2

60.0

46.7

40.7

20.0

14.0

9.7

20.0

0.6

0.5

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

全国

北海道

稚内市

家庭学習の課題の与え方について教職員で共通理解を図ったか

よく行った どちらかといえば、行った あまり行っていない 全く行っていない

20

30

40

50

60

70

80

90

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

家で、学校の宿題をしている
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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：７校、生徒数284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Ａの「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」
が全国を上回っており、各教科ともに全国との差が縮まっ
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」生徒は、北海道
や全国を上回っている。

家庭学習の課題の与え方について、教職員で共通理解を
図っている学校が多い。

家庭学習の与え方についての教職
員間の共通理解に向けた取組を「よ
く行った」学校の割合が全道、全国
より高く、こうした取組の結果、家で
計画的に勉強をしている生徒は、全
国や北海道と比べて高い。

「１日のテレビの視聴時間」は全国より長く、「ゲームをする
時間」は北海道より長くなっている。

生徒質問紙

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（書くこと）

国語Ｂ（読むこと）

国語Ｂ（伝統的な

言語文化と国語の

特質に関する事項）
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）
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  ※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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４ 全国比の推移 

【小学校】 

 

 

【中学校】 

 

 

※教科の領域別の「全国比」のレーダーチャート。 
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