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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、そのような取り組みを通じて、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）〕 

身につ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 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２８年４月１９日（火） 
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【小学校調査】 

 1 時限目 2 時限目 3 時限目   

 278名 278名 278名 278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   

 269名 269名 269名 269名 269名  

 国語Ａ 

（45分） 

国語Ｂ 

（45分） 

数学Ａ 

（45分） 

数学Ｂ 

（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、児童生徒が身につけるべき学力

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。 

   全国の正答率に対し、 

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 2８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 

 



- 3 - 

 

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 ★★★ 79.2 ▼ 

書くこと ★★★ 72.8 ▼▼ 

読むこと ★★★ 78.5 ▼ 

言語事項 ★★★ 71.1 ▼ 

 

【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 

1一 1 
漢字を読む（今日は全国的に快晴

だ） 
学年別漢字配当表に示されてい

る漢字を正しく読む 

★★★★ 79.3 △ 

1一 2 漢字を読む（お年玉を貯金する） ★★★★ 98.5 ▼ 

1一 3 
漢字を読む（むだを省くようにす

る） 
★★★ 81.0 ▼ 

1二 1 
漢字を書く（アサガオのたねをま

く） 
学年別漢字配当表に示されてい

る漢字を正しく書く 

★★★★ 87.5 △ 

1二 2 
漢字を書く（したしい友人と出か

ける） 
★★★ 73.8 △ 

1二 3 漢字を書く（先生にそうだんする） ★★ 64.2 ▼▼ 

2 

全校集会で歌う歌を決めるため

に、どのように話し合っているの

か、話合いの説明として適切なも

のを選択する 

目的や意図に応じて、収集した情

報を関係付けながら話し合う 
★★★ 79.2 ▼ 

3 

ルール説明の表現について助言し

た内容として適切なものを選択す

る 

書き手の表現の仕方をより良く

するために助言する 
★★ 67.4 ▼▼ 

4 

委員会を紹介するパンフレットを

作るため、追加の取材をした理由

として適切なものを選択する 

目的や意図に応じて、書く事柄を

整理する 
★★★ 78.2 ▼▼ 

5 

公園案内図とパンフレットにある

表とを関係付けて読み、希望に合

うものを選択する 

目的に応じて、図と表とを関係付

けて読む 
★★★★ 93.1 ▼ 

6 

『おばあさんの飛行機』を読んで、

登場人物の人物像を説明するため

に、根拠となる表現として適切な

ものを選択する 

登場人物の人物像について、複数

の叙述を基にして捉える 
★★ 63.9 ▼▼ 

7アイ 

毛筆で書いた（一）と（二）を書

き直した際、注意した点として適

切なものを選択する（永久） 

用紙全体との関係に注意し、文字

の大きさや配列などを決める 
★★★ 81.2 ▼▼ 

8_1 ローマ字を書く（りんご） 平仮名で表記されたものをロー

マ字で書く 

★★ 53.2 ▼ 

8_2 ローマ字を書く（あさって） ★ 41.8 ▼▼ 

8_3 ローマ字を読む（ｈｙａｋｕ） 
ローマ字で表記されたものを正

しく読む 
★ 50.7 ▼▼ 
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【課題と改善点】 

 

□文の中の叙述を基にして文意を捉える 

〔登場人物の人物像について、複数の叙述を基にして捉える〕 

●文章の内容を的確に捉え読み取ることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

○文中から、目的に応じて複数の叙述を基に読み取り整理することを理解できるように指導すること

が大切である。 

○登場人物の行動や会話など、複数の記述を基にしながら、それぞれの登場人物の特徴や性格を押さ

え、人物像を捉えることができるように指導する。 

 

□表現の仕方について助言する 

〔書き手の表現の仕方をより良くするために助言する〕 

●書いたものを発表し合い、表現の仕方に着目して助言し合うことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜目的や意図に応じて、表現をより良くするために助言し合うことができるようにする＞ 

○表現をより良くするためには、書いたものを読み合い、助言し合うことが必要である。そうするこ

とで、自分の考えを深めたり表現の参考にしたりするなど、読み手の立場から自分の文章を評価す

ることができるように指導することが大切である。 

 

□ローマ字を読んだり書いたりする 

〔平仮名で表記されたものをローマ字で書いたり、ローマ字で表記されたものを正しく読む〕 

●ローマ字の音節の表し方を理解し、身近な単語をローマ字で書いたり、ローマ字で表記された身近 

な単語を正しく読んだりすることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜ローマ字の規則性を押さえ、生活の中で読んだり書いたりすることができるようにする＞ 

○五十音表の規則性を押さえ、濁音拗音等についても、音声と関係づけながら身につけることができ

るよう指導する。 

○当該学年の指導だけでなく、他教科等でコンピュータを使った学習と関連づけるなどして、繰り返

し読んだり書いたりする機会を増やす必要がある。 
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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 ★ 51.1 ▼▼ 

書くこと ★ 53.4 ▼▼ 

読むこと ★★★ 69.3 ▼▼ 

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 

スーパーマーケットの店長へのイ

ンタビューメモを作成した際の工

夫した点として当てはまらないも

のを選択する 

目的に応じて、質問したいことを

整理する 
★ 51.8 ▼▼ 

1二 

スーパーマーケットの店長への質

問の意図として適切なものを選択

する 

質問の意図を捉える ★ 51.1 ▼▼ 

1三 

スーパーマーケットの店長へのイ

ンタビューメモを基にして、話の

展開に沿った質問を書く 

話し手の意図を捉えながら聞き、

話の展開に沿って質問する 
★ 50.4 ▼▼ 

2一 

「早ね早起き」活動の成果につい

て、〈図１〉の結果を基に書いた内

容として適切なものを選択する 

グラフを基に、分かったことを的

確に書く 
★ 43.4 ▼ 

2二（1） 
「早ね早起き」活動の課題につい

て、〈図２〉の結果を基に書く 

目的や意図に応じて、グラフを基

に、自分の考えを書く 
★ 51.4 ▼▼ 

2二（2） 

「早ね早起き」活動の課題に対す

る解決方法について、〈表２〉の結

果を基に書く 

目的や意図に応じて、表を基に、

自分の考えを書く 
★★ 64.2 ▼▼ 

2三 

「早ね早起き」活動の報告文で課

題を取り上げた効果として適切な

ものを選択する 

活動報告文において、課題を取り

上げた効果を捉える 
★ 58.3 ▼▼ 

3一 

「パン職人」に関する本を選んだ

目的の説明として適切なものを選

択する 

目的に応じて、複数の本や文章な

どを選んで読む 
★★★ 77.2 ▼ 

3二 

「パン職人」に関する複数の資料

の内容を関係付けてまとめたもの

として適切なものを選択する 

目的に応じて、本や文章を比べて

読むなど効果的な読み方を工夫

する 

★★★ 77.9 ▼▼ 

3三 
「パン職人」について、紹介した

い内容をまとめて書く 

目的に応じて、文章の内容を的確

に押さえ、自分の考えを明確にし

ながら読む 

★ 52.9 ▼▼ 
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【課題と改善点】 

 

□質問の意図を捉えることができるかどうか 

〔インタビューメモに書かれた内容と店長の発言を関係づけながらどのように質問したかを考えて

書く〕 

●話し手の意図を捉えながら聞き、自分の意見と比べるなどして考えをまとめることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜相手の意図を捉えながら聞き、話の展開に沿って質問することができるようにする＞ 

○インタビューはメモを見ながら、想定したとおり質問を進めていくだけで良いわけではない。イン

タビューメモを基にしながらも実際の話の展開に応じて質問する必要がある。そのためには、イン

タビューの目的に応じて、相手の意図は何か、自分の予想との違いは何か、自分の考えとの共通点

や相違点は何かなどを観点として、相手の話を注意深く聞くことができるように指導することが大

切である。 

 

□目的や意図に応じて自分の考えを書くことができる 

〔課題に対する解決方法を考えて書く〕 

●本文の内容を受け、課題が何かを捉えて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、図表やグラフを用いて、自分の考えを書くことができるようにする＞ 

○図表やグラフを用いて自分の考えを書く際には、図表やグラフなどから目的に応じて必要な情報を

取り出し、比較したり関係づけたりしながら自分の考えを明確にすることが重要である。 
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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 ★★★ 80.5 ▼▼ 

量と測定 ★★★ 77.0 ▼▼ 

図形 ★★★ 78.8 ▼▼ 

数量関係 ★★★ 68.5 ▼▼ 

 

【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） 
□÷０．８の商の大きさについて、

正しいものを選ぶ 

除数が１より小さいとき，商が被

除数より大きくなることを理解

している 

★ 64.8 ▼▼ 

1（2） 

２．１÷０．７を、除数が整数に

なるように工夫して計算すると

き、ふさわしい数値の組み合わせ

を書く 

除数と被除数に同じ数をかけて

も商は変わらないことを理解し

ている 

★★★ 68.5 ▼▼ 

1（3） 

小数の除法の結果を、乗法を用い

て確かめるとき、当てはまる数値

の組み合わせを書く 

除法における計算の確かめの方

法を理解している 
★★★★ 87.9 ▼▼ 

2（1） ９０５－８を計算する 
繰り下がりのある減法の計算を

することができる 
★★★★ 90.9 △ 

2（2） ４．６５＋０．３を計算する 
末尾の位のそろっていない小数の

加法の計算をすることができる 
★★★ 77.1 ▼ 

2（3） １８÷０．９を計算する 
小数の除法の計算をすることが

できる 
★★★ 77.7 ▼▼ 

2（4） （２／９）×３を計算する 

乗数が整数である場合の分数の

乗法の計算をし、約分することが

できる 

★★★ 87.0 ▼▼ 

3（1） 
二つの数の大小関係を表す不等号

を書く 
不等号を理解している ★★★★ 96.7 ▼ 

3（2） 
７．１、７、７．０１の中で一番

小さい数と、一番大きい数を書く 
数の大小関係を理解している ★★★ 74.1 ▼▼ 

4 

８ｍ2に１４人座っているシート

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 
★★★ 72.0 ▼ 

5 
三角形の底辺に対応する高さを選

ぶ 

三角形の底辺と高さの関係につ

いて理解している 
★★★ 82.0 ▼▼ 

6 
４枚の三角定規でつくることがで

きる形を選ぶ 

図形の構成要素に着目して、図形

を構成することができる 
★★★ 79.6 ▼ 

7 
直方体において、示された面に垂

直な面を選ぶ 

直方体における面と面の位置関

係を理解している 
★★★ 78.0 ▼▼ 

8 

テープ全体の長さを基にしたとき

の赤い部分の長さの割合が、一番

大きいものを選ぶ 

全体の大きさに対する部分の大

きさを表す割合の意味について

理解している 

★★★ 74.4 ▼ 

9（1） 

前に１０人、後に１９人並んでい

ることを基に、列に並んでいる全

体の人数を求める式と答えを書く 

示された場面を適切に読み取り、

全体の人数を求める式に表すこ

とができる 

★★★ 80.2 ▼▼ 

9（2） 

定員と乗っている人数の割合を、

百分率を用いた図に表すとき、当

てはまる数値の組み合わせを書く 

１を超える割合を百分率で表す場

面において、基準量と比較量の関係

を理解している 

★ 50.9 ▼▼ 
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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） 

〔除数が１より小さい時、商が被除数より大きくなることを理解している〕 

●除数が１より小さい時、商が被除数より大きくなることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜除法の性質の理解の基に、少数の除法の計算ができるようにする＞ 

○除法の計算において、除数及び被除数に同じ数をかけても、同じ数で割っても商は変わらないとい

う除法の性質が成り立つことを確認することが大切である。 

 

□直方体の面と面の位置関係 

〔直方体における面と面の位置関係を理解しているかどうか〕 

●図形についての観察や構成などの活動を通して、立体図形について理解することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜立方体や直方体の、辺と面の平行及び垂直の関係について理解できるようにする＞ 

○立方体や直方体の面に三角定規を当て、辺と辺、面と面、辺と面の平行や垂直の関係を調べる活動

を行う。その際、見つけた平行、垂直な辺や面が見取り図や展開図のどこにあたるかを確認する活

動や、見取り図や展開図から、平行、垂直であると考えられる辺と辺、面と面、辺と面を見つけ、

具体物を用いて確認する活動を取り入れることが大切である。 

 

□場面の読み取り取りと、立式、百分率 

１を超える割合を百分率で表す場面において、基準量と比較量の関係を理解しているかどうかみる 

〔百分率について理解できるようにする〕 

●１を超える割合を百分率で表す場面において、基準量と比較量の関係を理解に課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜百分率で表された場面で、基準量と比較量の関係を正しく捉えることができるようにする＞ 

○日常生活においては、増量や値引きなど様々な場面で割合が用いられている。その意味を理解する

ためには、基準量と比較量、割合の関係を正しく捉えることが大切である。特に何が基準量にあた

るのかを意識することは大切である。 

 



- 9 - 

 

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 ★ 44.4 ▼▼ 

量と測定 ★ 43.7 ▼ 

図形 ★ 36.3 ▼ 

数量関係 ★ 42.9 ▼▼ 

 

【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） 

１辺が９ｃｍの正方形の縦と横の

長さを変えたときの面積を求める

式と答えとして、ふさわしい数値

の組み合わせを書く 

示された条件を基にほかの正方

形について検討し、同じきまりが

成り立つかを調べることができ

る 

★★★★ 92.6 ▼ 

1（2） 

正方形の縦の長さを２ｃｍ短く

し、横の長さを２ｃｍ長くすると

面積が４ｃｍ2小さくなることの

説明を書く 

示された説明を解釈し、用いられ

ている考えを別の場面に適用し

て、その説明を記述できる 

★ 45.2 ▼▼ 

2（1） 

ハードルとハードルの間が５ｍの

コースの、スタート地点から４台

目のハードルを、巻き尺の何ｍの

ところに置けばよいか書く 

ハードルの数とインターバルの

数の関係を式に表し、４台目のハ

ードルの位置を求めることがで

きる 

★ 56.2 ▼▼ 

2（2） 

４０ｍハードル走の目標のタイム

を求める式に８．１と４を当ては

めて、まなみさんの目標のタイム

を求める式と答えを書く 

示された式に数値を当てはめて、

目標のタイムを求めることがで

きる 

★ 50.5 ▼▼ 

2（3） 
目標のタイムを求める式の中の

０．４や０．３が表す意味を書く 

示された式の中の数値の意味を

解釈し、それを記述できる 
★ 15.6 ▼ 

3（1） 

三つの式について、それぞれの式

が何を計算しているかの説明文を

選ぶ 

乗法や除法の式の意味を解釈す

ることができる 
★★ 62.6 ▼▼ 

3（2） 

縦３９ｃｍ、横５４ｃｍの長方形

の厚紙から、１辺９ｃｍの正方形

を２４個切り取ることができるわ

けを書く 

縦にかくことができる正方形の

数を求め、２４個の正方形をかく

ことができる理由を記述できる 

★ 38.4 ▼▼ 

3（3） 

１辺が９ｃｍの正方形に内接する

円をかくために、コンパスの鉛筆

の先を合わせる位置を選ぶ 

正方形に内接する円の半径につ

いて理解している 
★★★ 76.5 ▼▼ 

4（1） 

学校ごとの１人当たりの本の貸出

冊数を求めるために、学校ごとの

貸出冊数の合計のほかに調べる必

要のある事柄を選ぶ 

単位量当たりの大きさを求める

ために、ほかに必要な情報を判断

し、特定することができる 

★ 48.3 ▼▼ 

4（2） 
示された二つの表だけでは判断で

きないものを選ぶ 

示された事柄について、二つの表

を基に読み取ることができない

事柄を特定することができる 

★★ 70.7 ▼▼ 

4（3） 

Ａ小学校とＢ小学校の図書委員が

表したグラフを見比べて読みとっ

た事柄として正しくない事柄につ

いて、正しくないわけを書く 

グラフから貸出冊数を読み取り、

それを根拠に，示された事柄が正

しくない理由を記述できる 

★ 24.9 ▼▼ 

5（1） 

示された形をつくることができる

ことを説明する式の意味を、数や

演算の表す内容に着目して書く 

示された除法の式を並べてでき

た形と関連付け、角の大きさを基

に，式の意味の説明を記述できる 

★ 6.9 ▼ 

5（2） 
示された四角形を並べてできる図

形を選ぶ 

図形を構成する角の大きさを基

に、四角形を並べてできる形を判

断することができる 

★ 25.4 △ 
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【課題と改善点】 

 

□日常生活の事象における数学的な表現の活動と解釈 

〔日常生活の事象を数理的に捉え、場面を適切な式に表したり、式の意味を具体的な事象と関連づけ

たりすることで問題解決をすることができるか〕 

●数量関係を表す式について理解し、式を用いることに課題がある。 

●示された式に数値を当てはめて、目標タイム等をを求めることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜示された図や情報を基に、場面を的確に捉えることができるようにする＞ 

○問題解決においては、示された情報や図を基に、問題場面を的確に捉えることを大切にする。 

○日常生活の事象を数理的に捉え式に表し、その式を活用することによって、合理的に判断すること

ができる。児童自ら身の回りにある式に興味・関心を持ち問題解決のために積極的に式を活用でき

るようにすることが大切である。 

 

□日常生活の事象の数学的な解釈と根拠の説明 

〔除法を用いて厚紙の縦に書くことができる正方形の数を求め、２４個の正方形を書くことができる

理由を、言葉や式を用いて記述する〕 

●除法の意味について理解し、それを用いることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜日常生活の問題解決のために、乗法や除法の式、図形の性質を用いて判断する学習を充実する＞ 

○筋道を立てて考えて、判断の根拠を説明したり、説明を振り返ったりすることができるようにする。

数量が足りているかどうかの判断の根拠を説明する際には、筋道を立てて考えた過程を明確にして

説明することが大切である。また、説明する対象が明確になっていることや、根拠について過不足

なく説明していることを見直すことも大切である。 

 

□資料の読み取りと判断の根拠の説明 

〔示された事柄について、二つの表を基に読み取ることができる事柄とできない事柄を特定できるかをみる〕 

●資料を分類整理し、表やグラフを用いて分かりやすく表したり、読み取ったりすることができるよ

うにすることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜日常生活の問題解決に向けて、必要な情報を収集し、目的に応じて表やグラフを用いて表したり、

適切な判断をしたりする学習を充実する＞ 

○問題の解決のために、示された資料から必要な情報を判断することができるようにする。 

多くの情報があふれる現代社会の中にあって、問題の解決のために必要な情報が何かを適切に判断

し、資料などからその情報を取り出すことができることは大切である。 

○縦軸の幅が変わることによって見え方が異なる二つのグラフについて、批判的に考察し情報を正し

く読み取ることができるようにする。 

 折れ線グラフは、折れ線の傾きによって数量の増減の様子を表すことができるが、縦軸の目盛りの

つけ方によっては、数量の増減の様子を大きく見せたり、小さく見せたりすることもできる。グラ

フに表す時は、目的に応じて適切に目盛りの大きさを決め、表したい事柄を的確に表現することが

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 ★★★ 78.9 ▼ 

書くこと ★★★ 73.7 ▼ 

読むこと ★★★ 78.6 ▼ 

言語事項 ★★★ 73.9 ▼ 

 

【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 

聞き手をどのように想定して話し

ているのかを説明したものとして

適切なものを選択する 

聞き手の立場を想定し、話の中心

的な部分と付加的な部分との関

係に注意して話す 

★★★ 80.7 ▼ 

1二 
絵本のページを提示した意図とし

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 
★★★ 78.1 ▼▼ 

2一 
パンフレットの見出しを他の見出

しの書き方を参考にして書く 

伝えたい事柄が相手に効果的に

伝わるように書く 
★★★ 78.1 ▼ 

2二 
文章の一部を別の項目に移す理由

として適切なものを選択する 

集めた材料を整理して文章を構

成する 
★★★ 73.2 △ 

3一 
「ライスカレーの名に値する」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 
★★★★ 84.7 ▼ 

3二 

「私」にとってのライスカレーを

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 
★★★★ 90.0 ▼ 

4一 
答えの文章を直した意図として適

切なものを選択する 

文章を読み返し、文の使い方など 

に注意して書く 
★★★ 64.7 ▼ 

4二 
質問に対する答えが明確になるよ

うに適切な言葉を書く 

伝えたい事柄について、根拠を明 

確にして書く 
★★★ 78.7 ▼▼ 

5一 
電話を受けた相手のことを考えた

言葉を書く 

相手や場に応じた言葉遣いなど

に気を付けて話す 
★★★★ 93.1 △ 

5二 

伝えたいことを明確にするために

付け加える言葉として適切なもの

を選択する 

全体と部分との関係に注意して

話を構成する 
★★★★ 88.7 △ 

6一 
「不思議な機能」の説明として適

切なものを選択する 

文章の展開に即して情報を整理

し、内容を捉える 
★★★ 81.3 ▼ 

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 

文章の構成や展開について自分

の考えをもつ 
★★ 67.3 ▼▼ 

7一 

相手の発言をどのように聞いてい

るのかを説明したものとして適切

なものを選択する 

話の展開などに注意して聞き、自 

分の考えと比較する 
★★★ 70.6 ▼ 

7二 
話合いを踏まえた発言として適切

なものを選択する 

互いの発言を検討して自分の考

えを広げる 
★★ 62.0 ▼▼ 

8一 
奥付の特徴を説明したものとして

適切なものを選択する 
奥付の特徴や役割を理解する ★★★★ 86.1 ▼ 

8二 

資料集を活用するときの留意点を

説明したものとして適切なものを

選択する 

奥付を使って本についての情報

を得る 
★★ 62.4 ▼ 

9一 1 
漢字を書く（大学で歴史のケンキ

ュウをする） 

文脈に即して漢字を正しく書く 

★★★★ 83.5 △ 

9一 2 
漢字を書く（今までにないドクソ

ウ的な考えだ） 
★ 26.1 △ 

9一 3 漢字を書く（家の庭に花をウえる） ★★★★ 89.9 ▼▼ 
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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 

9二 1 漢字を読む（封筒を開ける） 

文脈に即して漢字を正しく読む 

★★★★ 97.6 △ 

9二 2 
漢字を読む（長年の努力が報われ

た） 
★★★★ 94.8 △ 

9二 3 漢字を読む（目上の人を敬う） ★★★ 82.6 ▼▼ 

9三ア 

適切な語句を選択する（彼は、忙

しい仕事の合間を縫って、私に会

いに来てくれた） 

語句の意味を理解し，文脈の中で 

適切に使う 

★★★★ 91.0 △ 

9三イ 

適切な語句を選択する（厳しい挑

戦だということは、もちろん分か

っています） 

★★★★ 97.9 ▼ 

9三ウ 
適切な語句を選択する（弟子を手

塩にかけて育てる） 
★★ 59.3 ▼▼ 

9三エ 

適切な敬語を選択する（私がプリ

ントを集めて、先生にお届けしま

す） 

★★★★ 94.3 ▼ 

9三オ 
適切な語句を選択する（会長候補

として、白羽の矢が立つ） 
★★ 54.0 ▼ 

9四ア 

漢和辞典の「意味」の中から、「賛

美」の「美」の意味として適切な

ものを選択する 辞書を活用し、漢字が表している 

意味を正しく捉える 

★★★ 60.3 △ 

9四イ 

漢和辞典の「意味」の中から、「優

美」の「美」の意味として適切な

ものを選択する 

★★★ 62.8 △ 

9五 
文章を書き直した意図として適切

なものを選択する 

文の成分の照応について理解す

る 
★ 50.8 ▼ 

9六 

題名の下書きをどのように書き直

したのかを説明したものとして適

切なものを選択する 

文字の形や大きさ、配列に注意し 

て書く 
★ 36.4 ▼▼ 

9七 1 
歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに

直す（追ひし） 

歴史的仮名遣いを現代仮名遣い

に直して読む 
★★★ 80.2 ▼ 

9七 2 
「忘れがたき」の意味として適切

なものを選択する 

歌に表れた作者の思いを想像す

る 
★★★★ 94.9 ▼ 

 

【課題と改善点】 

 

□目的に応じて資料を効果的に活用して話すこと 

〔目的や状況に応じて、資料や機器などを効果的に活用して話すことができる〕 

●目的や状況に応じて、資料や機器などを効果的に活用して話すことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜聞き手の立場や考えを予想し、中心的な部分を決めて話すことができるようにする＞ 

○紹介や提案などのスピーチをする際には、自分の伝えたい内容を明確にした上で、聞き手にも様々

な立場や考えがあることを踏まえて話す必要がある。そのためには聞き手の意見を具体的に予想し

て自分の考えをまとめ、話しの中心となる事柄が効果的に伝わるように話の構成や展開を工夫する

ことが大切である。 
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□説明的な文章を読む 

〔文章の展開に即して情報を整理し内容を捉えることができるかどうかをみる〕 

●文章の構成や展開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≫ 

＜文章の展開に即して情報を整理し内容を捉え、文章の構成や展開について自分の考えを持つことが

できるようにする＞ 

○説明的な文章を読む際には、書かれている内容を理解するだけではなく、文章の構成や展開、表現

の特徴を分析的に捉え、その工夫や効果について自分の考えを持つことが大切である。主張に基づ

く具体例の示し方などに着目し、書き手の意図を考えたり、その効果を考えたりする学習活動が効

果的である。 

 

□話し合いをする 

〔互いの発言を検討して自分の考えを広げることができるかどうかをみる〕 

●話し合いを踏まえた発言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≫ 

＜相手の立場や考えを尊重し、目的に沿って話し合い、互いの発言を検討して自分の考えを広げるこ

とができるようにする＞ 

○話の展開に沿って、自分の考えと比較しながら聞く。 

○互いの発言を検討して自分の考えを広げる。合意形成を目指す話し合いを行う際には、相手の立場

や考えを尊重し、場面に応じて的確に話したり聞いたりすることが大切である。その際、互いの発

言を検討し、話題になっている物事について別の立場や視点から考えることを通して、自分の考え

を広げることができるようにするなどの学習活動が有効である。 

 

□伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項について理解する 

〔語句の意味を理解し、文脈の中で適切に使うことができるかどうかみる〕 

●場面に即した語句・語彙に課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜語句の意味を理解し、文脈の中で適切に使うことができるようにする＞ 

○語句についての理解を深めるためには、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

たり、使い分けたりするようにすることが重要である。更に、語感を磨き、語彙を豊かにするため

には、辞書や資料集などを活用しながら、着目したい言葉について複数の類義語で言い換えたり、

ことわざや慣用句、故事成語等の表現に置き換えたりすることに加え、比喩を用いて表現するなど、

表現の仕方を広げるように指導することが大切である。 

 

□文章を推敲する 

〔伝えたい事柄について、根拠を明確にして書くことができるかどうかをみる〕 

●伝えたい事実や事柄について、自分の考えや気持ちの根拠を明確にして書くことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜伝えたい事柄について、根拠を明確にして書くことができるようにする＞ 

○根拠として示す事実が適切かどうかを確かめた上で、自分の伝えたい事柄と根拠とのつながりを明

確にして書くことが重要である。その際、接続語の使用や段落構成の工夫などによって、読み手に

対してどの部分が根拠であるかが明確になるような表現上の工夫をすることが大切である。 
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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 ― ― ― 

書くこと ★★ 58.3 ▼▼ 

読むこと ★★★ 66.5 ▼▼ 

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 

ちらしの表と裏から分かる「暮ら

しの中の伝統文化展」が開かれる

ねらい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

部分とを読み分け、要旨を捉える 
★★★ 76.2 ▼▼ 

1二 

関連イベントの「～職人の技を見

てみよう～」に参加することがで

きる日付として適切なものを選択

する 

目的に応じて必要な情報を読み

取る 
★★★★ 83.3 ▼ 

1三 
ちらしの表と裏の表現の工夫とそ

の効果を書く 

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

を具体的に書く 

★★★ 68.0 ▼▼ 

2一 
雑誌の記事の説明として適切なも

のを選択する 
文章の構成を捉える ★★★ 64.9 ▼ 

2二 
情報カードにまとめる内容として

適切なものを選択する 
目的に応じて文章を要約する ★★ 64.0 ▼▼ 

2三 

宇宙エレベーターについて疑問に

思ったことと、それを調べるため

に必要な本の探し方を書く 

課題を決め、それに応じた情報の

収集方法を考える 
★★ 49.2 △ 

3一 
物語の展開に沿って巳之助の様子

を並べ替える 

文章の展開に即して内容を理解

する 
★★★ 71.1 ▼▼ 

3二 

物語に書かれている事柄について

図鑑の説明から分かることとして

適切なものを選択する 

目的に応じて必要な情報を読み

取る 
★★ 64.7 ▼▼ 

3三 

図鑑の説明を読むことで、よく分

かるようになった物語の部分と、

その部分についてどのようなこと

が分かったのかを書く 

本や文章などから必要な情報を

読み取り、根拠を明確にして自分

の考えを書く 

★ 57.7 ▼▼ 
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【課題と改善点】 

 

□説明的な文章を読む 

〔目的に応じて文章を要約することができるかどうかをみる〕 

●文章の中心的な部分と付加的な部分、事実と意見などを読み分け、目的や必要に応じて要約したり

趣旨を捉えたりすることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜目的に応じて情報を整理し要約することができるようにする＞ 

○文章を要約したり趣旨を捉えたりする際には、目的や必要に応じて情報を選択して整理することが

大切である。そのためには内容のまとまりを捉えるとともに、中心的な部分と付加的な部分とを読

み分け、内容を正確に理解することが重要である。 

 

□情報を関連させて物語を読む 

〔文章の展開に即して内容を理解すること。目的に応じて必要な情報を読み取ること。本や文章など

から必要な情報を読み取り、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〕 

●場面の展開や登場人物などの描写に注意して読み、内容の理解に役立てることに課題がある。 

●本や文章などから必要な情報を集めるための方法を身につけ、目的に応じて必要な情報を読み取る

ことに課題がある。 

●伝えたい事実や事柄について、自分の考えや気持ちを根拠を明確にして書くことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

○文学的な文章を読む際には、場面の展開や登場人物などの描写に注意して読むとともに、文章全体

に目を向けながら内容を把握することが大切である。例えば、登場人物の言動を取り上げ、心情の

変化や登場人物のつながりについて説明する学習活動が考えられる。 

○現代の社会生活とは異なる事柄や風習、道具などが描かれている文学的な文章を読む際、必要に応

じて資料を活用したり、乗法を補うことも大切である。 

○必要に応じて百科事典や図鑑などの資料を参考にし、そこから具体的にイメージした場面の様子な

どについて交流することも大切である。 
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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 ★★★ 65.9 ▼ 

図形 ★★ 67.1 ▼▼ 

関数 ★ 52.0 ▼▼ 

資料の活用 ★★ 56.5 ▼ 

 

【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） ２／５×０．６を計算する 分数と小数の乗法の計算ができる ★★★ 66.9 ▼ 

1（2） 
－５、０、１、２.５，４の中から

自然数を全て選ぶ 
自然数の意味を理解している ★ 40.6 ▼▼ 

1（3） －３＋(－７)を計算する 
正の数と負の数の加法の計算が

できる 
★★★★ 91.6 △ 

1（4） 

今日の水位が１週間前の水位から

どれだけ高くなったかを求める式

を選ぶ 

ある基準に対して反対の方向や性

質をもつ数量が正の数と負の数で

表されることを理解している 

★★★ 69.0 △ 

2（1） 

ある数を３でわると、商が a で余

りが２になるとき、ある数を 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 
★ 32.2 ▼▼ 

2（2） 
(２x＋５y)＋３(x－２y) を計算

する 

整式の加法と減法の計算ができ

る 
★★★★ 84.0 △ 

2（3） 
ある数 a について、不等式 a＞５ 

と表せる事柄を選ぶ 

不等式の意味を読み取ることが

できる 
★★★ 78.2 ▼ 

2（4） 等式 S＝ah を h について解く 

具体的な場面で数量の関係を表

す式を、等式の性質を用いて、目

的に応じて変形できる 

★ 67.9 ▼▼ 

3（1） 
一元一次方程式 x＋１２＝－２x 

を解く 

簡単な一元一次方程式を解くこ

とができる 
★★★ 71.3 ▼ 

3（2） 
一元一次方程式 ２x＝x＋３ の解

について、正しい記述を選ぶ 

一元一次方程式の解の意味を理

解している 
★ 47.2 ▼▼ 

3（3） 

縦と横の長さの比が ５：８ の長

方形の看板について、縦の長さが

４５cmのときの横の長さ x cmを

決めるための比例式をつくる 

具体的な場面における数量の関

係を捉え、比例式をつくることが

できる 

★ 52.3 ▼ 

3（4） 

方程式 ２x＋y＝x－y＝３ から、 

x と y の値を求めるための連立

方程式を完成させる 

２つの等号で結ばれている方程式

が表す関係を読み取り、２つの二

元一次方程式で表すことができる 

★★★★ 89.7 ▼ 

4（1） 
与えられた方法で作図された直線

についていえることを選ぶ 

垂線の作図の方法について理解

している 
★ 30.9 △ 

4（2） 
△ＡＢＣを、直線 ℓを軸として対

称移動した図形をかく 

対称移動した図形を書くことが

できる 
★★★ 71.8 ▼▼ 

5（1） 
三角柱において、与えられた辺と

ねじれの位置にある辺を書く 

空間における直線と直線との位

置関係(辺と辺とがねじれの位置

にあること)を理解している 

★★★ 75.5 ▼▼ 

5（2） 

四角形をその面に垂直な方向に一

定の距離だけ平行に動かしてでき

る立体の名称を書く 

四角形をその面と垂直な方向に

平行に動かすと、四角柱が構成さ

れることを理解している 

★★★ 74.0 ▼▼ 

5（3） 

立方体の見取図を読み取り、２つ

の角の大きさの関係について、正

しい記述を選ぶ 

見取図に表された立方体の角の

大きさの関係を読み取ることが

できる 

★★★ 78.8 ▼▼ 
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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 

5（4） 

円柱の体積が６００cm3 のとき、

その円柱と底面の円が合同で高さ

が等しい円錐の体積を求める 

円錐の体積は、それと底面が合同 

で高さが等しい円柱の体積の 

１/３であることを理解している 

★ 49.9 ▼▼ 

6（1） 
平行線や角の性質を用いて∠ＡＰ

Ｂの大きさを求める 

平行線や角の性質を用いて、角の 

大きさを求めることができる 
★★★ 74.8 ▼ 

6（2） 
多角形の外角の和について、正し

い記述を選ぶ 

多角形の外角の和の性質を理解

している 
★★★ 69.3 ▼ 

7（1） 

△ＡＢＣと△ＤＥＦが合同である

ための条件として、正しいものを

選ぶ 

三角形の合同条件を理解してい

る 
★★ 70.8 ▼▼ 

7（2） 
ひし形の対角線が垂直に交わるこ

とを、記号を用いて表す 

ひし形について対角線が垂直に

交わることを、記号を用いて表す

ことができる 

★★★ 74.7 ▼▼ 

7（3） 
図形に成り立つ性質の逆の事柄を

完成する 
命題の逆を理解している ★★★ 72.3 △ 

8 

証明で用いられている図が考察対

象の図形の代表であることについ

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 
★★ 61.9 ▼▼ 

9（1） 比例の表を完成させる 

比例の関係を表す表から変化や

対応の特徴を捉え、x の値に対応

する y の値を求めることができ

る 

★★★★ 87.9 ▼ 

9（2） 

比例 y＝２x について、x の値が

１から４まで増加したときの y 

の増加量を求める 

比例の式について、x の値の増加 

に伴う y の増加量を求めること

ができる 

★ 39.4 ▼ 

9（3） 反比例を表した事象を選ぶ 

具体的な事象における２つの数

量の関係が、反比例の関係になる

ことを理解している 

★ 42.0 ▼▼ 

9（4） 反比例のグラフから式を求める 

反比例のグラフ上の点の座標か 

ら、xと yの関係を式で表すこと 

ができる 

★ 34.5 ▼▼ 

10（1） 一次関数の表からグラフを選ぶ 
一次関数のグラフの特徴につい 

て、表と関連付けて理解している 
★★ 61.9 ▼▼ 

10（2） 
一次関数の式から変化の割合を求

める 

一次関数 y＝ax＋bについて、変 

化の割合が一定で aの値に等し

いことを理解している 

★★★ 54.6 △△ 

10（3） 
一次関数のグラフから、xの変域に

対応する yの変域を求める 

一次関数のグラフから、xの変域 

に対応する yの変域を求めるこ

とができる 

★ 43.0 ▼▼ 

11 一次関数の事象を式で表す 
具体的な事象における一次関数

の関係を式に表すことができる 
★ 53.0 ▼▼ 

12（1） 

読んだ本の冊数と人数の関係をま

とめた表から、読んだ本の冊数の

最頻値を求める 

資料を整理した表から最頻値を

読み取ることができる 
★ 45.5 △ 

12（2） 

ある郵便物の重さについて、ジタ

ルはかりで表示された値を基に、

真の値の範囲を選ぶ 

測定値が与えられた場面におい

て、似値と誤差の意味を理解して

いる 

★ 34.7 △△ 

13（1） 
１枚の硬貨を投げたときの確率に

ついて、正しい記述を選ぶ 

「同様に確からしい」ことの意味

や、の試行が次の試行に影響しな

いことを理解している 

★★ 66.0 ▼▼ 

13（2） 

１から１３までの数字が書かれた

１３枚のカードから５または１１

のカードをひく確率を求める 

簡単な場合について、確率を求め 

ることができる 
★★★ 79.6 ▼▼ 
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【課題と改善点】 

 

□文字式の計算とその利用 

〔数量の関係を文字式に表すことができるかどうか〕 

●文字を用い手数料の関係や法則などを式に表現したり式の意味を読み取ったりする能力を培うと 

ともに、文字を用いた式の計算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≫ 

＜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＞ 

○事柄や数量の関係を捉え、その関係を文字式に表すことができるようにするために関係を図に表し

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。 

〔具体的な場面で数量の関係を表す式を、等式の性質を用いて、目的に応じて変形できるかどうかを

みる〕 

●目的に応じて、簡単な式を変形することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜等式をある文字について解くことの意味を理解するとともに、目的に応じて変形をできるようにす

る＞ 

○２つ以上の文字を含む等式を目的に応じて変形できるようにするために、式変形の目的を明確にす

るとともに、ある文字について解くことの意味を理解し、等式の性質などの根拠に基づいて正しく

変形する場面を設定する。 

 

□一次関数の利用 

〔具体的な事象における一次関数の関係を式に表すことができるかをみる〕 

●具体的な事象の中から二つの数量を取り出し、それらの変化や対応を調べることにより、一次関数

について理解するとともに関数関係を見いだし表現し考察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二つの数量の関係を式に表すことができるようにする＞ 

○具体的な事象の中から二つの数量を取り出し、それらの関係を式に表すことができるようにするた

めに、二つの数量の変化や対応を調べる場面を設定する。 

 

□一次関数の表・式・グラフ・変域 

〔ｘの変域に対応するｙの変域を求めることができるかどうかをみる〕 

●一次関数について、表、式、グラフを相互に関連づけて理解す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＞ 

○与えられたｘの変域から対応するｙの変域を求めることができるようにするためにｘの変域の端

点に対応するｙ座標を求めるだけではなく、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。 
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□三角形の合同条件・図形の性質を記号で表すこと・命題の逆 

〔三角形の合同条件を理解しているかどうかをみる。図形の性質や条件を、記号を用いて表すことが

できるかどうかをみる〕 

●平面図形の合同の意味及び三角形の合同条件について理解に課題がある。図形の合同についての見

方を深めるとともに、図形の性質を三角形の合同条件などを基にして確かめ、論理的に考察し表現

することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜辺や角に着目し、三角形の合同条件を理解できるようにする。辺や角などについての関係を記号を

用いて正しく表すことができるようにする＞ 

○２つの三角形についてどのような条件があれば、それらが合同になるか考察する場面を設定する。

辺や角などについての関係を考察したり記号で表された内容を読み取る活動を取り入れる。その際、

図形の性質等を記号で表すことの良さを確認する場面を設定することが大切である。 

 

□比例の表と式・反比例の意味とグラフ 

〔具体的な事象における２つの数量の関係が、反比例の関係になることを理解しているかどうかをみ

る〕 

●具体的な事象における２つの数量の関係が、反比例の関係になることの理解に課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜具体的な事象における２つの数量の関係を捉えて式に表し、反比例の関係を見いだすことができる

ようにする＞ 

○具体的な事象の中から２つの数量を取り出し、それらの変化や対応の様子を調べる活動を取り入れ

ることで、２つの数量の関係を捉え、反比例の関係を見いだすことができるように指導することが

大切である。 

 

□証明の必要性と意味 

〔証明の必要性と意味を理解しているかどうかをみる〕 

●証明の必要性と意味の理解に課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜図形の合同について理解し図形についての理解を深めるとともに、図形の性質を合同条件などを基

にして確かめ、論理的に考察し表現する能力を養う＞ 

○ある図形について証明された命題は、その仮定を満たすすべての図形について例外なく成り立つこ

とを捉える場面を設定し、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指導することが

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 ★ 51.5 ▼▼ 

図形 ★ 33.3 ▼▼ 

関数 ★ 41.4 ▼▼ 

資料の活用 ★ 39.3 ▼▼ 

 

【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） 
１試合の時間を１６分とすると

き、１回の休憩の時間を求める 

与えられた情報から必要な情報

を適切に選択し、処理することが

できる 

★★★ 79.3 ▼▼ 

1（2） 

葉月さんの提案を取り入れたと

き、１試合の時間を求めるための

方程式をつくる 

与えられた情報から必要な情報

を適切に選択し、数量の関係を数

学的に表現することができる 

★ 33.4 ▼▼ 

1（3） 

１試合の時間を１０分とることが

できるかについて正しい記述を選

び、その理由を式を基に説明する 

適切な事柄を判断し、その事柄が 

成り立つ理由を数学的な表現を

用いて説明することができる 

★ 51.4 ▼▼ 

2（1） 
一次関数の表から x＝４のときの 

yの値を求める 

条件を基に、表から数量の変化や 

対応の特徴を捉え、xの値に対応 

する yの値を求めることができる 

★★ 59.1 ▼ 

2（2） 

x＝４のとき y＝９になるように、x

と yの間の関係を書き加えること

について、正しい記述を選び、そ

の理由を説明する 

加えるべき条件を判断し、それが 

適している理由を説明すること

ができる 

★ 20.6 ▼▼ 

3（1） 
Ａ車を購入して１０年間使用する

ときの総費用を求める 

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 

★★ 67.4 ▼▼ 

3（2） 

Ｂ車の使用年数と総費用の関係を

表すグラフについて、グラフの傾

きが表すものを選ぶ 

グラフの傾きを事象に即して解

釈することができる 
★ 29.8 △ 

3（3） 

Ａ車とＢ車について、式やグラフ

を用いて、２つの総費用が等しく

なる使用年数を求める方法を説明

する 

事象を数学的に解釈し、問題解決 

の方法を数学的に説明すること

ができる 

★ 30.3 ▼▼ 

4（1） 
２つの辺の長さが等しいことを、

三角形の合同を利用して証明する 

筋道を立てて考え、証明すること 

ができる 
★ 29.4 ▼▼ 

4（2） 

ＤＡ：ＤＣ＝１：２のときの△Ｄ

ＥＣがどのような三角形になるか

を説明する 

付加された条件の下で、新たな事 

柄を見いだし、説明することがで 

きる 

★ 37.3 ▼▼ 

5（1） 

２４．５cmの靴を最も多く買うと

いう考えが適切ではない理由を、

グラフの特徴を基に説明する 

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 

★ 47.6 ▼▼ 

5（2） 
２５．５cmの靴が貸し出された回

数の相対度数を求める式を書く 

与えられた情報から必要な情報

を選択し、数学的に表現すること

ができる 

★ 31.1 ▼▼ 

6（1） 
最初に決めた数が５のとき、手順

通りに求めた数を書く 

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 
★★★ 76.4 ▼▼ 

6（2） 

文字を使って手順通りに求めた数

から最初に決めた数を当てる方法

を説明する 

与えられた式を用いて、問題を解 

決する方法を数学的に説明する

ことができる 

★ 15.4 ▼ 

6（3） 

当てる方法を変えるとき、新しい

数当てゲームの手順について当て

はまる言葉を選ぶ 

計算の過程を振り返って考え、数 

当てゲームの新しい手順を完成

することができる 

★ 52.9 ▼▼ 
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【課題と改善点】 

 

□問題解決の方法と式変形の過程の振り返り 

〔事象を数学的に考察する場面で問題解決の過程を振り返って考えることができるかどうかをみる〕 

●計算の過程を振り返って考え、数当てゲームの新しい手順を完成することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜問題解決の過程を振り返って考えることができるようにする＞ 

○数学的な処理の手順を目的に応じて変える場面を設定することで、問題解決の過程を振り返って考

えることができるように指導することが大切である。新しく作った数当てゲームを実際に行い、意

図した結果が得られるかどうか確認したり、結果が得られない場合にはどこを修正すれば良いかを

振り返る場面を設定することが大切である。 

 

□筋道を立てて証明し、条件を付加して考えること 

〔図形の証明について、筋道を立てて考え、証明すること。発展的に考え、新たに見いだした事柄を

説明すること〕 

●筋道を立てて考え、証明することに課題がある。付加された条件の下で、新たな事柄を見いだし、

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筋道を立てて考え説明できるようにする＞ 

○結論を導くために何がわかれば良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、事柄が成り立つ理由を筋道を立てて考えたりする活動を取り入れ証明で

きるよう指導することが大切である。結論から仮定、仮定から結論の両方向から考えて証明する場

面を設定することが考えられる。 

＜付加された条件の下で、見いだした事柄を数学的に表現できるようにする＞ 

○新たに条件を加えた際に、見いだした事柄の前提にあたる条件と、それによって説明される結論を

明確にして表現する活動を取り入れ、付加した条件の下で見いだした事柄を数学的に表現できるよ

うに指導することが大切である。 

 

□情報の適切な選択と判断 

〔資料に基づいて不確定な事象を考察する場面で、資料の傾向を的確に捉えるかどうかをみる〕 

●与えられた情報から必要な情報を選択し、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、目的に応じて資料を整理し、資料の傾向を読み取って問題解決で 

きるようにする＞ 

○目的に応じて資料を整理し、資料の傾向を読み取り、解決の構想を立てる活動を取り入れることで、

日常生活や社会の不確定な事象における問題を解決できるように指導する。目的に応じて収集した

データから状況を把握し、問題解決のための構想を立てて実践し、評価・改善することを通して、

社会や世界との関わり、より良い社会を作っていく態度を養うことが望まれる。 
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□事象の数学的な解釈と問題解決の方法 

〔与えられた情報を読み問題解決の方法を数学的に説明する〕 

●具体的な事象の中から二つの数量を取り出し、それらの変化や対応を調べることを通して、関数関

係を見いだし表現し考察する能力を養うことに課題がある。 

≪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、問題解決の方法や手順を説明する場面

を設定し、表・式・グラフなどの「用いるもの」とその「用い方」について明らかにすることがで

きるように指導することが大切である。 

 

□事象の数学的な表現と解釈 

〔与えられた情報を読み、数学的な結果を事象に即して解釈すること〕 

●方程式について理解し、一元一次方程式を用いて考察することに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

＜目的に応じて条件を設定し、数量の関係を数学的に表現することができるようにする＞ 

○実生活の場面での問題を解決する活動を取り入れ、目的に応じて必要な条件を設定し、数量の関係

を数学的に表現できるように指導することが大切である。 

 

●数学的な結果を事象に即して解釈することを通して、適切な事柄を判断し、その事柄が成り立つ理

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≫ 

＜実生活における問題を解決する際に、数学的な結果を事象に即して解釈できるようにする＞ 

○方程式の解などの数学的な結果を、具体的な場面に即して意味づける機会を設け、数学的な結果を

事象に即して解釈できるように指導することが大切である。 

○数式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、日常的な事象を数学的な解釈に

基づいて考察し、事柄が成り立つ理由を説明できるように指導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 小学校児童質問紙調査 

○「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 差
（２２） 家で，学校の宿題をしていますか 96.4 97.0 ▲ 0.6

（４２）
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

95.7 96.6 ▲ 0.9

（４０） 友達との約束を守っていますか 94.2 97.2 ▲ 3.0
（２７） 学校で，友達に会うのは楽しいと思いますか 93.9 96.2 ▲ 2.3
（１） 朝食を毎日食べていますか 93.2 95.5 ▲ 2.3
（３） 毎日，同じくらいの時刻に起きていますか 92.8 90.8 2.0

（４３） 人の役に立つ人間になりたいと思いますか 92.1 93.8 ▲ 1.7
（６２） 国語の勉強は大切だと思いますか 90.7 91.3 ▲ 0.6
（２８） 学校で，好きな授業がありますか 90.7 93.5 ▲ 2.8

（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 ▲ 4.4

（７２） 算数の勉強は大切だと思いますか 88.5 91.9 ▲ 3.4

（６５）
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

87.8 89.2 ▲ 1.4

（４９）
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

87.8 83.4 4.4

（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

86.7 92.7 ▲ 6.0

（５５）
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

86.4 87.9 ▲ 1.5

（７７）
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

86.4 89.9 ▲ 3.5

（２９）
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

85.0 81.8 3.2

（４１） 人が困っているときは，進んで助けていますか 84.6 84.6 0.0
（２６） 学校に行くのは楽しいと思いますか 84.3 86.3 ▲ 2.0
（３９） 学校のきまりを守っていますか 84.2 91.5 ▲ 7.3

（３１）
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

83.9 86.3 ▲ 2.4

（５３）
５年生までに受けた授業の中で目標（めあて・ねらい）
が示されていたと思いますか

82.8 87.6 ▲ 4.8

（７８）
算数の授業で問題を解くとき，もっと簡単に解く方法が
ないか考えますか

82.5 80.5 2.0

（３３）
先生は，授業やテストで間違えたところや，理解してい
ないところについて，分かるまで教えてくれますか

81.4 84.8 ▲ 3.4

（４８）
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

81.1 85.1 ▲ 4.0

（９） 将来の夢や目標を持っていますか 81.0 85.3 ▲ 4.3

（４５）
「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

80.3 83.2 ▲ 2.9
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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 差
（２３） 家で，学校の授業の予習をしていますか 40.8 43.3 ▲ 2.5

（５８）
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

50.9 54.8 ▲ 3.9

（２４） 家で，学校の授業の復習をしていますか 53.1 55.2 ▲ 2.1

（５７）
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

55.2 60.4 ▲ 5.2

（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

56.6 51.7 4.9

（２５）
家で，予習・復習やテスト勉強などの自学自習におい
て，教科書を使いながら学習していますか

56.7 64.6 ▲ 7.9

（６１） 国語の勉強は好きですか 57.4 58.3 ▲ 0.9

（３０）
学級会などの話合いの活動で，自分とは異なる意見や少
数意見のよさを生かしたり，折り合いをつけたりして話
し合い，意見をまとめていますか

59.9 58.6 1.3

 

 

□その他 

質問(6):自分には，よいところがあると思いますか 

区分 当てはまる 
どちらかといえば，当
てはまる 

どちらかといえば，当
てはまらない 当てはまらない 

稚内市 29.7 39.1 20.8 10.4 

全 国 36.2 40.1 16.2 7.4 

 

質問(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 

区分 当てはまる 
どちらかといえば，当
てはまる 

どちらかといえば，当
てはまらない 当てはまらない 

稚内市 49.1 37.6 10.4 2.9 

全 国 56.3 36.4 6.3 1.0 

 

質問(10): 普段（月～金曜日），何時ごろに寝ますか 

区分 午後 9時より前 
午後 9 時以降,午
後 10 時より前 

午後 10 時以降,
午後 11時より前 

午後 11 時以降,
午前 0時より前 午前 0時以降 

稚内市 8.2 42.7 33.7 10.0 5.4 

全 国 6.6 43.0 36.6 10.8 2.9 

 

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 20.1 16.1 20.1 26.9 14.3 2.5 

全 国 16.0 16.8 24.3 26.9 13.9 2.0 

 

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 14.0 10.8 21.5 24.7 20.1 9.0 

全 国 8.2 7.8 13.7 25.3 31.1 14.0 
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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 7.9 3.6 11.5 9.7 10.4 19.0 38.0 

全 国 3.0 2.8 4.6 8.1 11.9 30.7 38.9 

 

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 2.5 6.1 36.9 38.7 12.2 3.6 

全 国 10.8 14.7 37.0 25.4 8.9 3.0 

 

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 3.6 2.9 7.2 32.3 38.7 15.4 

全 国 6.7 5.0 12.5 32.8 32.8 10.2 

 

質問(16):学習塾（家庭教師含む）で勉強していますか 

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 

②，③の両方の内
容を勉強してい
る 

②，③の内容のど
ちらともいえな
い 

稚内市 72.8 10.0 4.7 3.6 9.0 

全 国 53.9 23.1 6.6 8.9 7.3 

 

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 4.3 8.6 17.9 27.6 12.9 28.7 

全 国 6.8 9.9 19.8 27.0 15.9 20.6 

 

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 1.8 4.7 23.3 31.2 38.4 

全 国 3.1 13.3 23.9 28.4 31.1 

 

質問(36): 地域社会などでボランティア活動に参加したことがありますか 

区分 参加したことがある 参加したことがない 分からない 

稚内市 29.7 29.0 39.4 

全 国 36.2 24.5 38.1 
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質問(37):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 14.0 24.7 53.4 

全 国 8.9 15.1 21.2 54.7 

 

質問(38):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） 

区分 よく見る 時々見る あまり見ない 
ほとんど,または，全
く見ない 

稚内市 50.5 29.7 14.3 4.7 

全 国 57.2 29.2 8.4 5.1 

 

質問(60):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 29.4 10.4 32.6 9.7 1.1 10.4 6.1 

全 国 15.2 9.8 31.7 21.5 4.2 11.8 4.9 

 

質問(70): 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 66.3 27.6 4.3 

全 国 75.1 20.5 2.4 

 

質問(81): 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 65.6 29.0 3.9 

全 国 72.0 24.6 2.2 
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② 中学校生徒質問紙調査 

 

○「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 差
(３) 毎日，同じくらいの時刻に起きていますか 94.4 92.3 2.1

(４０) 友達との約束を守っていますか 94.3 97.2 ▲ 2.9
(２７) 学校で，友達に会うのは楽しいと思いますか 94.0 94.7 ▲ 0.7
(３９) 学校の規則を守っていますか 93.2 94.7 ▲ 1.5
(４３) 人の役に立つ人間になりたいと思いますか 91.7 92.8 ▲ 1.1

(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

91.4 94.3 ▲ 2.9

(５３)
１，２年生のときに受けた授業の中で目標（めあて・ね
らい）が示されていたと思いますか

91.4 84.9 6.5

(１) 朝食を毎日食べていますか 91.0 93.3 ▲ 2.3

(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

91.0 93.0 ▲ 2.0

(７４) 数学ができるようになりたいと思いますか 90.3 91.3 ▲ 1.0

(４２)
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

87.3 93.6 ▲ 6.3

(５５)
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

87.3 76.8 10.5

(４８)
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

87.2 84.1 3.1

(４９)
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

86.2 77.8 8.4

(６２) 国語の勉強は大切だと思いますか 85.1 89.1 ▲ 4.0

(３１)
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

82.0 84.2 ▲ 2.2

(８０)
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

81.6 81.1 0.5
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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 差
(２３) 家で，学校の授業の予習をしていますか 16.5 34.2 ▲ 17.7

(７６)
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

30.7 41.9 ▲ 11.2

(４６)
「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

35.2 57.7 ▲ 22.5

(２４) 家で，学校の授業の復習をしていますか 40.1 51.0 ▲ 10.9
(２１) 家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか 40.5 48.4 ▲ 7.9

(３０)
学級会などの話合いの活動で，自分とは異なる意見や少
数意見のよさを生かしたり，折り合いをつけたりして話
し合い，意見をまとめていますか

48.7 58.4 ▲ 9.7

(６７)
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

49.0 56.7 ▲ 7.7

(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

49.5 50.2 ▲ 0.7

(２５)
家で，予習・復習やテスト勉強などの自学自習におい
て，教科書を使いながら学習していますか

49.8 68.2 ▲ 18.4

(７１) 数学の勉強は好きですか 51.0 56.0 ▲ 5.0

(５２)

１，２年生のときに受けた授業で，自分の考えを発表す
る機会では，自分の考えがうまく伝わるよう，資料や文
章，話の組み立てなどを工夫して発表していたと思いま
すか

55.4 57.7 ▲ 2.3

(６１) 国語の勉強は好きですか 56.6 59.8 ▲ 3.2

(６６)
国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話
したり，書いたりしていますか

57.3 62.2 ▲ 4.9

(４４) 「総合的な学習の時間」の勉強は好きですか 57.7 68.3 ▲ 10.6

(６９)
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

57.7 71.3 ▲ 13.6

(６) 自分には，よいところがあると思いますか 58.0 69.3 ▲ 11.3
(５) 難しいことでも，失敗を恐れないで挑戦していますか 59.9 69.6 ▲ 9.7

(６８)
国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分か
るように気を付けて書いていますか

59.9 66.7 ▲ 6.8
 

 

□その他 

質問(10): 普段（月～金曜日），何時ごろに寝ますか  

区分 午後 9時より前 
午後 9時以降，午
後 10 時より前 

午後 10時以降，
午後 11時より前 

午後 11時以降，
午前 0時より前 午前 0時以降 

稚内市 1.1 8.2 31.1 41.6 17.6 

全 国 0.9 6.2 29.8 41.6 21.5 

 

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 10.5 17.2 27.3 28.5 15.0 1.5 

全 国 10.7 13.4 24.6 30.6 18.2 2.3 
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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 13.1 11.6 18.7 19.1 23.6 13.9 

全 国 9.7 9.2 16.0 22.2 26.3 16.6 

 

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 13.5 10.9 17.2 13.9 9.0 7.5 28.1 

全 国 8.6 8.0 13.5 17.7 15.6 17.5 18.8 

 

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 0.4 7.1 25.1 23.6 18.7 25.1 

全 国 9.4 24.8 33.7 17.7 8.9 5.5 

 

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 0.4 2.6 10.9 24.7 27.0 34.5 

全 国 5.1 11.5 23.5 27.7 21.0 11.0 

 

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 

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 

②，③の両方の内
容を勉強してい
る 

②，③の内容のど
ちらともいえな
い 

稚内市 76.4 2.6 2.2 10.1 8.6 

全 国 38.9 20.5 8.6 27.5 4.4 

 

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 3.7 5.6 17.6 15.4 12.7 44.9 

全 国 5.5 8.1 14.6 21.5 13.1 37.2 

 

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 0.0 6.4 12.7 22.8 58.1 

全 国 2.0 5.6 11.0 23.1 58.0 
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質問(20)：家の手伝いをしていますか 

区分 よくしている 時々している あまりしていない 全くしていない 

稚内市 17.6 49.1 23.2 10.1 

全 国 21.9 45.3 25.4 7.3 

 

質問(22)：家で，学校の宿題をしていますか 

区分 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 

稚内市 44.2 30.3 16.1 9.4 

全 国 68.1 22.0 7.4 2.4 

 

質問(36)：地域社会などでボランティア活動に参加したことがありますか 

区分 参加したことがある 参加したことがない 分からない 

稚内市 33.3 21.0 44.9 

全 国 48.7 21.5 29.6 

 

質問(37):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 4.9 11.2 20.6 63.3 

全 国 6.5 11.8 17.7 63.9 

 

質問(38): 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） 

区分 よく見る 時々見る あまり見ない ほとんど、または、全
く見ない 

稚内市 44.2 40.1 10.9 4.5 

全 国 55.0 32.4 8.0 4.0 

 

質問(60): 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 23.6 12.0 35.2 3.0 2.6 12.0 5.6 

全 国 9.2 10.4 34.9 5.7 15.7 13.2 7.3 

 

質問(70)：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 64.0 30.7 3.4 

全 国 71.7 23.0 3.6 

 

質問(81): 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 37.1 55.1 7.9 

全 国 50.0 42.7 6.1 

 

※「□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〕 59.1 33.1

(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〕

60.0 50.0

(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〕

58.1 41.1

(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〕

59.1 43.6

(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）〔携帯電話やス
マートフォンを持っていない・4時間以上〕

60.3 44.0

(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〕

61.9 47.6

(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〕 59.7 48.1

(23)
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〕

60.9 53.2

(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〕

62.9 53.4

(39) 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〕 57.8 44.9
(64) 読書は好きですか〔当てはまる・当てはまらない〕 61.1 50.5

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〕 57.6 51.4

(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〕

56.6 39.8

(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〕

59.7 45.9

(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）〔携帯電話やス
マートフォンを持っていない・4時間以上〕

60.7 49.8

(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〕

62.2 54.3

(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〕 60.9 49.5

(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〕

60.3 56.0

(39) 学校の規則を守っていますか〔当てはまる・当てはまらない〕 58.6 45.7
(64) 読書は好きですか〔当てはまる・当てはまらない〕 61.5 49.0

質問番号 質問事項
平均正答率

 

 

☞ 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
（14） 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 90.9 93.4

（15）
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

100.0 90.5

（16） 調査対象学年の児童は，礼儀正しいと思いますか 90.9 89.1

（45）
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

81.8 91.9

（51）
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 96.6

（56）

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
合うなどの学習（協働学習）や課題発見・解決型の学習指導を行いましたか

54.6 68.4

（79） 前年度までに，近隣等の中学校と，教育目標を共有する取組を行いましたか 81.9 54.5

（80）
前年度までに，近隣等の中学校と，授業研究を行うなど，合同して研修を行
いましたか

90.9 62.5

（89）
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 97.7

（96）
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 97.3

（97）
調査対象学年の児童に対して，前年度までに，家庭学習の課題の与え方につ
いて，校内の教職員で共通理解を図りましたか（国語／算数共通）

90.9 88.8

（108）
コンピュータ等の情報通信技術を活用して，子供同士が教え合い学び合うな
どの学習（協働学習）や課題発見・解決型の学習指導を学ぶ校内研修を行っ
ていますか

63.7 50.0

（114） 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ますか 100.0 98.6

（115）
学級運営の状況や課題を全教職員の間で共有し，学校として組織的に取り組
んでいますか

100.0 97.9
 

② 中学校調査(抜粋)   

質問
番号 質問事項 稚内市 全国
（14） 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 91.4

（15）
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

85.7 94.5

（16） 調査対象学年の生徒は，礼儀正しいと思いますか 100.0 93.5

（45）
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

100.0 82.2

（51）
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 97.9

（56）

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
合うなどの学習（協働学習）や課題発見・解決型の学習指導を行いましたか

71.4 56.7

（78） 前年度までに，近隣等の小学校と，教育目標を共有する取組を行いましたか 100.0 61.5

（79）
前年度までに，近隣等の小学校と，授業研究を行うなど，合同して研修を行
いましたか

100.0 72.5

（87）
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 95.6

（94）
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 87.5

（95）
調査対象学年の生徒に対して，前年度までに，家庭学習の課題の与え方につ
いて，校内の教職員で共通理解を図りましたか（国語／数学共通）

71.5 82.1

（106）
コンピュータ等の情報通信技術を活用して，子供同士が教え合い学び合うな
どの学習（協働学習）や課題発見・解決型の学習指導を学ぶ校内研修を行っ
ていますか

14.3 40.8

（112） 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ますか 100.0 97.9

（113）
学級運営の状況や課題を全教職員の間で共有し，学校として組織的に取り組
んでいますか

85.7 96.4
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３ 小中学校の状況及び学力向上策 

 【小学校】 

【児童質問紙調査】

　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）

【学校質問紙調査】

「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」とい
う質問に、「２時間以上」と回答した児童の割合が、全
国を下回っている。

「稚内市学校教育推進計画」に基づき、小中連
携教育の推進を図ったことにより、近隣中学校と
の教育目標を共有した取組を行っていると回答
した学校の割合が、全国を上回ったと考えられ
る。

「家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか」とい
う質問に、「している」と回答した児童の割合が、全国
及び全道を上回っている。

○

■稚内市内小学校の状況及び学力向上策（学校数：11、児童数：278名）

○

【教科全体の状況】

【分析】

児童質問紙

○

○

○

教　　　科

「前年度までに、近隣等の中学校と、教育目標を共有
する取組を行いましたか」という質問に、「よく行った」
と回答した学校の割合が、全国を上回っている。

国語Ａでは「話すこと・聞くこと」、「読むこと」、「伝統的
な言語文化と国語の特質に関する事項」で、全国とほ
ぼ同様となっている。

学校全体の学力傾向や課題について、全教職
員の間で共有するとともに、家庭と共通理解を
図った取組を行ったことにより、テレビやビデオ
等の視聴時間が改善傾向になり、家で自分で計
画を立てて勉強していると回答した児童の割合
が、全国を上回ったと考えられる。

○

◎ 学びの連続性を確保するための小中連携教育の推進

◎

◎ 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

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

◎
【稚内市の学力向上策】

学校質問紙

○ 「学校全体の学力傾向や課題について、全教職員の
間で共有していますか」という質問に、「よくしている」
と回答した学校の割合が、全国及び全道を上回って
いる。

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
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【中学校】 

【生徒質問紙調査】

　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）

【学校質問紙調査】　

【分析】

「夢広がる学校づくり推進事業」による学校独自テキストの作成などの取組

「稚内市学校教育推進計画」に基づき、小中連
携教育の推進を図ったことにより、近隣小学校と
の教育課程の接続や共通の目標設定などの取
組を行っていると回答した学校の割合が、全国を
上回ったと考えられる。

◎ 学びの連続性を確保するための小中連携教育の推進

◎

「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」とい
う質問に、「２時間以上」と回答した生徒の割合は、全
国を上回っているが、前年度に比べると改善傾向に
ある。

◎ 巡回指導教員活用事業による授業改善の推進

【稚内市の学力向上策】

学校質問紙

○

○ 「学校全体の学力傾向や課題について、全教職員の
間で共有していますか」という質問に、「よくしている」
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
員の間で共有するとともに、家庭と共通理解を
図った取組を行ったことにより、テレビやビデオ
等の視聴時間やゲームの時間は、前年度から
改善が図られたと考えられる。

○

■稚内市内中学校の状況及び学力向上策（学校数：7、生徒数：269名）

○

【教科全体の状況】

生徒質問紙

○

○○

○

教　　　科

「普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、テ
レビゲームをしますか」という質問に、「２時間以上」と
回答した生徒の割合は、全国を上回っているが、前年
度に比べると改善傾向にある。

「前年度までに、近隣等の小学校と、教科の教育課
程の接続や、教科に関する共通の目標設定など、教
育課程に関する共通の取組を行いましたか」という質
問に、「よく行った」と回答した学校の割合が、全国を
上回っている。

国語Ａでは「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこ
と」、「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事
項」で、全国とほぼ同様となっている。

数学Ａでは「資料の活用」で、全国とほぼ同様となっ
ている。
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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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