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１ 調査の概要 

 

(１) 調査の目的 

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

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

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

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

的な検証改善サイクルを確立する。 

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

習状況の改善等に役立てる。 

 

(２) 調査の対象とする児童生徒 

  稚内市立学校の以下の学年を、原則として全児童生徒を対象に実施した。 

  【小学校調査】 小学校第６学年 

  【中学校調査】 中学校第３学年 

 

(３) 調査事項及び手法 

 ① 教科に関する調査（国語、算数・数学） 

  〔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２９年４月１８日（火） 
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【小学校調査】 

 1 時限目 2 時限目 3 時限目   

 255名 255名 255名 255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   

 300名 300名 300名 300名 300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 29 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 ★★★ 69.2 △ 

書くこと ★★ 60.6 ▼▼ 

読むこと ★★★ 70.2 ▼ 

言語事項 ★★★ 78.0 ▼ 

 

【設問別集計結果】 

設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

１ 

学級文集のタイトルを決める話合

いにおける野村さんの報告の説明

として適切なものを選択する 

互いの話を聞き，考えの共通点

や相違点を整理しながら，進行

に沿って話し合う 

★★★ 69.2 △ 

２一 

お礼の気持ちを伝えるために，ど

のような内容を書いているのか，

書かれている内容の説明として適

切なものを選択する 

目的や意図に応じ，内容の中心

を明確にして，詳しく書く 
★★★ 79.7 ▼▼ 

２二 

手紙の後付けに必要な，日付，署

名，宛て名のそれぞれの位置につ

いて，適切なものを選択する 

手紙の構成を理解し，後付けを

書く 
★ 41.5 ▼▼ 

３ 

学校新聞を書くために，「時の記念

日」についての【資料】から，小

野さんと今村さんが中心に読むと

よい段落をそれぞれ選択する 

目的に応じて，文章の中から必

要な情報を見付けて読む 
★★★ 74.4 ▼ 

４一 
俳句の情景について考えたことと

して適切なものを選択する 

俳句の情景を捉える 

★★★ 79.4 ▼ 

４二 

グループの話合いを通して見付け

た俳句のよさとして適切なものを

選択する 

★★ 57.0 △ 

５ア 

ことわざの使い方の例として適切

なものを選択する 

（三度目の正直） ことわざの意味を理解して，自

分の表現に用いる 

★★★★ 90.0 ▼ 

５イ 

ことわざの使い方の例として適切

なものを選択する 

（もちはもち屋） 

★★★★ 83.6 ▼ 

６ 

【｢外郎売｣の一部】を音読して気

が付いたことの説明として適切な

ものを選択する 

古文における言葉の響きやリズ

ムを楽しみながら読む 
★★★ 71.1 ▼ 

７（１） 
漢字を書く 

（参加たいしょう） 学年別漢字配当表に示されてい

る漢字を正しく書く 

★ 42.0 ▼▼ 

７（２） 
漢字を書く 

（４年生のきぼう者） 
★★★ 80.0 ▼▼ 

７（３） 
漢字を読む 

（申しこみ期限） 学年別漢字配当表に示されてい

る漢字を正しく読む 

★★★★ 94.5 △ 

７（４） 
漢字を読む 

（事務室前） 
★★★★ 88.8 △ 

７（５） 
漢字を書く 

（箱がおいてあります） 

学年別漢字配当表に示されてい

る漢字を正しく書く 
★★★★ 76.8 △ 

７（６） 
漢字を読む 

（指示） 

学年別漢字配当表に示されてい

る漢字を正しく読む 
★★★★ 94.5 △ 
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【下位層の割合】 

区 分 正答数 
全国の下位約 25％と同じ正答数の範囲に含まれる児童の割合（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

平成 27年度 14問中８問以下 33.9 29.4 4.5 
平成 28年度 15問中８問以下 26.0 21.3 4.7 
平成 29年度 15問中 9問以下 22.5 22.3 0.2 

 

【全国平均を超えた設問】 

  学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく書く 

  箱がおいてあります 

 俳句の情景を捉える 

  グループの話合いを通して見付けた俳句のよさとして適切なものを選択する 

 学年別漢字配当表に示されている漢字を正しく読む 

 事務室前、申し込み期限、指示 

 

【課題と改善点】 

  手紙の構成を理解し、後付けを書く 

  ●手紙の構成を理解し、後付けを書くことに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

  手紙を書く際の「前文」「本文」「後付け」といった手紙全体の構成や、後付けにおける署 

名と宛名の位置関係といった手紙の基本的な形式について指導する必要がある。 

 

  目的や意図に応じ、内容の中心を明確にして、詳しく書く 

  ●事実と感想、意見等を区別するとともに、目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書 

くことに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

  実生活においては実用的な文章としての手紙を書くことが求められる。その際、目的や意図 

を明確にして、書く事柄を選び、書きたいことの中心が伝わるように詳しく書いたり簡単に 

書いたりできるように指導する。 

 

 学年別漢字配当表に示されている漢字を文の中で正しく使う 

  ●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 

   参加たいしょう、４年生のきぼう者 

 ≪学習指導にあたって≫ 

  日常生活の中で漢字を適切に使うことができるようにすることが重要である。そのためには、 

読み方や字形に注意してくり返し練習することに留まらず、同じ音や同じ部分を持つ漢字と 

の違いや、文脈の中での使い方に着目できるように指導することも大切である。 
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 俳句の情景を捉える 

●俳句の情景について考えたこと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≫ 

季節感や風情、俳句にこめた思いなどを思い浮かべること、七音五音を中心としたリズムか

ら、国語の美しい響きを感じ取りながら音読したり暗唱したりすることを通して、文語の調

子に親しむことができるように指導する。 
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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 ★★★ 64.9 ▼ 

書くこと ★★ 53.4 ▼ 

読むこと ★ 49.2 ▼ 

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 

スピーチの練習の様子を記録した

動画を見る目的として，適切なも

のを選択する 

動画を見る目的を捉えることを

通して，目的や意図に応じ，適

切な言葉遣いで話す 

★★★ 77.2 ▼ 

１二 

グループの話合いの中で，石田さ

んたちは，スピーチメモを使うこ

とのよさについてどのように考え

ているかについて書く 

話の構成を工夫して話すことが

できるなどのスピーチメモのよ

さを捉える 

★★★ 69.2 ▼ 

１三 

折り紙のみりょくについて，スピ

ーチメモとグループの話合いで出

された意見を基に書く 

目的や意図に応じて，話の構成

や内容を工夫し，場に応じた適

切な言葉遣いで自分の考えを話

す 

★ 48.4 ▼ 

２一 

【緑のカーテン作りへの協力のお

願い】における文章の構成の工夫

として当てはまるものを選択する 

目的や意図に応じて，文章全体

の構成を考える 
★★★ 70.8 ▼ 

２二 

【友達の考え】と同じ考えの人を

説得するために引用する文章を，

【『緑のカーテンを始めよう』の一

部】から選択する 

目的や意図に応じ，引用して書

く 
★★★ 70.9 ▼ 

２三 

「水やりに協力してくれる人をぼ

集します」の［ イ ］に入る内

容を，中学生からの【アドバイス】

を基に書く 

目的や意図に応じ，必要な内容

を整理して書く 
★ 33.0 △ 

３一 

「きつねの写真」を読み，登場人

物の相互関係と場面についての描

写を捉え，［ Ａ ］に当てはまる

言葉として適切なものを選択する 

登場人物の相互関係や心情，場

面についての描写を捉える 
★★★ 75.9 ▼ 

３二 

「きつねの写真」を読んだあとの

話合いにおけるア・イの発言の意

図として，適切なものをそれぞれ

選択する 

自分の考えを広げたり深めたり

するための発言の意図を捉える 
★ 28.0 ▼ 

３三 

「きつねの写真」から取り上げた

言葉や文を基に，松ぞうじいさん

ととび吉がきつねだと考えたわけ

をまとめて書く 

物語を読み，具体的な叙述を基

に理由を明確にして，自分の考

えをまとめる 

★ 43.7 ▼ 

 

【下位層の割合】 

区 分 正答数 
全国の下位約 25％と同じ正答数の範囲に含まれる児童の割合（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

平成 27年度 ９問中４問以下 37.0 26.5 10.5 
平成 28年度 10問中４問以下 41.7 29.8 11.9 
平成 29年度 ９問中３問以下 27.2 23.2 4.0 
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【全国平均を超えたまたはほぼ同じ設問】 

  目的や意図に応じて、話の構成や内容を工夫し、場に応じた適切な言葉遣いで自分の考え 

を話す 

 物語を読み、具体的な叙述を基に理由を明確にして、自分の考えをまとめる 

 

【課題と改善点】 

  登場人物の相互関係や心情、場面についての描写を捉える 

●登場人物の相互関係や心情、場面についての描写を捉え、優れた叙述について自分の考え

をまとめることに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

  心に残った叙述を取り上げ、その叙述をどのように解釈したのか、自分の考えを明らかにし 

て話し合い、一人ひとりの感じ方に違いがあることに気付き、各自の読みを広げていくこと 

ができるように指導する。 

 

 動画を見る目的を捉えることを通して、目的や意図に応じ、適切な言葉遣いで話す 

  ●目的や意図に応じて、事柄が明確に伝わるように話の構成を工夫しながら、場に応じた適 

切な言葉遣いで話すことに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

  文字言語としての書き言葉と比べると、話し言葉には、発せられたとたんに消えていくとい 

う特性や、聞き手の反応やその場の状況などの影響を強く受けながら理解されたり表現され 

たりするという特質がある。より良いスピーチにするために、児童が自分自身の話や話す様 

子をふり返り、次に生かすことができるようにすることが重要である。 

 

  目的や意図に応じて、文章全体の構成を考える 

  ●自分の考えを明確に表現するために、文章全体の構成の効果を考えることに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

  自分の考えを明確に伝えるためには、目的や意図に応じて文章全体の構成の効果を考えて書 

くことが重要である。文章の種類や特徴を踏まえた上で、自分の考え及び相手の理解が明確 

になるように、文章の構成を工夫する必要がある。 

 

  目的や意図に応じ、引用して書く 

  ●引用したり、図表やグラフなどを用いたりして自分の考えが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≫ 

  実生活で生きて働く国語の能力として、目的に応じて、適切に引用できるようになることは 

大切である。その際「自分の考えを補説したい」「説得力を高めたい」などの目的意識を持 

たせ、引用の必要性や効果を実感できるように指導することが大切である。 
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 話の構成を工夫して話すことができるなどのスピーチメモの良さを捉える 

  ●目的や意図に応じて、事柄が明確に伝わるように話の構成を工夫しながら、場に応じた適 

切な言葉遣いで話すことに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

  高学年では、目的に応じて、話の構成を工夫しながら場に応じた適切な言葉遣いで話す必要 

がある。「目的や意図に応じて、事柄が明確に伝わるように話の構成を工夫する」すること 

の「意図」には、自分の意図だけではなく、相手の意図も含んでいる。スピーチなど、まと 

まった発表などを行う際には、発表原稿を基に話すことのみならず、スピーチメモを活用し 

て話すことができるように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 ★★★ 80.6 ▼ 

量と測定 ★★★ 68.8 ▼▼ 

図形 ★★★ 81.1 ▼ 

数量関係 ★★★ 79.6 ▼ 

 

【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） 
リボンを２ｍ買ったときの代金と

３ｍ買ったときの代金を書く 

具体的な問題場面において，乗

法で表すことができる二つの数

量の関係を理解している 

★★★★ 96.9 △ 

１（２） 

買ったリボンの長さと，１ｍ当た

りのリボンの値段と，代金が，そ

れぞれ数直線上のどこに当てはま

るかを選ぶ 

１より小さい小数をかける乗法

の問題場面を理解し，数量の関

係を数直線に表すことができる 

★★★ 69.9 ▼▼ 

１（３） 

６０×０．４を，６０×４を基に

して考えるときの，正しい積の求

め方を選ぶ 

小数の乗法の計算において，乗

数を整数に置き換えて考えると

きの，乗法の性質を理解してい

る 

★★★★ 91.0 ▼ 

２（１） １２３×５２を計算する 
整数の乗法の計算をすることが

できる 
★★★★ 85.2 ▼ 

２（２） １０．３＋４を計算する 
小数と整数の加法の計算をするこ

とができる 
★★★ 79.7 ▼ 

２（３） ６＋０．５×２を計算する 
加法と乗法の混合した整数と小

数の計算をすることができる 
★★★ 66.6 ▼▼ 

２（４） ５÷９の商を分数で表す 商を分数で表すことができる ★★★ 69.2 ▼ 

３ ８と１２の最小公倍数を求める 
二つの数の最小公倍数を求める

ことができる 
★★★★ 86.2 ▼ 

４ 

重さ，長さについて任意単位によ

る測定を基に比較しているものを

選ぶ 

任意単位による測定について理

解している 
★★★ 70.7 ▼▼ 

５ 

示された平行四辺形の面積の，半

分の面積である三角形を正しく選

ぶ 

高さが等しい平行四辺形と三角

形について，底辺と面積の関係

を理解している 

★★★ 67.0 ▼▼ 

６ 

円を使って正五角形をかくとき，

円の中心のまわりの角を何度ずつ

に分割すればよいかを書く 

正五角形は，五つの合同な二等

辺三角形で構成できることを理

解している 

★★★ 75.5 ▼ 

７ 
立方体の展開図から，示された面

と平行な面を選ぶ 

立方体の面と面の位置関係を理

解している 
★★★★ 86.7 ▼ 

８ 

はじめに持っていたシールの枚数

を□枚としたときの，問題場面を

表す式を選ぶ 

未知の数量を表す□を用いて，

問題場面を除法の式に表すこと

ができる 

★★★ 83.6 ▼▼ 

９（１） 
出席番号１番の人は二次元表のど

こに入るかを選ぶ 

資料を二次元表に分類整理する

ことができる 
★★★★ 88.0 ▼ 

９（２） 二次元表の合計欄に入る数を書く 
資料から，二次元表の合計欄に

入る数を求めることができる 
★★ 62.8 ▼▼ 
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【下位層の割合】 

区 分 正答数 
全国の下位約 25％と同じ正答数の範囲に含まれる児童の割合（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

平成 27年度 16問中９問以下 32.8 21.7 11.1 
平成 28年度 16問中 10問以下 35.6 24.2 11.4 
平成 29年度 15問中 10問以下 32.7 27.3 5.4 

 

【全国平均を超えたまたはほぼ同じ設問】 

 具体的な問題場面において、情報で表すことができる２つの数量の関係を理解している 

 小数と整数の加法の計算をすることができる 

 ２つの数の最小公倍数を求めることができる 

 

【課題と改善点】 

  資料から、二次元表の合計欄に入る数を求める事ができる 

  ●目的に応じて資料を集めて分類整理し、表やグラフを用いてわかりやすく表したり特徴を 

調べたりすることに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

  二次元表に示された数値が適切なものであるかどうかを確かめる方法の一つが、「合計」の 

数値に着目することである。そのためにも、二次元表の合計欄の意味を理解することが大切 

である。 

 

  任意単位による測定について理解している 

  ●長さについての理解を深めるとともに、重さについて単位と測定の意味を理解し、重さの 

測定ができることに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

  児童が、既習の量の比較や測定の方法を想起して新たに学習する量の比較や測定に活用する 

ことができるように、既習の内容をふり返ったり、比較や測定の方法について見通しを持っ 

たりすることができるようにするなど、授業の展開を工夫することが考えられる。また、長 

さやかさなどの異なる種類の量の比較や測定の方法について共通点を見いだし総合的に捉 

える活動も考えられる 

 

 未知の数量を表す□を用いて、問題場面を除法の式に表すことができる 

  ●数量の関係を表す式について理解し、式を用いることができることに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

場面を的確に捉えることができるように、図を用いたり、□に具体的な数値を当てはめたり

して考察する活動が考えられる。 
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  高さが等しい平行四辺形と三角形について、底辺と面積の関係を理解している 

●図形の面積を計算によって求めることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

底辺の長さと高さがそれぞれ等しい平行四辺形と三角形においては、図形の向きや形に依存

せずに、三角形の面積は平行四辺形の面積の半分であることを理解できるようにすることが

大切である。面積を求める式と具体的な図の併用で、高さを固定した平行四辺形や三角形に

ついて、面積の求め方の理解を深めることも大切である。 

 

  加法と乗法の混合した整数と小数の計算をすることができる 

  ●小数とその加法及び減法についての理解を深めるとともに、小数の乗法及び除法の意味に 

ついて理解し、それらを用いることができることに課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

  計算の順序についてのきまりは、単に暗記するだけではなく、具体的な場面と関連付けなが 

ら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 ★ 52.8 ▼ 

量と測定 ★ 47.0 ▼▼ 

図形 ★ 13.2 ▼ 

数量関係 ★ 40.0 ▼▼ 

 

【設問別集計結果】 

設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

１（１） 
カードの差が４の場合の，２けた

のひき算の式と答えを書く 

示された条件を基に，適切な式

を立てることができる 
★★★ 76.0 ▼ 

１（２） 
示された考えを基に，５４－４５

の場合で残る部分を図に表す 

示された考えを解釈し，数を変

更した場合も同じ関係が成り立

つことを，図に表現することが

できる 

★★★ 81.8 ▼ 

１（３） 
２けたのひき算の答えを求めるこ

とができるきまりを書く 

問題に示された二つの数量の関

係を一般化して捉え，そのきま

りを記述できる 

★ 38.6 ▼ 

２（１） 

小さい封筒で手紙を送る場合と大

きい封筒で手紙を送る場合の，料

金の差の求め方と答えを書く 

料金の差を求めるために，示さ

れた資料から必要な数値を選

び，その求め方と答えを記述で

きる 

★ 40.4 ▼ 

２（２） 

１３本の直線を使う場合，手紙の

用紙の長い辺を３等分するのは，

何本目の直線と交わった点かを書

く 

直線の数とその間の数の関係に

着目して，示された方法を問題

場面に適用することができる 

★ 27.4 ▼ 

３（１） 
飛び離れた数値を除いた場合の平

均を求める式を選ぶ 

飛び離れた数値を除いた場合の

平均を求める式を判断すること

ができる 

★★ 67.9 ▼▼ 

３（２） 
仮の平均の考えを活用して，測定

値の平均を求める 

仮の平均を用いた考えを解釈

し，示された数値を基準とした

場合の平均の求め方を記述でき

る 

★ 26.1 ▼▼ 

４（１） 

示された式の中の数が表す意味を

書き，その数が表のどこに入るか

を選ぶ 

示された式の中の数の意味を，

表と関連付けながら正しく解釈

し，それを記述できる 

★ 39.8 ▼▼ 

４（２） 

学年全体の人数に対するハンカチ

とティッシュペーパーの両方を持

ってきた人数の割合を表している

グラフを選ぶ 

割合を比較するという目的に適

したグラフを選ぶことができる 
★ 29.3 ▼▼ 

５（１） 

「最小の満月の直径」の図に対し

て，「最大の満月の直径」の割合を

正しく表している図を選ぶ 

示された割合を解釈して，基準

量と比較量の関係を表している

図を判断できる 

★★ 65.0 ▼▼ 

５（２） 

与えられた情報から，基準量，比

較量，割合の関係を捉え，「最大の

満月の直径」に近い硬貨を選び，

選んだわけを書く 

身近なものに置き換えた基準量

と割合を基に，比較量を判断し，

その判断の理由を記述できる 

★ 13.2 ▼ 
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【下位層の割合】 

区 分 正答数 
全国の下位約 25％と同じ正答数の範囲に含まれる児童の割合（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

平成 27年度 13問中３問以下 35.3 25.2 10.1 
平成 28年度 13問中３問以下 30.8 20.0 10.8 
平成 29年度 11問中３問以下 35.6 30.5 5.1 

 

【全国平均とほぼ同じ設問】 

  示された条件を基に、適切な式を立てることができる 

 

【課題と改善点】 

  仮の平均を用いた考えを解釈し、示された数値を基準とした場合の平均の求め方を記述で 

きる 

  ●数量の関係を表す式について理解し、式を用いることができるようにすることに課題があ 

る。また、量の大きさの測定値について理解に課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

  測定値の平均を求める際は、平均がおよそどのくらいになるのかを見積もったり、能率的 

に処理するために工夫して計算したりすることが大切である。仮の平均の考え方を活用す 

ることで、平均を工夫して処理する事ができる場合があることを実感できるようにする。 

 

  飛び離れた数値を除いた場合の平均を求める式を判断することができる 

  ●数量の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。 

≪学習指導にあたって≫ 

日常生活や他教科での学習場面で平均を求める際、平均を求める式の意味を場面や状況と関

連づけて考察し、適切に平均を求める事ができるようにすることが大切である。 

 

 割合を比較するという目的に適したグラフを選ぶことができる 

●資料を分類整理し、表やグラフを用いてわかりやすく表したり読み取ったりすることに 

課題がある。 

 ≪学習指導にあたって≫ 

目的に合った適切な表やグラフを選択し表したり、読み取ったり、グラフどうしを関連づけ

て解釈したりするなど、目的に応じて表やグラフを活用できるようにすることが大切である。

その際、棒グラフは数量の大きさを示し、帯グラフや円グラフは数量の割合を示すなど目的

があることを理解できるようにすることが大切である。さらに、同じ割合を表すグラフであ

っても、目的に応じて表現の仕方が異なる場合があることを理解できるようにすることも大

切である。 

 

  示された割合を解釈して、基準量と比較量の関係を表している図を判断できる 

  ●百分率について理解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≫ 

示された割合を基に、基準量と比較量の関係を捉えるためには、割合が二つの数量の関係で

あり、比較量が基準量に対してどの程度の大きさなのかを示すものであることを理解できる

ようにすることが大切である。 
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  示された式の中の数の意味を、表と関連付けながら正しく解釈し、それを記述できる 

  ●目的に応じて資料を集めて分類整理し、表やグラフを用いてわかりやすく表したり特徴を 

調べたりすることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

分類整理した資料を目的に応じて二次元表に作り直す活動を通して、二次元表の理解を深め

ることができる。日常生活の問題の解決のために、目的を明確にし、その目的に応じて資料

を集めて分類整理したり、それを表やグラフなどにわかりやすく表現したり、特徴を調べた

り、読み取ったりすることが大切である。 
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⑥ 中学校国語 A(主として知識)                             

 

【学習指導要領の領域別集計結果】 

区 分 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

話すこと・聞くこと ★★★ 75.4 ▼ 

書くこと ★★★★ 85.7 ▼ 

読むこと ★★★ 73.8 ▼▼ 

伝統的な言語文化と国語の特質 ★★★ 77.2 ▼▼ 

 

【設問別集計結果】 

設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

１ 
画面に示された字幕についての説

明として適切なものを選択する 

話し言葉と書き言葉との違いを

理解する 
★★★ 81.4 ▼▼ 

２一 

スピーチをより分かりやすくする

ためにイラストを提示する箇所と

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 
★★★★ 87.8 ▼ 

２二 
スピーチの構成を説明したものと

して適切なものを選択する 

事実と考えとの関係に注意し，

構成を工夫して話す 
★★★ 79.6 ▼ 

３一 
それまでがんばってきた様子が読

み手により伝わるように書き直す 

書いた文章を読み返し，語句の

使い方を工夫して書く 
★★★ 86.0 ▼▼ 

３二 
一文を書き加える際に参考にした

助言として適切なものを選択する 

書いた文章についての助言を基

に，自分の表現を見直す 
★★★★ 84.3 ▼ 

４一 
見出しの内容に対するまとめとし

て適切なものを選択する 
文章の要旨を捉える ★★★ 81.0 ▼▼ 

４二 
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，表現の特徴

について自分の考えをもつ 
★★★ 72.9 ▼ 

５一 

〈立候補者から〉の欄の書き方を

説明したものとして適切なものを

選択する 

文章の構成を工夫して分かりや

すく書く 
★★★ 79.8 ▼ 

５二 

〈推薦者から〉の欄に書き加える

具体例に使う情報として適切なも

のを選択する 

目的や意図に応じて材料を集

め，自分の考えをまとめる 
★★★★ 92.7 ▼ 

６一 

登場する人物を整理したものに当

てはまる人物の組合せとして適切

なものを選択する 場面の展開や登場人物の描写に

注意して読み，内容を理解する 

★★★ 74.8 ▼▼ 

６二 

「どれもこれも仁王を蔵している

のはなかった」の意味として適切

なものを選択する 

★★ 60.1 ▼▼ 

７一 
先生から必要な情報をもらうため

に適した発言に直す 

相手に分かりやすいように語句

を選択して話す 
★ 54.0 ▼▼ 

７二 
結論にたどり着いた理由として適

切なものを選択する 

話すための材料を人との交流を

通して集める 
★★★ 80.4 ▼ 

８一 
詩について説明したものとして適

切なものを選択する 

文章の表現の仕方について自分

の考えをもつ 
★★★ 81.9 ▼▼ 

８二 

二人の交流の様子について説明し

たものとして適切なものを選択す

る 

文章に表れているものの見方や

考え方について，交流を通して

自分の考えを広くする 

★★★ 72.3 ▼ 

９一１ 
漢字を書く（組織のキボを大きく

する） 

文脈に即して漢字を正しく書く 

★ 62.8 ▼▼ 

９一２ 
漢字を書く（雨で運動会がエンキ

になる） 
★★ 62.3 ▼▼ 

９一３ 漢字を書く（店をイトナむ） ★★★★ 85.4 ▼ 
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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 

９二１ 漢字を読む（覚悟を決める） 

文脈に即して漢字を正しく読む 

★★★★ 98.7 △ 

９二２ 漢字を読む（鮮やかな色合い） ★★★★ 94.5 ▼▼ 

９二３ 漢字を読む（水が垂れる） ★★★★ 94.3 ▼ 

９三ア 
適切な語句を選択する（えりを正

して話を聞く） 

語句の意味を理解し，文脈の中

で適切に使う 

★★★ 76.9 ▼▼ 

９三イ 

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） 

★ 61.4 ▼▼ 

９三ウ 

適切な敬語を選択する（先生もこ

の書店をよくご利用になるのです

ね） 

★★★★ 85.7 ▼ 

９三エ 

適切な語句を選択する（私は映画

が大好きです。ただし，映画なら

何でも見るわけではありません） 

★★★★ 95.5 △ 

９三オ 
適切な語句を選択する（チームの

勝利を確信する） 
★★★★ 94.2 △ 

９四 
言い直した意図として適切なもの

を選択する 
助詞の働きについて理解する ★★★★ 91.6 ▼ 

９五 
話合いの記録として適切な言葉を

考える 

事象や行為などを表す多様な語

句について理解する 
★ 35.8 ▼▼ 

９六１ 
楷書と比較したときの行書の説明

として適切なものを選択する 
楷書と行書との違いを理解する ★ 49.6 ▼▼ 

９六２ 
行書で書かれた「和」の特徴の組

合せとして適切なものを選択する 
行書の特徴を理解する ★★★ 63.7 ▼ 

９七１ 
「徒然草」の中の語句の訳を抜き

出す（あやしう） 

古文と現代語訳とを対応させて

内容を捉える 
★★★ 77.2 ▼ 

９七２ 
「徒然草」の作品の種類として適

切なものを選択する 

古典には様々な種類の作品があ

ることを知る 
★★★ 78.5 ▼ 

 

【下位層の割合】 

区 分 正答数 
全国の下位約 25％と同じ正答数の範囲に含まれる児童の割合（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

平成 27年度 33問中 21問以下 30.8 23.0 7.8 
平成 28年度 33問中 22問以下 33.7 26.5 7.2 
平成 29年度 32問中 21問以下 35.4 23.2 12.2 

 

【全国平均を超えたまたはほぼ同じ設問】 

  語句の意味を理解し、文脈の中で適切に使う 

  適切な語句を選択する（チームの勝利を確信する） 

  文脈に即して漢字を正しく読む 

  助詞の働きについて理解する 
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【課題と改善点】 

 文脈に即して漢字を正しく書く 

●学年別配当表に示されている漢字を書き、文や文章の中で使うことに課題がある。 

組織のきぼを大きくする、雨で運動会がえんきになる 

≪学習指導にあたって≫ 

漢字を書くことの指導においては、字体、字形、音訓、意味や用法などの知識を得させ、文

脈に即して漢字を書くように注意しながら学習させる必要がある。また、「話すこと・聞く

こと」の学習や他教科などの学習の中でも、同音の漢字や形が似ている漢字などの間違えや

すい漢字について意識させるようにする事が大切である。漢字を書く力を養うためには、実

際に書く活動を通して、漢字を正しく用いる態度と習慣を養う必要がある。そのためには、

必要に応じて辞書を引くことを習慣づけることが有効である。さらに書写の学習との関連を

図り、楷書で正しく整った文字を書くよう指導することも大切である。 

 

 楷書と行書の違いを理解する 

●伝統的な言語文化と国語の特質に関して、漢字の行書の基礎的な描き方を理解することに

課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

書写の指導では、楷書と行書のそれぞれの特徴について理解することができるように指導す

る必要がある。その際、硬筆及び毛筆を使用する書写の指導は各学年で行い、毛筆を使用す

る書写の指導は硬筆による書写の能力の基礎を養うことに留意する。 

 

 事象や行為などを表す多様な語句について理解する 

●事象や行為等を表す多様な語句について理解を深めるとともに、話しや文章の中の語彙に

ついて関心を持つことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

事象や行為などを表す多様な語句を、生活の中の様々な場面や状況に応じて、適切に使うこ

とができるようにする必要がある。その際、漢語などを用いて短い言葉で表す方が良いのか、

文や文章を用いて丁寧に表す方が良いなど、目的や場面を踏まえて考えさせることが大切で

ある。 

 

 場面の展開や登場人物の描写に注意して読み、内容を理解する 

●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。 

≪学習指導にあたって≫ 

文学的な文章を読む際には、文脈に即して語句の意味を的確に捉えながら読むように指導す

る必要がある。その際、その語句の一般的な意味を踏まえ、思考力や想像力を働かせて、文

脈の中における具体的、個別的な意味を捉えるよう指導する。 

 

 

 

 



 - 18 - 

 語句の意味を理解し文脈の中で適切に使う 

●伝統的な言語文化と国語の特質に関して課題がある。 

えりを正して話を聞く、よい結果を早く出したいときは、急がば回れといわれる（略） 

≪学習指導にあたって≫ 

ことわざや慣用句の指導については、各教科などの学習や読書活動をする中で出会った言葉

を取り上げ、それぞれの意味を確認するとともに、具体的な使用例を考えるなどの学習活動

が有効である。その際、語源などを確かめたり、似た意味や反対の意味の言葉を整理したり

するように指導する。 
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⑥ 中学校国語 B(主として活用)                             

 

【学習指導要領の領域別集計結果】 

区 分 
正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

話すこと・聞くこと ★★★ 72.4 ▼▼ 

書くこと ★★ 60.8 ▼ 

読むこと ★★★ 72.1 ▼ 

伝統的な言語文化と国語の特質 ★ 41.1 ▼ 

 

【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 

本の紹介カードに書かれている登

場人物の様子が具体的に表現され

ている箇所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 
★★★★ 84.1 ▼ 

１二 
地の文にある言葉を発した人物を

文章の中から抜き出す 

場面の展開や登場人物などの描

写に注意して読み，内容を理解

する 

★★★★ 84.1 ▼ 

１三 
比喩を用いた表現に着目し，感じ

たことや考えたことを書く 

表現の仕方について捉え，自分

の考えを書く 
★ 41.4 ▼ 

２一 
スピーチの中で実演を行った意図

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 
★★★★ 85.4 ▼ 

２二 

聞き手が話し手に伝えようとして

いることとして適切なものを選択

する 

話の論理的な構成や展開などに

注意して聞く 
★★★ 74.2 ▼▼ 

２三 
スピーチの内容を聞き手からの意

見に基づいて直す 

相手の反応を踏まえながら，事

実や事柄が相手に分かりやすく

伝わるように工夫して話す 

★ 57.6 ▼▼ 

３一 
下書きについての説明として適切

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 
★★★ 75.3 ▼▼ 

３二 

太宰治と他の作家との関係を書き

直したもの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 
★★★ 78.7 ▼▼ 

３三 

アンケートをとる対象と質問内

容，その質問についての回答を基

にした内容を載せることで興味を

もってもらえると考えた理由を書

く 

必要な情報を集めるための見通

しをもつ 
★★★ 68.8 △ 

 

【下位層の割合】 

区 分 
正答数 全国の下位約 25％と同じ正答数の範囲に含まれる児童の割合（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

平成 27年度 ９問中４問以下 29.7 20.7 9.0 
平成 28年度 ９問中４問以下 32.1 25.4 6.7 
平成 29年度 ９問中５問以下 31.0 27.8 3.2 
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【全国平均を超えたまたはほぼ同じ設問】 

  必要な情報を集めるための見通しを持つ 

 登場人物の言動の意味を考え、内容を理解する 

 場面の展開や登場人物などの描写に注意して読み、内容を理解する 

 

【課題と改善点】 

 話の論理的な構成や展開などに注意して聞く 

●話の論理的構成や展開等に注意して聞き、自分の考えと比較することに課題がある。 

≪文章の構成や展開、表現の効果について考える≫ 

  説明的な文章において、書き手は読み手の理解を促すために、文章の構成や展開を工夫した 

り、一つ一つの表現を工夫して書いている。自分の考えを支える根拠となる段落や部分など 

をあげて説明するように指導することが重要である。 

 

 相手の反応を踏まえながら、事実や事柄が相手にわかりやすく伝わるように工夫して話す 

●全体と部分、事実と意見との関係に注意して話しを構成し、相手の反応を踏まえながら話

すことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

スピーチをする際には、自分の伝えたいことが聞き手に対して十分に伝わる内容や表現の仕

方になっているかを考えて話を構成し、場の状況や聞き手の様子に応じて話すように指導す

る必要がある。 

 

 目的に応じて必要な情報を読み取る 

●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。 

≪学習指導にあたって≫ 

一つの資料からの情報だけでは不充分な場合には、複数の資料から情報を得る必要がある。

その際、資料の内容を吟味し、書かれた内容についての真意や適否を見極めながら必要な情

報を取り出し、得た情報を適切に関連付けたり、再構成したりするように指導することが大

切である。 

 

  集めた材料を整理して文章を構成する 

●集めた材料を分類するなどして整理するとともに、段落の役割を考えて文章を構成するこ

とに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

  材料のまとまりや書く順序を工夫して文章を構成するよう指導する必要がある。新聞やパン

フレット、発表のための資料などを編集する際には、紙全体で何を伝えるのかという目的を

明確にした上で、情報をどのようなまとまりで示すのか、どのような順序で配置するかなど

構成を考えて書くことが大切である。 
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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 ★★★ 70.4 ▼▼ 

図形 ★★★ 66.0 ▼ 

関数 ★★ 57.4 ▼ 

資料の活用 ★★ 57.6 ▼▼ 

 

【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） 5/9×2/3を計算する 分数の乗法の計算ができる ★★★ 87.1 ▼▼ 

１（２） 
aと bが負の数のときに四則計算

の結果が負の数になるものを選ぶ 

２つの負の数の和は負の数にな

ることを理解している 
★★ 69.3 ▼▼ 

１（３） 10－６÷(－２)を計算する 

加減乗除を含む正の数と負の数

の計算において，計算のきまり

にしたがって計算できる 

★★★ 75.6 ▼▼ 

１（４） 
３月 25日を基準にして３月 23日

を負の数で表す 

実生活の場面において，ある数量

が正の数と負の数で表されること

を理解している 

★★★★ 89.4 ▼▼ 

２（１） 
５mの重さが aｇの針金の１mの重

さを， a を用いた式で表す 

数量の関係を文字式で表すこと

ができる 
★ 56.3 ▼▼ 

２（２） 
100－20a＝b の式が表される場面

を選ぶ 

与えられた文字式の意味を，具

体的な事象の中で読み取ること

ができる 

★★ 75.4 ▼▼ 

２（３） 
(２x＋５y)－(６x－３y)を計算す

る 

整式の加法と減法の計算ができ

る 
★★★ 78.5 ▼ 

２（４） 
等式 x＋４y＝１ を y について

解く 

等式を目的に応じて変形するこ

とができる 
★ 56.1 ▼▼ 

３（１） 
一元一次方程式 ４x＝７x＋15 を

解く 

簡単な一元一次方程式を解くこ

とができる 
★★★★ 82.7 ▼ 

３（２） 
数量の関係を一元一次方程式で表

す 

具体的な場面で，一元一次方程

式をつくることができる 
★ 52.8 ▼▼ 

３（３） 
x＋y＝２ の解の意味について選

ぶ 

二元一次方程式の解の意味を理

解している 
★ 59.6 ▼▼ 

３（４） 

連立二元一次方程式 

 x＋y＝５ 

 x/6＋y/3＝１  を解く 

簡単な連立二元一次方程式を解く

ことができる 
★ 62.2 ▼▼ 

４（１） 
角の二等分線の作図の根拠となる

対称な図形を選ぶ 

角の二等分線の作図が図形の対

称性を基に行われていることを

理解している 

★★ 67.4 ▼▼ 

４（２） 
△ＡＢＣを，点Ａから点Ｐに移す

ように平行移動した図形をかく 

平行移動した図形をかくことが

できる 
★★★★ 90.6 ▼ 

４（３） 
半径が５cm，中心角が 120°の扇形

の弧の長さを求める 

扇形の弧の長さを求めることが

できる 
★ 30.7 ▼▼ 

５（１） 
直方体において，与えられた辺に

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 
★★★ 67.0 ▼ 

５（２） 
１回転させると円錐ができる平面

図形として正しいものを選ぶ 

円錐が回転体としてどのように

構成されているかを理解してい

る 

★★★★ 90.1 △ 

５（３） 

立方体の見取図を読み取り，２つ

の線分の長さの関係について，正

しい記述を選ぶ 

見取図に表された立方体の面上

の線分の長さの関係を読み取る

ことができる 

★★★ 80.2 ▼ 

５（４） 円柱の体積を求める 
円柱の体積を求めることができ

る 
★ 51.8 ▼▼ 
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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 

６（１） 
錯角の位置にある角について正し

い記述を選ぶ 
錯角の意味を理解している ★★ 43.1 △△ 

６（２） 

n角形の１つの頂点からひいた対

角線によって分けられる三角形の

数を選ぶ 

多角形の内角の和の求め方を理

解している 
★★★ 69.4 △ 

７（１） 
証明で用いられている三角形の合

同条件を書く 

証明の根拠として用いられてい

る三角形の合同条件を理解して

いる 

★★★ 78.6 ▼ 

７（２） 

与えられた方法で作図された四角

形が，いつでも平行四辺形になる

ことの根拠となる事柄を選ぶ 

作図の手順を読み，根拠として

用いられている平行四辺形にな

るための条件を理解している 

★ 49.1 ▼▼ 

８ 

事柄「∠ＡＢＤ＝∠ＣＢＤ，∠Ａ

ＤＢ＝∠ＣＤＢ 

ならば，ＡＢ＝ＣＢである。」の仮

定をすべて書く 

命題の仮定と結論を区別し，与

えられた命題の仮定を読み取る

ことができる 

★★★ 74.3 ▼ 

９ 

長方形の縦の長さと面積の関係

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 ★ 20.6 ▼ 

10（１） 

比例 y＝４x について，x の値が

３のときの  

y の値を求める 

与えられた比例の式について， 

xの値に対応する yの値を求める

ことができる 

★★★ 84.6 ▼▼ 

10（２） 比例のグラフから式を求める 

与えられた比例のグラフから， 

xと yの関係を y＝axの式で表

すことができる 

★ 57.1 ▼▼ 

10（３） 反比例の表から比例定数を求める 

与えられた反比例の表におい

て，比例定数の意味を理解して

いる 

★ 34.4 ▼▼ 

11（１） 
一次関数のグラフの傾きと切片の

値を基に，式で表すことができる 

一次関数のグラフの傾きと切片

の値を基に，xと yの関係を y

＝ax＋b の式で表すことができ

る 

★★★ 75.9 ▼ 

11（２） 
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 

与えられた一次関数の表におい

て，変化の割合の意味を理解し

ている 

★★ 56.0 △ 

12 

線香が燃えるときの時間と長さの

関係を表した 

グラフを基に，２cm燃えるときの

時間を選ぶ 

具体的な事象における２つの数

量の変化や対応を，グラフから

読み取ることができる 

★★ 67.6 ▼▼ 

13 
二元一次方程式が表すグラフを選

ぶ 

二元一次方程式を関数を表す式

とみて，そのグラフの傾きと切

片の意味を理解している 

★★★ 63.0 ▼ 

14（１） 反復横とびの記録の範囲を求める 範囲の意味を理解している ★ 28.6 ▼ 

14（２） 

６月１日から30日までの記録を表

した度数分布表から，ある階級の

相対度数を求める 

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 

★ 45.5 ▼▼ 

15（１） 

さいころを投げるときに「同様に

確からしい」ことについての正し

い記述を選ぶ 

「同様に確からしい」ことの意

味を理解している 
★★★ 78.0 ▼▼ 

15（２） 

赤玉３個，白玉２個の中から玉を

１個取り出すとき，その玉が赤玉

である確率を求める 

簡単な場合について，確率を求

めることができる 
★★★ 78.3 △ 
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【下位層の割合】 

区 分 
正答数 全国の下位約 25％と同じ正答数の範囲に含まれる児童の割合（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

平成 27年度 36問中 17問以下 39.7 24.7 15.0 
平成 28年度 36問中 16問以下 33.1 25.1 8.0 
平成 29年度 36問中 17問以下 33.9 25.2 8.7 

 

【全国平均を超えた設問】 

  多角形の内角の和の求め方を理解している 

  簡単な場合について、確率を求めることができる 

 円錐が回転体としてどのように構成されるかを理解している 

 与えられた一次関数の表において、変化の割合の意味を理解している 

 

【課題と改善点】 

 与えられた文字式の意味を、具体的な事象の中で読み取ることができる 

●文字を用いて数量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ことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

様々な問題解決の場面で文字式を利用する際に、事象における数量の関係や法則を文字式で

表したり、文字式で表された事柄や数量の関係を読みとったりすることができるように指導

することが大切である。 

 

 錯角の意味を理解している 

●観察、操作や実験などの活動を通して、基本的な平面図形の性質を見いだし、平行線の性

質を基にしてそれらを確かめることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

２直線に１直線が交わってできる角で、互いに同位角や錯角の位置にある角を見いだす活動

を取り入れ、それらの角の位置関係について理解できるように指導することが大切である。

２直線に１直線が交わる場合、「２直線の位置関係にかかわらず、同位角や錯角は存在する」、

「２直線が平行ならば、同位角や錯角はそれぞれ等しくなる」事を確認する場面を設定する

ことが大切である。 

 

 簡単な連立二元一次方程式を解くことができる 

●連立二元一次方程式について理解し、それ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≫ 

連立二元一次方程式を解く場面において、２つの文字のうち一方の文字を消去して一元一次

方程式に帰着させれば良いという考え方を理解し、適切に変形できるように指導する。 
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 数量の関係を文字式で表すことができる 

●文字式を用いて数量の関係や法則などを式に表現したり式の意味を読みとったりする能

力を培うとともに、文字を用いた式の計算に課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

具体的な数や言葉を使った式を利用して数量の関係を捉え、その関係を文字式で表すことが

できるように指導することが大切である。 

 

 作図の手順を読み、根拠として用いられている平行四辺形になるための条件をを理解し 

ている 

●図形の合同について理解し図形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、論理的考察をし表現する能力を養うことに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

平行四辺形の作図の手順に用いられている条件や、具体物に見られる平行四辺形になるため

の条件を指摘する活動を取り入れ、平行四辺形になるための条件を具体的な場面で捉え、そ

れを用いることができるように指導する。 

 

 等式を目的に応じて変形することができる 

●具体的な事象の中に数量関係を見いだし、それを文字を用いて式に表現したり式の意味を

読みとったりする能力を養うことのほか、文字を用いた式の四則計算をすることに課題があ

る。 

≪学習指導にあたって≫ 

等式の変形は、方程式を解いたり、二元一次方程式を関数関係を表す式と見て考察したりす

る際に必要であることから、ある文字について解くことの意味を理解しながら確実にできる

ように指導する。 

 

 加減乗除を含む正の数と負の数の計算において、計算のきまりにしたがって、計算できる 

●具体的な場面を通して正の数と負の数について理解し、その四則計算ができるようにする

とともに、正の数と負の数を用いて表現し考察することに課題がある 

≪学習指導にあたって≫ 

正の数と負の数の範囲において、計算のきまりに従って確実に計算できるように指導するこ

とが大切である。  

 

 具体的な事象における２つの数量の変化や対応を、グラフから読みとることができる 

●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、

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能力を養うことに

課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

具体的な事象の中にある２つの数量の変化や対応を調べる際に、具体的な事象とグラフを関

連付けて捉えることができ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 ★ 46.3 ▼▼ 

図形 ★ 47.1 ▼▼ 

関数 ★ 50.8 ▼▼ 

資料の活用 ★ 49.1 ▼▼ 

 

【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） 

隣り合う４枚の正三角形の真ん中

の１枚をある模様としたときに，

残りの３枚にできる模様を選ぶ 

事象を図形間の関係に着目して

観察し，対称性を的確に捉える

ことができる 

★★★ 67.5 ▼▼ 

１（２） 

四角形ＡＢＣＤの模様が１回の回

転移動によって四角形ＢＥＦＧの

模様に重なるとき，どのような回

転移動になるかを説明する 

２つの図形の関係を回転移動に

着目して捉え，数学的な表現を

用いて説明することができる 

★ 14.0 ▼▼ 

１（３） 

与えられた模様となるような万華

鏡を作りたいときに，その基とな

る正三角形の模様を選ぶ 

与えられた模様について，図形

の移動に着目して観察し，対称

性を的確に捉えることができる 

★★ 52.8 ▼ 

２（１） 
六角形を５個つくるのに必要なス

トローの本数を求める 

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 
★★★ 80.4 ▼ 

２（２） 

六角形を n 個並べて６本ずつ囲

んだときに，２回数えているスト

ローを n を用いた式で表す 

与えられた説明の筋道を読み取

り，事象を数学的に表現するこ

とができる 

★ 44.1 ▼▼ 

２（３） 

六角形を n 個つくるのに必要な

ストローの本数を，６＋５（n－１）

という式で求めることができる理

由を説明する 

事象と式の対応を的確に捉え，

事柄が成り立つ理由を説明する

ことができる 

★ 14.5 ▼▼ 

３（１） 

与えられた表やグラフから，５月

31日から４日経過したときに貯水

量が 2820万 m3であったことを表

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 

★★★★ 90.8 ▼ 

３（２） 

与えられた表やグラフを用いて，

貯水量が 1500万 m3になるまでに

５月 31日から経過した日数を求

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 

★ 18.4 ▼▼ 

３（３） 
与えられた式から，aの変域に対

応する bの変域を求める 

数学的な表現を事象に即して解

釈し，的確に処理することがで

きる 

★ 43.2 ▼▼ 

４（１） 

２つの角の大きさが等しいこと

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 
★ 44.1 ▼▼ 

４（２） 
∠ＢＡＤと∠ＣＢＥが 20°のと

き，∠ＢＥＡの大きさを求める 

付加された条件の下で，図形の

性質を用いることができる 
★ 60.0 ▼▼ 

４（３） 

点Ｄと点ＥをＢＤ＝ＣＥの関係を

保ったまま動かしたとき，∠ＢＦ

Ｄの大きさについて，正しい記述

を選ぶ 

証明した事柄を用いて，新たな

性質を見いだすことができる 
★ 44.5 ▼ 

５（１） 
１週間の総運動時間が 420分のと

き，含まれる階級の度数を求める 

資料から必要な情報を適切に読

み取ることができる 
★★★ 79.3 ▼▼ 
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設問 

番号 
設問の概要 出題の趣旨 

正答率（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

５（２） 

全校生徒の女子の中で，若菜さん

の 1週間の総運動時間が長い方か

どうかを判断するための根拠とな

る値として適切なものを選ぶ 

与えられた情報から必要な情報

を選択し，事象に即して解釈す

ることができる 

★ 50.3 ▼ 

５（３） 

「420分未満より 420分以上の女

子の方が,合計点が高い傾向にあ

る」と主張できる理由を，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 

★ 17.6 ▼▼ 

 

【下位層の割合】 

区 分 
正答数 全国の下位約 25％と同じ正答数の範囲に含まれる児童の割合（％） 

稚内市 全国 全国との比較 

平成 27年度 15問中３問以下 40.9 28.8 12.1 
平成 28年度 15問中３問以下 32.2 21.3 10.9 
平成 29年度 15問中 14問以下 32.9 22.5 10.4 

 

【全国平均とほぼ同じ設問】 

  与えられた模様について、図形の移動に着目して観察し、対称性を的確に捉えることが 

できる 

 与えられた表やグラフから、必要な情報を適切に読みとることができる 

 

【課題と改善点】 

 筋道を立てて考え、証明することができる 

●図形の合同について理解し図形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≫ 

結論を導くには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道筋を立てて考えたりする活動を取り

入れ、証明できるように指導することが大切である。その際、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。 

 

 付加された条件の下で、図形の性質を用いることができる 

●観察操作や実験等の活動を通して、基本的な平面図形の性質を見いだし、平行線の性質を

もとにしてそれらを確かめることに課題がある。  

≪学習指導にあたって≫ 

辺の長さや角の大きさなどを求める場面を設定し、図形の性質を用いることができるように

指導することが大切である。 
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 数学的な表現を事象に即して解釈し、的確に処理することができる 

●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、

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≫ 

問題解決において用いた式を事象に即して捉え直す活動を取り入れ、式を事象に即して解釈

できるように指導する。その際、変域を正しく求めることだけではなく、具体的な事象につ

いて、変域を使って表現することや変域を意識しながら事象を捉え説明することも大切であ

る。 

 

 与えられた説明の筋道を読みとり、事象を数学的に表現することができる 

●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とったりする能力

を培うとともに、文字を用いた式の計算ができることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

数量の関係や法則などを事象に即して解釈し、説明の筋道を立てて考え、式に表すことがで

きるように指導することが大切である。 

 

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

●目的に応じて資料を収集し、コンピュータを用いたりするなどして表やグラフに整理し、

代表値や資料の散らばりに着目してその資料を読みとることに課題がある。 

≪学習指導にあたって≫ 

資料の分布の様子を捉える場面を設定し、資料の傾向を的確に捉えて判断できるように指導

する事が大切である。 

 

 事象と式の対応を的確に捉え、事柄が成り立つ理由を説明することができる 

●文字を用いて数量関係や法則などを式に表現したり式の意味を読みとったりする能力を

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事象に即して説明できるよう指導することが大切である。その際、事

柄の意味を事象に即して読みとり、読みとった意味に基づいて、根拠を明確にすることが大

切である。 
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 (２) 学習状況調査(質問紙調査) 

 

① 小学校児童質問紙調査 

○「高い傾向」を示した質問項目 

設問 

番号 
質問事項 稚内市 全国 差 

（50） 友達との約束を守っていますか 96.4 97.2 ▲ 0.8 

（28） 
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 
95.7 96.1 ▲ 0.4 

（30） 家で，学校の宿題をしていますか 95.7 96.9 ▲ 1.2 

（34） 学校で，友達に会うのは楽しいと思いますか 94.5 96.4 ▲ 1.9 

（52） 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 94.1 96.1 ▲ 2.0 

（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 
92.9 94.3 ▲ 1.4 

（１） 朝食を毎日食べていますか 92.6 95.4 ▲ 2.8 

（35） 学校で，好きな授業がありますか 91.0 93.0 ▲ 2.0 

（70） 国語の勉強は大切だと思いますか 90.6 91.2 ▲ 0.6 

（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 89.4 94.8 ▲ 5.4 

（79） 算数の勉強は大切だと思いますか 89.0 92.0 ▲ 3.0 

（３） 毎日，同じくらいの時刻に起きていますか 88.7 91.2 ▲ 2.5 

（61） 
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 
88.3 88.2 0.1 

（91） 調査問題の解答時間は十分でしたか（算数Ａ） 88.3 87.1 1.2 

（89） 調査問題の解答時間は十分でしたか（国語Ａ） 88.2 86.6 1.6 

（53） 人の役に立つ人間になりたいと思いますか 87.8 92.5 ▲ 4.7 

（63） 
５年生までに受けた授業で扱うノートには，学習の目標（めあて・

ねらい）とまとめを書いていたと思いますか 
87.1 88.7 ▲ 1.6 

（49） 学校のきまりを守っていますか 86.7 92.6 ▲ 5.9 

（73） 
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 
84.7 87.9 ▲ 3.2 

（46） 

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） 

84.7 84.6 0.1 

（84） 
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 
84.3 89.1 ▲ 4.8 

（87） 
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 
83.5 86.0 ▲ 2.5 

（37） 
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 
83.2 87.8 ▲ 4.6 

（９） 
友達と話し合うとき，友達の考えを受け止めて，自分の考えを持つ

ことができていますか 
82.8 85.5 ▲ 2.7 
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設問 

番号 
質問事項 稚内市 全国 差 

（56） 
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 
81.6 84.7 ▲ 3.1 

（57） 
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 
81.6 84.5 ▲ 2.9 

（39） 
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 
81.2 85.1 ▲ 3.9 

（51） 人が困っているときは，進んで助けていますか 81.2 85.3 ▲ 4.1 

（38） 先生は，あなたのよいところを認めてくれていると思いますか 80.8 86.0 ▲ 5.2 

（71） 国語の授業の内容はよく分かりますか 80.4 82.2 ▲ 1.8 
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●「低い傾向」を示した質問項目  

設問 

番号 
質問事項 稚内市 全国 差 

（45） 新聞を読んでいますか 22.8 21.0 1.8 

（48） 
将来，外国へ留学したり，国際的な仕事に就いたりしてみたいと思

いますか 
24.3 33.6 ▲ 9.3 

（44） 
地域の大人（学校や塾・習い事の先生を除く）に勉強やスポーツを

教えてもらったり，一緒に遊んだりすることがありますか 
33.7 41.1 ▲ 7.4 

（42） 
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 42.3 ▲ 5.0 

（31） 家で，学校の授業の予習をしていますか 40.8 41.0 ▲ 0.2 

（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 44.3 52.2 ▲ 7.9 

（27） 
家の人（兄弟姉妹を除く）と将来のことについて話すことがありま

すか 
46.6 50.4 ▲ 3.8 

（36） 

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 

49.0 50.3 ▲ 1.3 

（26） 
テレビを見る時間やゲームをする時間などのルールを家の人と決

めていますか 
50.2 58.3 ▲ 8.1 

（92） 調査問題の解答時間は十分でしたか（算数Ｂ） 50.2 52.5 ▲ 2.3 

（66） 
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 
53.7 59.5 ▲ 5.8 

（67） 
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 
54.5 53.7 0.8 

（60） 

５年生までに受けた授業で，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 

58.0 64.9 ▲ 6.9 

（32） 家で，学校の授業の復習をしていますか 58.1 53.8 4.3 

（65） 
５年生までに受けた授業や課外活動で地域のことを調べたり，地域

の人と関わったりする機会があったと思いますか 
58.5 70.2 ▲ 11.7 

（75） 
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 
58.8 63.4 ▲ 4.6 

（83） 
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 
59.2 69.1 ▲ 9.9 

（29） 家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか 59.2 64.5 ▲ 5.3 
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□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 30.2 35.3 22.4 12.2 
全 国 38.6 39.3 14.9 7.0 

 

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 58.8 34.1 6.3 0.8 
全 国 60.1 34.2 5.0 0.8 

 

質問(12): 普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの時間，テレビやビデオ・ＤＶＤを見たり,聞いた

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

く） 

区分 4時間以上 
3時間以上,4時
間より少ない 

2時間以上,3時
間より少ない 

1時間以上,2時
間より少ない 

1 時間より少な
い 

全く見たり,聞
いたりしない 

稚内市 19.6 17.3 24.3 23.5 12.5 2.7 
全 国 16.6 16.1 23.0 27.3 14.8 2.1 

 

質問(13): 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 20.0 12.5 17.3 23.1 20.8 6.3 
全 国 9.3 8.3 13.5 24.4 30.4 14.0 

 

質問(14): 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 7.5 9.0 7.8 12.2 12.9 16.5 34.1 
全 国 3.8 3.2 5.0 8.5 12.2 30.5 36.7 

 

質問(15): 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 4.7 6.3 34.1 39.2 12.9 2.7 
全 国 11.9 15.2 37.3 24.3 8.4 2.9 

 

質問(16):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 3.1 2.0 11.0 26.3 38.8 18.8 
全 国 7.1 5.1 12.4 32.7 32.9 9.7 

 



 - 32 - 

質問(17):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 72.2 8.6 7.1 4.7 7.1 
全 国 53.7 23.5 6.9 8.6 6.8 

 

質問(18): 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 8.6 8.6 21.6 24.3 14.9 22.0 
全 国 6.9 9.9 19.7 26.8 16.1 20.5 

 

質問(19): 昼休みや放課後，学校が休みの日に，本（教科書や参考書，漫画や雑誌は除く）を読んだり，

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

区分 
だいたい週に 4 回
以上行く 

週に 1～3回程度行
く 

月に 1～3回程度行
く 

年に数回程度行く 
ほとんど,または,
全く行かない 

稚内市 2.0 9.4 18.8 33.3 35.7 
全 国 3.0 12.6 23.0 28.6 32.4 

 

質問(43): 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 25.1 27.1 45.1 
全 国 35.4 23.9 38.9 

 

質問(45):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 7.5 15.3 23.9 53.3 
全 国 7.8 13.2 19.2 59.6 

 

質問(46):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 51.4 33.3 9.4 5.9 
全 国 54.5 30.1 9.4 6.0 

 

質問(77): 今回の国語の問題について，解答を文章で書く問題がありましたが，どのように解答しま 

したか  

区分 
全ての書く問題で最後まで解答
を書こうと努力した 

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

書く問題は全く解答しなかった 

稚内市 74.9 22.4 1.6 
全 国 77.2 20.1 1.9 
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質問(88): 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 66.3 29.8 3.5 
全 国 69.9 27.1 2.1 
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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  

設問 

番号 
質問事項 稚内市 全国 差 

（52） 友達との約束を守っていますか 98.0 97.4 0.6 

（91） 調査問題の解答時間は十分でしたか（国語Ａ） 97.1 94.0 3.1 

（51） 学校の規則を守っていますか 96.0 95.2 0.8 

（８） 
友達と話し合うとき，友達の話や意見を最後まで聞くことができま

すか 
95.3 94.6 0.7 

（１） 朝食を毎日食べていますか 94.7 93.2 1.5 

（20） 学校の部活動に参加していますか 94.7 86.6 8.1 

（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 94.0 94.7 ▲ 0.7 

（93） 調査問題の解答時間は十分でしたか（数学Ａ） 93.7 89.5 4.2 

（55） 人の役に立つ人間になりたいと思いますか 93.7 91.9 1.8 

（３） 毎日，同じくらいの時刻に起きていますか 93.3 92.4 0.9 

（36） 学校で，友達に会うのは楽しいと思いますか 92.7 94.6 ▲ 1.9 

（65） 
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 
92.7 80.3 12.4 

（83） 数学ができるようになりたいと思いますか 92.4 91.2 1.2 

（54） 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 92.1 92.8 ▲ 0.7 

（63） 
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 
92.0 87.8 4.2 

（92） 調査問題の解答時間は十分でしたか（国語Ｂ） 89.7 86.3 3.4 

（72） 国語の勉強は大切だと思いますか 89.1 88.8 0.3 

（59） 
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 
88.4 81.8 6.6 

（９） 
友達と話し合うとき，友達の考えを受け止めて，自分の考えを持つ

ことができますか 
87.7 88.4 ▲ 0.7 

（30） 
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 
87.4 84.1 3.3 

（89） 
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 
87.3 81.3 6.0 

（40） 先生は，あなたのよいところを認めてくれていると思いますか 87.0 80.4 6.6 

（58） 
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 
86.3 84.4 1.9 

（48） 

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） 

85.0 86.7 ▲ 1.7 

（32） 家で，学校の宿題をしていますか 84.4 89.5 ▲ 5.1 

（53） 人が困っているときは，進んで助けていますか 84.4 84.4 0.0 
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設問 

番号 
質問事項 稚内市 全国 差 

（39） 
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 
84.1 86.0 ▲ 1.9 

（66） 

１，２年生のときに受けた道徳の時間では，自分の考えを深めたり，

学級やグループで話し合ったりする活動に取り組んでいたと思い

ますか 

82.7 76.0 6.7 

（41） 
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 
82.7 75.5 7.2 

（75） 
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 
82.7 83.3 ▲ 0.6 

（81） 数学の勉強は大切だと思いますか 81.8 81.1 0.7 

（94） 調査問題の解答時間は十分でしたか（数学Ｂ） 81.7 76.7 5.0 

（60） 

１，２年生のときに受けた授業では，学級やグループの中で自分た

ちで課題を立てて，その解決に向けて情報を集め，話し合いながら

整理して，発表するなどの学習活動に取り組んでいたと思いますか 

81.0 71.3 9.7 

（35） 学校に行くのは楽しいと思いますか 80.4 80.9 ▲ 0.5 
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●「低い傾向」を示した質問項目  

設問 

番号 
質問事項 稚内市 全国 差 

（47） 新聞を読んでいますか 17.3 14.9 2.4 

（50） 
将来，外国へ留学したり，国際的な仕事に就いてみたりしたいと思

いますか 
24.6 32.9 ▲ 8.3 

（33） 家で，学校の授業の予習をしていますか 26.5 31.7 ▲ 5.2 

（46） 
地域の大人（学校や塾・習い事の先生は除きます。）に勉強やスポ

ーツを教えてもらったり，一緒に遊んだりすることがありますか 
27.6 23.6 4.0 

（44） 
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 
31.2 33.4 ▲ 2.2 

（28） 
テレビを見る時間やゲームをする時間などのルールを家の人と決

めていますか 
32.2 34.0 ▲ 1.8 

（85） 
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 45.3 ▲ 10.8 

（38） 

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 

47.1 40.5 6.6 

（80） 数学の勉強は好きですか 49.5 55.4 ▲ 5.9 

（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 53.2 50.5 2.7 

（34） 家で，学校の授業の復習をしていますか 54.9 50.5 4.4 

（43） 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 55.2 59.2 ▲ 4.0 

（56） 
「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 
56.8 64.3 ▲ 7.5 

（31） 家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか 57.5 51.5 6.0 

（62） 

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 

58.8 57.9 0.9 

（69） 
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 
59.5 62.8 ▲ 3.3 

（77） 
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 
59.8 55.6 4.2 

 

□その他 

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 9.3 15.9 25.9 31.6 15.0 2.3 
全 国 12.0 13.3 23.8 30.1 18.3 2.4 
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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，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 15.6 10.6 21.6 22.6 16.3 13.3 
全 国 11.4 10.0 16.2 21.4 24.3 16.6 

 

質問(14): 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 7.6 13.3 16.3 23.3 10.3 13.3 15.9 
全 国 9.5 8.6 14.1 18.2 15.9 17.5 16.1 

 

質問(15): 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 3.3 11.0 32.9 31.6 12.3 9.0 
全 国 10.1 25.3 34.2 17.2 8.3 4.9 

 

質問(16): 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 1.7 5.3 17.9 30.2 29.6 15.3 
全 国 5.7 12.1 24.0 27.6 20.4 10.0 

 

質問(17)：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 75.4 6.6 2.7 10.0 5.0 
全 国 38.5 20.3 8.7 28.3 4.1 

 

質問(18)：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 5.6 6.3 13.3 23.3 14.3 37.2 
全 国 5.7 8.3 15.2 22.2 12.8 35.6 

 

質問(19)：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 1.3 4.3 13.3 22.6 58.5 
全 国 2.2 5.9 11.3 22.5 58.0 
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質問(32)：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 54.8 29.6 10.0 5.6 
全 国 67.7 21.8 7.5 2.9 
 

質問(45)：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 36.9 19.9 43.2 
全 国 49.7 20.9 29.2 
 

質問(47):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 6.3 11.0 16.3 66.4 
全 国 5.3 9.6 15.5 69.5 
 

質問(48): 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 51.8 33.2 10.0 5.0 
全 国 51.8 34.9 8.6 4.4 
 

質問(79)：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 75.7 22.3 2.0 
全 国 72.3 23.6 3.3 

 

質問(90): 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 46.2 46.5 5.6 
全 国 55.4 37.9 5.3 
※「□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)  

質問 

番号 
質問事項 

平均正答率 

肯定 否定 

（２） 毎日，同じくらいの時刻に寝ていますか 63.2  43.6  

（３） 毎日，同じくらいの時刻に起きていますか 62.7  54.0  

（13） 

普段（月曜日から金曜日），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 

60.4  54.3  

（14） 

普段（月曜日から金曜日），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） 

65.6  47.0  

（29） 家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか 61.5  54.1  

（30） 家で，学校の宿題をしていますか 62.0  38.9  

（31） 家で，学校の授業の予習をしていますか 66.6  58.8  

（32） 家で，学校の授業の復習をしていますか 65.6  57.1  

（49） 学校のきまりを守っていますか 63.1  60.9  

（72） 読書は好きですか 64.8  57.7  

 

② 中学校調査(抜粋)  

質問 
番号 

質問事項 
平均正答率 

肯定 否定 

（１） 朝食を毎日食べていますか 61.5  42.0  

（２） 毎日，同じくらいの時刻に寝ていますか 59.9  53.3  

（３） 毎日，同じくらいの時刻に起きていますか 58.4  52.1  

（13） 

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 

60.6  56.2  

（14） 

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） 

60.6  56.8  

（31） 家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか 66.6  55.6  

（32） 家で，学校の宿題をしていますか 63.0  54.2  

（33） 家で，学校の授業の予習をしていますか 58.4  60.3  

（34） 家で，学校の授業の復習をしていますか 63.0  56.3  

（51） 学校の規則を守っていますか 61.5  56.8  

（74） 読書は好きですか 63.5  51.9  
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☞ 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。 



 - 41 - 

(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 
肯定 

稚内市 全国 

（12） 調査対象学年の児童は，熱意をもって勉強していると思いますか 90.0  94.2  

（13） 
調査対象学年の児童は，授業中の私語が少なく，落ち着いていると思い

ますか 
80.0  90.7  

（14） 調査対象学年の児童は，礼儀正しいと思いますか 90.0  89.5  

（42） 
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 
100.0  92.6  

（48） 

調査対象学年の児童に対して，前年度までに，学習規律（私語をしない，

話をしている人の方を向いて聞く，聞き手に向かって話をする，授業開

始のチャイムを守るなど）の維持を徹底しましたか 

90.0  96.7  

（52） 

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 

80.0  71.6  

（76） 
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 
80.0  58.1  

（77） 
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 
100.0  65.6  

（87） 
ＰＴＡや地域の人が学校の諸活動（学校の美化，登下校の見守り，学校

行事の支援など）にボランティアとして参加してくれますか 
100.0  98.6  

（94） 
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  97.0  

（95） 
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） 
100.0  89.6  

（109） 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  98.8  

（110） 
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  98.0  
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② 中学校調査(抜粋)   

質問 
番号 

質問事項 
肯定 

稚内市 全国 

（12） 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  91.7  

（13） 
調査対象学年の生徒は，授業中の私語が少なく，落ち着いていると思い

ますか 
100.0  94.6  

（14） 調査対象学年の生徒は，礼儀正しいと思いますか 100.0  93.7  

（42） 
調査対象学年の生徒に対して，前年度までに，本やインターネットなど

を使った資料の調べ方が身に付くよう指導しましたか 
83.3  83.5  

（48） 

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  98.0  

（52） 

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 

66.7  63.8  

（75） 
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 
83.3  63.4  

（76） 
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  74.8  

（85） 
ＰＴＡや地域の人が学校の諸活動（学校の美化，登下校の見守り，学校

行事の支援など）にボランティアとして参加してくれますか 
100.0  97.5  

（92） 
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  87.6  

（93） 
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） 
83.3  82.2  

（107） 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  98.4  

（108） 
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  96.6  
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３ 小中学校の状況及び学力向上策 

 【小学校】 
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【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※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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