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Ⅲ－(２)中学校理科（１／４） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 平成30年9月30日

◆　　平成30年度　全国学力・学習状況調査結果　《中学校・理科》　　◆

■調査結果の概要

○内容
　　　・
　 領域

「物理的領域」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.99で、全国平均
正答率をわずかに下回っている。
(佐賀市73.7％）（全国74.4％）
「化学的領域」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.98で、全国平均
正答率をわずかに下回っている。
(佐賀市63.4％）（全国65.0％）
「生物的領域」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.97で、全国平均
正答率をわずかに下回っている。
(佐賀市70.6％）（全国72.5％）
「地学的領域」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.98で、全国平均
正答率をわずかに下回っている。
(佐賀市56.8％）（全国57.8％）

○グラフ

問題の結果

○全体 全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.98で、全国平均正答率をわずかに下回って
いる。
(佐賀市65.0％）（全国66.1％）

○評価
     の
   観点

「科学的な思考・表現」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.98で、全
国平均正答率をわずかに下回っている。
(佐賀市63.8％）（全国64.9％）
「観察・実験の技能」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.99で、全国
平均正答率をわずかに下回っている。
(佐賀市66.0％）（全国67.0％）
「自然事象についての知識・理解」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合
は、0.98で、全国平均正答率をわずかに下回っている。
(佐賀市67.1％）（全国68.7％）
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Ⅲ－(２)中学校理科（２／４） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 平成30年9月30日

■調査結果の分析　【 成果 （強み） 】

問題
番号

活
用

領域 観点 出題のねらい

3(3) ○ 地学 思考・表現

シミュレーションの結果
について考察し、台風の
進路を決める条件を指
摘できる

正答率53.6％で全国より1.3ポイント高かった。台風の進路に密接に関わって
いる３つの条件のうち、A～Dの結果では太平洋高気圧(小笠原気団)以外の
条件が同じである。そのため、偏西風や台風発生地点が台風進路に関係し
ていることは、これらの結果からは言えないことを判断すれば正答できる。

分　　　　　　　　析

2(1) ○ 生物 思考・表現

無脊椎動物と軟体動物
の体のつくりの特徴に関
する知識を活用できる

全国の正答率（86.2％）よりわずかに低いが85.6％の高い正答率であった。
無脊椎動物と軟体動物の体のつくりの特徴に関する知識を活用し、イカとタ
コが軟体動物であると判断することができている。

6(2)
抵抗

物理 知識・理解

オームの法則を使って、
抵抗の値を求めることが
できる

正答率54.3％で全国より2.4ポイント高かった。表から抵抗を求めるために必
要な電流と電圧の値を読み取り、オームの法則をつかって、抵抗の値を求め
る問題。電流を表から読み取る問題が全国より下回ったことから、読み取る
ことさえできない生徒と計算までできる生徒の二極化が感じられた。

5(1) 生物 知識・理解

神経系の働きについて
の知識を身に付けている

正答率57.4％で全国とほぼ同じ（＋0.2ポイント）であった。神経系のはたらき
についての知識を身につけるとともに、刺激を受けてから筋肉に信号が伝わ
るまでの、反応の経路を理解していれば正答できる。

7(2) ○ 地学 思考・表現

緊急地震速報を受け
取ってからＳ波による揺
れが始まるまでの時間
が最も長い観測地点を
指摘できる

正答率79.4％で全国より0.9ポイント高かった。A～Dの4つの地点の地震の記
録において、S波による主要動の始まる時刻をとらえ、比較して判断する問
題。地震計の記録と初期微動、主要動を、関連付けておくと正答できる。

6(3) ○ 物理 思考・表現

豆電球と豆電球型のＬＥ
Ｄの点灯の様子と電力と
の関係を指摘できる

正答率は全国より1ポイント低いものの90.4％の高い正答率であった。電力
の違いによって発生する光の量に違いがあるという知識を活用して、観察・
実験の結果を分析して解釈し、豆電球と豆電球型のＬＥＤの点灯の様子と電
力との関係(ＬＥＤの方が消費電力が小さいこと)を指摘することができてい
る。

8(3) ○ 化学
関心・意欲・態度

思考・表現

探究の過程を振り返り、新たな疑
問をもち問題を見いだし探究を深
めようとしている
アルミニウムは水の温度変化に
関係していることについての新た
な問題を見いだすことができる

正答率75.4％で全国より1.4ポイント高かった。探究の過程を振り返り、自分
なりにアルミニウムについて新たな疑問をもち、問題を見いだす意欲と考え
る力が問われる問題。(なお、無回答の割合が全体の20.7％あることから、自
然事象への関心を高める工夫も望まれる。)

7(3) ○
地学
物理

思考・表現

初期微動継続時間の長
さと震源からの距離の関
係の知識と音の速さに関
する知識を活用できる

全国より1.6ポイント低いが、92.8％と言う高い正答率。「地震の揺れの伝わり
方」の初期微動継続時間の長さと震源からの距離の関係の知識と、「光と音
の伝わり方」の空気中を伝わる音の速さに関する知識の両方を関連付ける
ことができている。

○グラフ
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Ⅲ－(２)中学校理科（３／４） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 平成30年9月30日

■調査結果の分析　【 課題 （弱み） 】

問題
番号

活
用

領域 観点 出題のねらい 分　　　　　　　　析

3(2) 地学 知識・理解

太平洋高気圧（小笠原
気団）の特徴についての
知識を身に付けている

全国に対して5.5ポイント低い。選択式であるため、各々の選択肢のちがいを理解し、
適切に判断できる能力が必要である。小笠原気団の特徴を、「あたたかくて乾燥して
いる」とした誤答が全国より3.6ポイントも多かった。夏の日差しのからっとしたイメージ
で答えていると想像される。そうした感覚を否定してはならないものの、海上の気団は
水分を多く含みやすいという科学的な根拠の基に知識を習得するようにしたい。

2(4) ○ 生物 思考・表現

１つの要因を変えるとそ
の他にも変わる可能性
のある要因を指摘できる

全国に対して3.3ポイント低く、正答率58.0％、無解答率9.5％であった。水温や水の蒸
発に伴う変化を解答すべきところ、「光の強さ」や「蛍光灯」、「明るい窓際の光」などの
誤答が全国より3.4ポイントも多かった。問題文に「明るさ以外にも変わってしまう条件」
と記載されていることから、光が強いと明るくなるという関連を捉えていない生徒が多
いことが分かる。光源と明るさと関連付けて捉えることが必要と考えられる。

4(3) ○ 化学 思考・表現

化学変化を表したモデル
を検討して改善し、原子
や分子のモデルで説明
できる

正答率47.4％、無解答率15.2％であった。記述式であるため、自分の考えを科学的に
表現する能力が必要である。「化学変化の前後で、原子の種類と数が同じにならなく
てはならない」という決まりが分かっていないための誤答が多かった。特に「酸素」をか
くべきところに「酸素以外の原子」をかいた誤答は全国より3.6ポイントも多い。化学反
応を粒子モデルで捉えて化学反応式を完成させることに習熟する必要がある。

4(2) ○ 化学 思考・表現

炎の色と金網に付くスス
の量を調べる実験を計
画する際に、「変えない
条件」を指摘できる

正答率42.0％、無解答率15.0％であった。記述式であるため、自分の考えを科学的に
表現する能力が必要である。全国に比べ、「炎の大きさ」や「炎の色」など、炎について
記述した誤答がやや多く見られた。「ガスの量」が「炎の大きさ」を決め、「空気の量」が
「炎の色」を決めるという量的な関連性が捉えられていないことが誤答の原因と見られ
る。量的・関係的な視点をもって考えさせる必要がある。

7(1) 地学 知識・理解

地震の揺れの強さが震
度であることと、S波によ
る揺れが主要動であるこ
との知識を身に付けてい
る

全国に対して2.8ポイント低く、正答率52.3％であった。選択式であるため、各々の選択
肢のちがいを理解し、適切に判断できる能力が必要である。「地震の揺れの強さ」を
「マグニチュード」と誤答した生徒は27.2％もいた。「震度」と「マグニチュード」の意味を
理解できていないと考えられる。「震度」と「マグニチュード」のちがいに注目して、説明
する力が必要である。

5(2) ○ 生物 思考・表現

反応の時間を測定する
装置や操作を刺激と反
応に対応させた実験を計
画できる

全国に対して4.3ポイント低い。選択式解答であった。Zをアと誤答した生徒は全国より
4.2ポイントも多かった。問題文では「話しかけられる」と記載されているが、「話しかけ
る」と読み間違えると誤答する。理科では「何」が「何」に「どのように」作用しているの
か等、現象を言語として明確に説明する力が必要であり、普段の学習からそうした表
現方法やその理解に習熟させる必要がある。

9(2) ○ 地学 思考・表現

植物を入れた容器の中
の湿度が高くなる蒸散以
外の原因を指摘できる

全国に対して0.8ポイント上回るものの、正答率が20.2％と低く、無解答率が19.6％も
あった。問題文には「植物から出るだけで湿度が上がっているのか」と疑問を持ったの
だから、植物以外の対象を捉え、そこからの蒸発に原因を求めて解答すべきである。
「空気の湿度が変わった」等という誤答が多かった。空気の湿度なら、植物なしも同じ
になるため、条件が同じになってしまう。条件制御について習熟する必要がある。

8(1) 化学 知識・理解

アルミニウム原子の記号
の表し方についての知
識を身に付けている

全国に対して5.2ポイント低い。選択式解答であった。アルミニウムの記号を「al」とした
誤答が全国より2.7ポイントも多い。「原子の記号をアルファベット２文字で表す場合
は、一文字目が大文字となる」など、基本的な知識が欠如している。授業においては、
単なる記号の暗記だけに留まらず、こうしたルールや規則性もきちんと捉えさせる等、
尐しの取り組みで改善できると考えられる。

○グラフ
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■評価の観点については、以下のように表記しています。 ■内容・領域については、以下のように表記しています。

Ⅲ－(２)中学校理科（４／４） 佐賀市教育委員会

○ 自然事象についての知識・理解の指導改善
　知識・理解の問題全8問中6問は、知識の定着が全国に比べると弱い。地震によるP波とS波と初期微動と主要動の関係、日
本付近の4つの気団の特徴と発生する位置との関係など、知識として関連付けて定着させることが望まれる。また、元素記号
の1文字目は大文字、2文字目は小文字というように、単純だが丁寧に覚える必要もある。基本的な用語については、他の
様々な知識と関連付けたり、より意識化したりして、記憶することが大切である。なお、繰り返して確実に記憶するためには、
家庭学習と連携することも工夫する必要がある。

○ クロス集計等の分析と指導改善
○観察・実験の計画、考察に力を入れる。
　「理科の授業では、理科室で観察・実験をどのくらい行いましたか」という質問に対して、「週1回以上」と回答した佐賀市の生
徒は53.8%で全国の40.7%を大きく上回った。これに対して、「理科の授業では、自分の予想をもとに観察・実験の計画を立てて
いますか」という質問に対して、「当てはまる」と回答した生徒は17.6％（佐賀市）、19.4％(全国）であった。このことから、観察・
実験を積極的に実施しているが、予想をもとに観察・実験の計画を立てる活動をより充実できればと考える。観察・実験に目
的意識を持たせ実験計画等を立てる活動を行うことで、生徒が主体的に取り組み、科学的思考力を育てることができると考え
られる。
　また、「理科の授業で、観察や実験の結果をもとに考察していますか」という質問に対して、「当てはまる」と回答した佐賀市
の生徒は25.1％、全国は31.7％でこの点も改善が望ましい。この質問で「当てはまる」と「当てはまらない」と回答した生徒の平
均正答率の差は21.3ポイントと大変大きい。観察・実験の結果をもとに考える考察の部分に時間をかけ、科学的思考力を育て
る必要性を感じる。ただし、どの単元でも実験計画や考察に時間を多くさくことは、時間の制約上無理がある。よって、年間指
導計画の中で、重点を置いて取り組む単元を､意図的・計画的に構成しておくことが必要になる。その際、新学習指導要領理
科解説の1章３(4)②にある「各学年で主に重視する探究の学習過程の例」を意識し、年間計画を見直す必要もある。
・　観察・実験には今後とも力を入れる：クロス集計の結果として、観察・実験を週1回以上行っている生徒と、ほとんど行って
いないと答えた生徒の正答率の差は20.6ポイントと大きい。佐賀市は、全国と比較して､観察・実験が良く行われているので、
この良さは、今後とも維持していきたい。
・ わかりやすい理科授業：「理科の授業内容がよく分かる」に当てはまると答えた生徒と当てはまらない生徒と答えた正答率
の差も20.6ポイントという大きな差がある。当然のこととは言え、わかりやすい授業をつくりたい。なお、この項目について、当
てはまると答えた生徒は、佐賀市で、23.9％に対し、全国は26.6％であり、授業改善への意識を高くしたい。
・ 地域の自然を生かす：自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがありますかという質問に対し、当てはまると答えた生
徒は、42.2％(佐賀市）、49.6％(全国）であった。豊かな自然のある佐賀市であるにもかかわらず、生徒は比較すると自然体験
不足といえる。安全面の配慮は欠かせないが、佐賀市の自然を生かせるような体験活動については、佐賀市の環境教育は
先進的であり過去に様々に工夫された財産があるので再度検討していく事が考えられる。

評価の観点 表記 内容・領域 表記

佐賀市ＨＰ用 平成30年9月30日

■調査結果の分析　【指導改善について】

○ 科学的な思考・表現の指導改善
　平成27年度の結果と比較すると、全国を1としたときに佐賀市は0.93ポイントから0.98ポイントへと向上していた。
　科学的思考・表現の問題全16問はすべて活用の問題で、佐賀市が全国を上回ったのはそのうちの5問であった。活用力を
意識する指導改善が望まれる。光源と明るさの関連付け、ガスバーナーの炎の大きさと色を決める条件との関連付け、化学
反応を粒子モデルと関連付けなどで、弱い点が見られた。また、対照実験で統一すべき条件と変化させる条件を実験の目的
で整理し直しておくことも重要である。そこで、探究の学習過程の中で、実験結果から考察する部分に力を入れる必要がある
と考えられる。例えば蒸散の実験で、葉の表と裏にワセリンをぬることや葉の枚数をそろえるなど、何の条件をそろえて何の
条件を変えるのか確認をし、どのような実験を行えば対照実験になるかを考えさせるなどである。新学習指導要領では、４領
域ごとの視点や科学的な考え方を使いながら､資質・能力を身に付けることになっており、単元ごとの見方・考え方を考察時に
生かせるように授業を展開したい。

○ 観察・実験の技能の指導改善
　平成27年度の結果と比較すると、全国を1としたときに、佐賀市は0.91ポイントから0.99ポイントへと向上していた。
　佐賀市は、全国と比べて授業の中で観察・実験を取り扱う頻度が高く、観察や実験が好きな生徒も多い。しかし、実験結果
の表から数値を読みとることが苦手な傾向がみられた。実験の際には、結果を表にまとめ、整理して読み取る活動を取り入れ
る必要がある。
　また、質量パーセント濃度の問題は、平成27年度に引き続き、全国を下回った（0.9ポイント）。たとえば、溶媒の質量ではな
く、溶液全体の質量で割ることを、濃度の意味を理解させるなどして、公式の内容を確実に把握させたい。
　なお、今回の観察・実験の技能に関する全4問は、すべて基本的な知識を問う問題であるが、たとえば、ガスバーナーの空
気調節ねじの位置を指摘する正答率は72.2％で全国を1.2ポイント下回るなど、全国をすべての問題で下回っている。器具名
などを覚えるために、観察・実験の際には生徒同士で器具名を確認しあうようにするなどして、確実に観察・実験に関わる知
識面や技能面が定着するように授業を展開したい。

自然事象についての知識・理解 知識・理解
Ｃ生物的領域 生物
Ｄ地学的領域 地学

科学的な思考・表現 思考・表現
Ａ物理的領域 物理

観察・実験の技能 技能
Ｂ化学的領域 化学

自然事象への関心・意欲・態度 関心・意欲・態度


