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概 要 説 明

１ 本書の構成について

本書は、概要説明・第Ⅰ部・第Ⅱ部の三つの部分から構成されている。

① 「概要説明」について

概要説明では、本書の構成についての説明と、教科ごとに第Ⅰ部・第Ⅱ部の結論をま

とめた「教科ごとのまとめ」を掲載した。

② 「第Ⅰ部」について

第Ⅰ部は 「公立高等学校入学者選抜学力検査の結果（以下入試結果と表記する）の、

経年比較による学力の推移」についての分析を行った。

具体的には、平成９年度から平成 年度までを対象とし、各教科において出題の意13
、 、図・形式・要求される内容が同じ分類に属する問題について その正答率を経年比較し

学力の推移を分析した。

※平成９年度入試とは、平成９年３月に実施された入学試験のことを意味する。

※対象年度を平成９年度から 年度としたのは、次の理由による。13
、 （ ）a) 平成９年度の入学者選抜から 学力検査用紙の様式がＢ４判２枚 ２ページ

からＡ４判６ページに変更になった。このため、考査問題全体の文字量が国語

、 。でそれまでのおよそ 倍程度に増大し それにともなって問題量も増加した1.5
このため、全体としては問題の難易度が相対的に高まった。

) 平成１４年度入試では、初めて学校特色化選抜が実施され、各学校においてb
独自の検査による選抜が実施された。結果として、これによって全入学定員の

、 （ 「 」 ）31 14％ほどが合格し これまでの学力検査 平成 年度は 一般選抜 と呼称

の受験者は、量的にも質的にも大きく変動した。

但し、国語・数学・英語における、いわゆる基礎的・基本的な学力を問う問題につい

ては、入試制度の変更等の影響が少ないことや、できるだけ長い期間での学力の推移を

見ることの意味が大きいと考え、平成元年度から平成 年度までを対象期間として、14
分析を行った。

③ 「第Ⅱ部」について

第Ⅱ部「平成 年度学力検査の結果と指導方法の改善」では、平成 年度一般選抜14 14
の学力検査について、各教科の各問題ごとに正答率・誤答例等を分析し、学力の向上の

ためには、今後の指導においてどのような点を改善すべきであるかを提言した。

※「第Ⅰ部 ・ 第Ⅱ部」で利用した入試結果のデータは、各高校において受験生」「

の約２０分の１を抽出し、その答案について調査した結果に基づいている。

２ 学習指導要領の変遷について

本書の分析対象とした平成元年度から平成 年度までにおいて、学習指導要領は今次14
の改訂以外に、平成元（ ）年度にも改訂されている。平成元年度改訂の旧学習指導要1989
領は、昭和 （ ）年に設置された臨時教育審議会が「個性重視」などを内容とする59 1984
答申を打ち出したことを受けたもので、社会の変化に自ら対応できる人間の育成を目指し

て、中学校における選択履修の拡大など教育課程の一層の弾力化がはかられた。また、平

成元年度の改訂において初めて、自己教育力の育成を重視した「新しい学力観」の提唱が

なされ、自ら学ぶ意欲や思考力・判断力・表現力などの育成が重視されることとなった。
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この旧学習指導要領は、中学校では平成５（ ）年度から実施され、それを受けて、1993
高校入試の学力検査問題においても、単なる知識・理解を問うものから、思考力・判断力

・表現力を問う問題の出題頻度が増えている。

＜付表＞

参考資料として、以下に、平成元年から平成 年までの「学力検査受験者数（全日制14
課程 「県内中学校卒業者の高等学校進学率（全日制・定時制 「学力検査各科目平）」、 ）」、

均点の合計」の推移を示すグラフを掲載する。

※平成 年度の減少幅が大きいのは、特色化選抜の実施により、その合格者が一般選抜14
の学力検査を受験しなかったためである。

※県内中学校卒業者の通信制課程を除く高等学校への進学率の推移である。平成８年度に

％ピークの記録したが、以降は減少傾向にある。96.0

※学力検査科目である国語・社会・数学・理科・英語の平均点の合計の推移である。
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＜ 各 教 科 ご と の ま と め ＞

第Ⅰ部・第Ⅱ部を合わせて、各教科ごとに特色をまとめたものである。

国 語
平成９年度から現在のような大問４題形式の出題となり、全体の文章量や問題量が増加し

たため、平成９年度以前と比べると、多少の平均点の差はある。しかし、過去 年間、常14
に 点以上を維持しており、国語科の全体としての学力は一定水準に維持されていると考60
えられる。

設問別に見ると、主語と述語の関係や修飾語と被修飾語の関係などを把握して、文意を的

確に読み取る力をみる設問については、 ％～ ％の高い正答率が続いており、的確に読70 90
み取る力は安定しているものといえる。同様に、空欄に接続詞等を補い、文章の構成や展開

を考えて読み取る力をみる設問についても、 ％～ ％の高い正答率が続いており、文の80 90
構造を正しく理解する力が身に付いていることがうかがえる。漢字の読み取りの正答率は、

、 。 、ほぼ ％台を維持しており 定着しているといえる 漢字の書き取りの正答率については90
概ね ％から ％である。60 80
一方、読み取った内容を記述して表現する力をみる設問に関しては正答率が ％を下回50

る結果も見られる。作文問題についても、得点率が ％前後を推移するなど、自分の考え50
を自らの言葉で記述して説明する力の育成には、更に力を入れる必要がある。

※Ｐ 及びＰ 参照10 63
今後は、生徒の主体的な言語活動を通して学習意欲の喚起に努めるとともに、自分の考え

をもち、目的や場面に応じて適切に書いたり話したりする力の一層の伸長を図ることが重要

である。

社 会
平成９年度から平成 年度までの平均点は、問題用紙の版型を ４判２ページから ５14 B B

判６ページに変えた平成９年度と、身近な地域の祭りや行事等の紹介及び選択したテーマに

ついての意見記述を求めた平成 年度を除くと、およそ 点前後で推移している。14 60
分野別に正答率を比較すると、１・２年生で履修する歴史的分野と地理的分野の正答率が

高い。３年生で履修する公民的分野は、思考力や判断力を求める出題が多いことから、正答

率が低い。またどの分野にも共通して、ことがら（人名、地名、機関の名称など）の知識を

問う問題は正答率が高く、 ％を越える。一方、理由や背景を考えたり、表やグラフを読80
みとり、文章に簡潔にまとめる形式の問題では正答率が低く、問題によっては ％を下回20
る例がある。

※Ｐ ～Ｐ 参照24 26
以上のことから考えると、基礎的・基本的なことがらについては学習指導の成果が上がっ

ているといえる。しかし、知識・理解を基に資料活用する技能や思考力、判断力を発揮する

学習については不十分であると言える。新学習指導要領では、知識の確認だけではなく資料

活用の技能や思考力・判断力の育成がこれまで以上に求められており、それらを育成するこ

とに焦点をあてた取組がさらに必要となる。

今後は、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図るとともに、作業的な学習や問題解決的

な学習等を通じて生徒により主体的な学習を促し、既習の知識をもとに諸資料を活用して、

多様な視点から考察し公正に判断する力を身に付けていくことが一層重要となる。
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数 学
14 60 10平成９年度から平成 年度の各年度の全体の平均点は、 点を中心にプラスマイナス

ポイントの範囲で推移している。個々の問題には難易度の差があるものの、一定水準の学力

が身に付いていると考えられる。

、「 」 、「 」設問別に正答率の推移をみると 簡単な四則計算 では ％以上 連立方程式の計算90
では ％以上である また 具体的ないくつかのことがらから規則性を見つけるなどの 数80 。 、 「

学的思考力を問う問題」でも、正答率はほぼ ％程度など高い水準であり、基礎的・基本80
的な知識・技能、数学的思考力は身に付いていると考えられる。

一方 「証明問題」では正答率は全般に低いが、三角形の合同の証明問題など一部の問題、

では正答率が ％以上であり、基本的な推論を行う力とその過程を表現する力はあると考50
えられる。しかし、複数の根拠を用いて行う証明問題ではそれらの力が十分に発揮されてい

るとはいえない。

※Ｐ 及びＰ 参照36 83
今後も、主体的な学習を通して、原理や法則の理解を深めるとともに繰り返し練習を行う

ことによって、基礎的・基本的な知識・技能を確実に身に付けるよう指導することが必要で

ある。さらに、課題学習などで身近な事象に関連付ける学習を行い、数学的な見方や考え方

を深め、問題を解決する力を伸ばすことが必要である。

理 科
平成９年度から平成 年度の全体の平均点は 点前後で推移している。物理、化学、生14 65

60物 地学の各領域ごとの正答率の推移は 年度ごとに多少の変動はあるものの 平均すると、 、 、

％～ ％台になっていることから、どの領域においても学習内容を偏りなく確実に身に付70
けていると考えられる。

各問題を、物質の化学式などの基礎的な知識・理解を問う「自然事象についての知識・理

解 、自然を科学的に調べる観察や実験の基本的な操作を問う「観察・実験の技能 、観察」 」

・実験の結果から自然現象の規則性を見出す思考力を問う「科学的な思考」の３観点で分類

した正答率は、いずれの観点においても概ね ％前後で推移していることから、基礎的・70
基本的な学力は身に付いていると考えられる。

しかし、観察・実験の操作の理由を記述する問題や、火成岩のでき方を場所と冷却の速さ

の両面から説明するなどの総合的な問題においては、正答率が ％台となっている。目的50
意識をもった観察や実験を大切にし、自然現象についての多面的な追究を通して、総合的に

理解できるような指導の工夫や自らの言葉で自然現象の規則性を説明する力の育成に、更に

力を入れる必要がある。

※Ｐ 及びＰ 参照42 89
また、基礎・基本を確実に押さえた上で、身の回りの自然事象に興味・関心をもち、生徒

自らが課題を見つけ解決するなど、新たな課題について学んだことを生かしながら科学的に

調べる力や態度の一層の伸長を図ることが重要である。
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英 語
英語科の授業では、コミュニケーション能力を伸長する指導が求められており、学力検査

においても、年々この力をみる問題の比重が高くなっている。この 年間の平均点は、概14
ね 点から 点までの間にあり、英語によるコミュニケーション能力を中心とする学力が55 75
身に付いてきていると考えられる。

技能領域別に比較すると、比較的短い英文を聞いて必要な情報を聞き取る力をみる設問に

対する正答率は、概ね ％前後にあり、具体的な内容や大切な部分を聞き取る力は、常に80
高い水準にあるといえる。また、長文を読んで、内容についての英語の問いに英語で答える

設問に対する正答率は、 ％から ％の間にあり、内容の特定部分にとらわれることなく50 76
書き手の伝えようとすることを的確に読み取る力の指導も一定の成果をあげていることを示

している。

さらに平成９年度からは、自分のもつ情報や意図を適切に構成しながら書く力をみる設問

が出題されているが、この問題に対する正答率は、やや低いものの年度を追って上昇してい

。 、る 学習者が自分の考えや気持ちなどを読み手に正しく伝わるように書くことができる力を

着実に身に付けつつあることが示されているが、その正答率は ％から ％であり、この33 46
力をさらに伸ばす指導が求められる。

※Ｐ 及びＰ 参照51 98
今後も基礎・基本を確実に習得するとともに、自分の考えや意図を表現したり伝え合った

りする言語活動により、コミュニケーション能力を育成する指導を通して、単語の意味や文

法などの言語材料の知識・理解にとどまらず、理解・表現の能力など実践的コミュニケーシ

ョン能力を育成する観点から学力を付けていくことが重要である。




