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国語と数学の関係をみるために、得点の散布

図を図5-1-1に示した。国語得点と数学得点の

相関係数は0.598である。図からも明らかなよう

に、中学校の国語と数学には正の相関関係がみ

られる。

第1節 教科間・大問間の相関
1.  教科間の相関
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図5-1-1 国語得点と数学得点の相関

第5章　中学生の国語・数学の問題分析

注）図中の縦横の線は、それぞれ国語・数学の平均得点を示している。
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つづいて、大問間の相関をみてみよう。表5-

1-1では大問x・cについて、正答数の最頻値

や平均値などを示している。では、大問zの正

答数と大問x・cの正答数との間には、相関関

係がみられるのだろうか。

表5-1-2は、国語の大問間の相関係数を示し

たものである。大問zとの相関に着目すると、

大問x・cすべてのパターンにおいて0.4以上

となっており、やや強い相関関係が認められる。

つづいて表5-1-3で数学の大問間の相関係数

をみてみよう。ここでも大問zとの相関に着目

すると、大問x・cすべてのパターンにおいて

相関係数は0.4以上を示している。しかし大問に

よって相関係数の大きさには違いがみられる。と

くに注目されるのは、大問zと大問cのCパタ

ーンの相関係数で、0.626と高い値を示してい

る。大問cのCパターンでは、比較的簡単な計

算によって解ける問題が半数以上を占めている

ことが影響したと考えられる。

最後に、国語・数学という教科の枠を超えて

大問間の相関関係がどの程度あるのかを確認し

たい。表5-1-4をみると、まず数学の大問zは

国語のすべての大問とやや強い相関関係がある

ことがわかる。とくに国語の大問zと数学の大

問zとの相関係数は0.546と大きくなっている。

小学校の場合にも同様に、国語と算数の大問z

間での相関係数が大きくなる傾向がみられた（第

2章p.59参照）。

また大問cに着目すると、国語と数学のパタ

ーンの組み合わせによってサンプル数の少ない

ところもみられるものの、数学の大問cのCパ

ターンに関しては、国語の全大問と相関係数が

0.4以上に達しており、やや強い相関関係が認め

られる。大問cのCパターンは平均の考え方を

要するものの、表の読み取りに基づいて自分の

意見を書かせる設問もあり、国語の問題に通じ

る要素を含んでいるためであろう。

第2節以降では、国語・数学の大問cのAパターン、
Bパターン、Cパターンをそれぞれ大問cA、大問cB、
大問cCと表記する。

2.  大問間の相関

表5-1-1 大問x・cの記述統計量

注1）（ ）内は最頻値に該当するケースの比率を示している。
注2）大問によっては、設問数が少なかったり分布が低得点層に偏ったりするため、平均正答数や標準偏差は必ずしも分布の代表値としては適切でない

場合がある。

教科 大問 パターン 受験者数 設問数 正答数の最頻値 平均正答数 標準偏差

x 1,698 5 3（25.7%） 2.5 1.43

国語
A 602 5 2（29.1%） 2.4 1.27

c B 614 4 2（25.7%） 2.4 1.28

C 482 5 2（28.8%） 1.8 1.26

x 1,697 7 0（36.7%） 1.4 1.47

数学
A 606 8 2（24.8%） 2.5 1.88

c B 503 3 0（65.6%） 0.5 0.72

C 588 7 5（22.4%） 4.1 1.94
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表5-1-2 大問間の相関係数（国語）

注1）0.4以上のセルにアミカケをしている。
注2）（ ）内はサンプル数。

大問z
（1,698）

大問z 0.482 0.494 0.401 0.444

大問x 0.482 0.470 0.395 0.402

大問x
（1,698）

大問c

Aパターン
（602）

Bパターン
（614）

Cパターン
（482）

表5-1-3 大問間の相関係数（数学）

注1）0.4以上のセルに薄いアミカケ、0.6以上のセルに濃いアミカケをしている。
注2）（ ）内はサンプル数。

大問z
（1,697）

大問z 0.439 0.485 0.501 0.626

大問x 0.439 0.419 0.426 0.474

大問x
（1,697）

大問c

Aパターン
（606）

Bパターン
（503）

Cパターン
（588）

表5-1-4 大問間の相関係数（国語・数学間）

注1）0.4以上のセルにアミカケをしている。
注2）（ ）内はサンプル数。

国
語

大問z

大問x

大問c

Aパターン

Bパターン

Cパターン

数学

大問z

0.546 0.386 0.379 0.443 0.517

（1,672） （1,672） （597） （501） （574）

0.412 0.305 0.259 0.365 0.444

（1,672） （1,672） （597） （501） （574）

0.439 0.358 0.179 0.426 0.478

（598） （598） （56） （322） （220）

0.434 0.358 0.410 0.225 0.469

（601） （601） （355） （84） （162）

0.436 0.298 0.358 0.384 0.456

（473） （473） （186） （95） （192）

大問x
大問c

Aパターン Bパターン Cパターン
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各設問の出題内容は以下のとおりである。

問1 漢字の読み・書き（記述）

問2 熟語の意味（選択肢）

問3 対義語（選択肢）

問4 四字熟語（記述）

問5 慣用句（記述）

問6 俳句の季語（選択肢）

問7 手紙の結語（選択肢）

問8 ことわざの用法（選択肢）

大問zでは2001年に実施した学習到達度テス

トより一部の問題を抜粋して今回も出題してい

る。それらの正答率をまとめたのが表5 -2 -1

で、総じて前回調査よりも正答率が上昇してい

る。

次に今回調査の解答傾向をみてみよう（全設

問の正答率などは第4章p.116、表 4 - 1 - 1 を参

照）。問1では、漢字の読み・書きについて問うた

が、読みについては、正答率が1-1匹敵83.6％、

1-2滑走71.1％、1-3襲われる97.5％となり、全体

的によくできていた。書きについては、1-4快方

12.8％、1-5専ら11.5％、1-6面持ち9.0％と、い

ずれも1割程度の正答率であり、漢字の書きに

課題があることがわかった。

問2の熟語の誤った使い方を問う問題は、2-1

収集（→収拾）45.2％、2-2特製（→特性）28.7％と

正答率が低かった。

問4の四字熟語については4-1～5で正答率が5

割程度～9割弱であり、よくできていた。

問6の俳句の季語（山茶花）は正答率が18.4％

と低くなった。誤答としては圧倒的に「秋の季

語」ととらえているものが多かった。

問7の手紙の結語については、正答率が52.3％

となり、半数以上が理解していた。

問8のことわざの用法も6～9割の正答率とな

り、よくできていた。

今回の問題では、漢字の書き取り、熟語の意

味・用法（同音異義語の誤り）、俳句の季語で正

答率が低かった。漢字の書き取りや熟語につい

ては、ワープロやメールの普及で実際に文字を

書く機会が少なくなったことが影響しているの

ではないかと考えられる。

第2節 中学国語　各大問の解答傾向分析
1.  大問z（言語事項）

表5-2-1 大問zの正答率（2001年調査との比較）

大問 小問 分　野 内　　　　容 今回調査 前回調査

z 1-1 言語事項 漢字の読み 83.6 70.6

1-2 漢字の読み 71.1 64.1

1-3 漢字の読み 97.5 95.6

2-1 熟語の意味 45.2 34.8

2-2 熟語の意味 28.7 23.0

8-1 ことわざの用法 61.6 56.0

8-2 ことわざの用法 90.4 89.3

8-3 ことわざの用法 82.8 73.2
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文書型のテキストとして、今回は社内報を扱

った。福利厚生の一環として社員へスポーツク

ラブの利用を案内する内容で、受験者はあまり

ふれたことがない内容と思われる。

各設問の出題内容は以下のとおりである。

問1 文書の目的把握（選択肢）

問2 情報の読み取り（記述）

問3 語句の訂正（記述）

問4 部分的な解釈（選択肢）

問5 〈内容の熟考・評価〉（記述）

問1は「社内報」自体の目的を問う問題。素

材テキストの目的を問う問題は、従来の国語の

テスト等ではあまり扱われないものだが、素材

文が平易で目的がわかりやすく、また選択肢形

式であったため、正答率が71.3％と高かった。

問3は、社内報の中の誤解をまねきやすい部

分を訂正させる問題。文の解釈のしかたによっ

て文脈が異なって読める箇所を、誤解が生じな

いように書きかえさせる問題だが、正答率は

32.7％と低かった。ここでも無答率が26.7％と

高くなった。

問5は、現状の社内報で足りない情報は何か

を考えて答えさせる問題。実際にスポーツクラ

ブの利用を申し込む場面を想像し、不足してい

る情報は何かを判断するものであったが、正答

率は35.9％、無答率は25.2％と難しい問題とな

った。各種の会員申し込みなど、社会に出てか

ら行う活動（作業）に不慣れで、イメージがわき

づらい受験者も多かったと思われる。

3.  大問cA（読解リテラシー問題　文書）

今回は、太宰治の小説『犠牲』全文を素材と

して取りあげた。

各設問の出題内容は以下のとおりである。

問1 文脈の読み取り（記述）

問2 文脈の読み取り（記述）

問3 心情の読み取り（選択肢）

問4 〈形式の熟考・評価〉注1（選択肢）

問5 〈内容の熟考・評価〉（記述）

問1では、PISAの読解プロセスの〈情報の取

り出し〉注2 を意識した「文脈の読み取り」（角力

を取っていた場所はどこか）問題を出題した。

正答率は約6割と、本文を正しく読めばわかる

問題にしては低い結果となった。

問4では、PISAの読解プロセスの〈形式の熟

考・評価〉を意識した問題（素材文冒頭部分の

全体への効果を問う問題）を出題した。選択肢

問題であったが、正答率は42.9％とやや低かっ

た。授業等で段落の意味などを細かく指導され

ていると思うが、初見の文章で自分で判断する

ことには不慣れで、難しかったかもしれない。

問5は「この文章を読んだ後」にAくんとBさ

んが話し合い、それぞれ題名の候補をあげてい

る状況を設定し、受験者にどちらの題名がいい

か、その理由を含めて説明させる問題。採点基

準ではどちらを選んでも、選んだ題名とその理

由に整合性があれば正答とした。正答率は

24.0％、部分正答率は18.8％となった。ただ題

名候補の1つである「一人角力」は理由説明を

行おうとすると、言語知識も一緒に問うている

こととなり、難度がもう1つの候補「犠牲」に比

べ高くなるという問題点があった。実際に、「犠

牲」を選択した受験者が約6割、「一人角力」は

約2割であった。

今回の問題では、問2と問5の記述問題で、無

答率がそれぞれ20.8％、18.3％と高い。記述問

題の解答をどのように作成すればよいかわから

ない（どのように書けばよいかわからない）受

験者が2割程度いるということになり、書いて

伝えることを訓練する必要性があると考えられ

る。

2.  大問x（読解リテラシー問題　文学的文章）

注1）序章p.6の図1を参照。
注2）序章p.6の図1を参照。
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表型のテキストとして、2005年の世界人口白

書から、各国の死亡率の指標・教育の指標・人

口・1人当たりエネルギー消費量などをまとめた

表を一部抜粋・改変して使用した。

各設問の出題内容は以下のとおりである。

問1 情報の読み取り（選択肢）

問2 部分的な解釈（記述）

問3 〈内容の熟考・評価〉（記述）

問4 全体解釈（選択肢）

問1は表の内容を読み取り、順序づけする問

題。選択肢問題でもあり、正答率は56.8％と半

数以上の受験者が正しく理解できていた。

問2は「平均寿命」と「1人当たりエネルギー

消費量」の関係を、表から類推して説明する問

題。記述問題であったが、正答率は61.7％と高

かった。

問3は、「乳児死亡率」「5歳未満児死亡率」が

高いにもかかわらず「人口の増加率」が高いア

フリカの各国について、その理由を考え記述さ

せる〈熟考・評価〉の問題。設問文に「出産と

いう観点から」という条件を入れたため、53.9％

という高い正答率となった。

問4は表全体から解決すべき課題が何かを考

えさせる問題。選択肢問題でもあり、62.2％と

正答率は高くなった。

今回の問題では、表の理解はおおむねできて

いた。表には解答に不要な情報も載せ、受験者

には必要な情報を取捨選択し吟味・検討するプ

ロセスを要求したが、受験者の多くは解答にあ

たって必要な情報を取り出し、問われている内

容について考えることができたようである。

4.  大問cB（読解リテラシー問題　表）

グラフ型のテキストとして、環境収容力曲線

および1936年と1973年に推定された人類の個体

数の増加曲線を示し、その理解を問うた。

各設問の出題内容は以下のとおりである。

問1 〈形式の熟考・評価〉（選択肢）

問2 部分的な解釈（記述）

問3 情報の読み取り（記述）

問4 〈内容の熟考・評価〉（選択肢）

問5 〈内容の熟考・評価〉（記述）

問1は、グラフと表す内容の組み合わせとし

て適当なものを考えさせる問題。PISAの読解リ

テラシーの公開問題の1つである「労働力に関

する問題」において、他のグラフではなく樹形

図を選んだ理由を考察させる問題注3があるが、

同じように、グラフの利点を考えさせることを

目的とした。正答率は73.4％と高かった。

問2は、グラフの形状を文章で説明させる問

題。リードの文を用意し、それにつづけて解答

を書くような配慮をしたが、正答率は21.4％と

低かった。図やグラフを言葉で表現することに

慣れていないことが要因として考えられる。

問5は人類の個体数の増加曲線が今後どのよ

うになるのがよいと思うか、自分の考えを理由

とともに書かせる問題。PISAの読解プロセスの

〈熟考・評価〉を意識した問題として、自分の意

見を書かせることを目的とした。しかし、正答

率は23.4％と低くなった。誤答例で多かったの

は、どのようになるのがよいと思うか自分の意

見を書くべきなのに、「今後はこのように推移し

ていく」という予想を書いている解答であった。

このような「自分の意見を書く」という問題に

慣れていないため、設問の意図が読み取れなか

ったと考えられる。

全体として、グラフを素材とした問題は正答

率が低かった。環境収容力というテーマが中学

生段階では難しかったのかもしれない。

5.  大問cC（読解リテラシー問題　グラフ）

注3）国立教育政策研究所編『生きるための知識と技能 OECD生徒の学習到達度調査（PISA）2000年調査国際結果報告書』（ぎょうせい、2002年）
のp.60～66を参照。
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中学国語では、大問xは文学的文章、大問c

Aは文書、大問cBは表、大問cCはグラフを

出題した。PISAの読解リテラシー注1の問題で

は、出題に使用するテキストを構造によって分

類している。そこでは文学的文章や文書のよう

な、文と段落から構成されるものを「連続型テ

キスト」、図表や地図などを「非連続型テキス

ト」注2としている。

「非連続型テキスト」は、PISA調査によって

新たな読解の対象として注目されている。本節

では、この「非連続型テキスト」の形で出題し

た大問cB・大問cCの受験者を分析対象とす

る。限られた分析ではあるが、基礎的な語彙問

題である大問zの正答率が高い中学生と、「非

連続型テキスト」の正答率が高い中学生との間

でどのような違いがみられるのか、「非連続型テ

キスト」の正答率が高いのはどのような中学生

なのか、といった点を考えてみたい。

第3節 中学国語　リテラシー問題でのクロス分析
1. 「非連続型テキスト」での分析

国語の総受験者数は1,698名であるが、そのう

ち大問cBは614名、大問cCは482名とそれほ

ど多くない。ここではおおまかな傾向をとらえ

るために、大問z・大問cB・大問cCそれぞ

れの中で、平均正答数を上回った中学生を「平

均以上」、下回った中学生を「平均以下」とし

て、意識調査の項目とのクロス集計を行ってい

る（平均正答数などのデータは第5章p.147参照）。

表5-3-1～3は、各大問の正答数が「平均以

上」「平均以下」の構成比および比率を示したも

のである。いずれの大問でも、「平均以上」と

「平均以下」の人数はおおよそ半々に分かれてい

る（表5-3 -1）。また、大問zで「平均以上」の

中学生は、大問cBや大問cCでも「平均以上」

になりやすい傾向がみてとれる（表5-3 -2）。い

ずれの大問でも、性別による分布の差はほとん

どみられない（表5-3 -3）。

2.  分析方法

第5章　中学生の国語・数学の問題分析

注1）序章p.6を参照。
注2）第1章p.27の注2）を参照。
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表5-3-1 大問ごとの「平均以上」「平均以下」の構成比

注1）大問zは、大問cB・大問cCの受験者に限定している。
注2）各大問において、平均正答数を上回った人を「平均以上」、下回った人を「平均以下」とした（以下、表5-3-6まで同様）。
注3）（ ）内はサンプル数。

大問z 大問cB 大問cC

平均以上 54.0（592） 48.4（297） 55.8（269）

平均以下 46.0（504） 51.6（317） 44.2（213）

合　　計 100.0（1,096） 100.0（614）0 100.0（482）0

表5-3-2 大問cの「平均以上」「平均以下」の比率（大問zの「平均以上」「平均以下」別）

注1）＜＜＞＞は10ポイント以上差があるもの。
注2）（ ）内はサンプル数。

大問cB

大問z

平均以上（592） 平均以下（504）

平均以上（297） 60.7 ＞＞ 33.9

平均以下（317） 39.3 ＜＜ 66.1

平均以上（269） 69.3 ＞＞ 39.8

平均以下（213） 30.7 ＜＜ 60.2
大問cC

表5-3-3 大問ごとの「平均以上」「平均以下」の比率（性別）

注1）サンプル数は男子のBパターン受験者316名、Cパターン受験者238名。女子のBパターン受験者298名、Cパターン受験者239名。
注2）「無回答・不明」は省略した。

大問z

性別

男子 女子

平均以上 54.0 54.4

平均以下 46.0 45.6

平均以上 47.8 49.0

平均以下 52.2 51.0

平均以上 55.0 57.3

平均以下 45.0 42.7

大問cB

大問cC

（％）

（％）

（％）
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それでは意識調査の項目とのクロス集計をみ

ていこう。表5 -3 - 4は各大問の「平均以上」

「平均以下」別に、家での学習の様子について

「あてはまる」と回答した比率を示したものであ

る。

「出された宿題をきちんとやっていく」（大問

z「平均以上」45.8%＞「平均以下」31.5%、大

問cB「平均以上」47.1%＞「平均以下」28.1%、

大問cC「平均以上」50.2%＞「平均以下」31.0%、

以下同）、「テストで間違えた問題をやり直す」

（大問z33.8%＞24.4%、大問cB34.0%＞24.6%、

大問cC34.2%＞24.4%）の2項目では、大問z・

大問cともに「あてはまる」の比率で差がみら

れる。とくに「出された宿題をきちんとやって

いく」における差は大きく、「平均以上」と「平

均以下」の間で14.3～19.2ポイントにおよんで

いる。ここからは、言語事項だけでなく「非連

続型テキスト」の読解問題においても、宿題や

テストの見直しといった基本的な学習習慣が身

についているかどうかが影響している可能性が

考えられる。

一方で、「嫌いな科目の勉強も一生懸命する」

に着目すると、大問zでは大きな差がないが、

大問cB（27.3%＞19.2%）や大問cC（30.1%＞

22.5%）では8ポイント程度の差がみられる。こ

の設問の分析だけで断定することは難しいが、こ

の後の「好きな教科」「学習していて感じるこ

と」の分析結果もあわせて考えると、「非連続型

テキスト」を得意とする中学生には、複数の教

科に関心があったり、実際に複数の教科の学習

に積極的に取り組んだりしている生徒が多いの

かもしれない。

3.  家での学習の様子

つづいて意識調査の項目の中から、国語・数学

に関する「好きな教科」「学習していて感じること」

のデータに着目する。今回大問cB・cCで用い

られた表やグラフは数字が多用されているため、

国語だけではなく数学への興味関心と関連がみら

れるのではないかと考えた。

まず表5-3-5は、各大問の「平均以上」「平

均以下」別に、教科を「好き」（「とても好き」＋

「まあ好き」の％、以下同）な比率を示したもの

である。「国語」を「好き」な比率に着目する

と、大問zでは「平均以上」で45.6％なのに対

して「平均以下」では38.1%と、7.5ポイントの

差がある。それに対して、大問cB・cCでは、

「平均以上」と「平均以下」の「好き」な比率に差

がみられない。一方、「数学」を「好き」な比率

に着目すると、大問cBで15.2ポイント（「平均

以上」56.2%＞「平均以下」41.0%、以下同）、大

問cCで11.3ポイント（47.9%＞36.6%）の差が

みられる。このように、大問cB・cCは国語

の好き嫌いとは関連がなかったものの、数学の

好き嫌いとの関連がみられるのが特徴である。

つづいて表5-3-6は、各大問の「平均以上」

「平均以下」別に、「学習していて感じること」

が「ある」（「よくある」＋「時々ある」の％、以

下同）比率を示したものである。「国語の教科書

を読んでいて、登場人物や書いてある内容に興

味がわいてくる」（以下、「国語の興味」）「数学

の考え方や解き方を『すばらしい』とか『ふし

ぎだな』と感じる」（以下、「数学の興味」）とも

に、いずれの大問でも「平均以上」で「ある」

とする比率が高くなっている。しかしおおまか

な傾向をとらえると、大問zでは「国語の興味」

でより差が大きく、大問cでは同程度か、どち

らかといえば「数学の興味」でより差が開いてい

るといえるのではないだろうか。とくに大問cBを

みてみると、「国語の興味」は「平均以上」

57.6%＞「平均以下」50.2%と7.4ポイントの差で

あるのに対し、「数学の興味」では「平均以上」

61.6%＞「平均以下」42.6%と、その差は19.0ポ

イントに達している。

以上のように教科への関心をみると、大問

cB・cCの正答数は、国語よりも数学につい

ての意識と、より明らかな関連が認められると

いえるだろう。「平均以上」で数学への関心がよ

4.  好きな教科・学習していて感じること（国語・数学）
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り強いということは、「非連続型テキスト」を得

意とする中学生には、たとえば数値の多用され

ている表やグラフに対する苦手意識が低い生徒

が多いという可能性が考えられる。

表5-3-4 家での学習の様子（大問ごとの「平均以上」「平均以下」別）

注1）ここでは4項目に限って数値を掲載している。
注2）数値は「あてはまる」と回答した比率。
注3）＜＜＞＞は10ポイント以上、＜＞は5ポイント以上差があるもの。
注4）（ ）内はサンプル数。

大問z 大問cB 大問cC

平均以上（592） 平均以下（504） 平均以上（297） 平均以下（317） 平均以上（269） 平均以下（213）

出された宿題をきちんとやっていく 45.8 ＞＞ 31.5 47.1 ＞＞ 28.1 50.2 ＞＞ 31.0

嫌いな科目の勉強も一生懸命する 26.7 22.4 27.3 ＞ 19.2 30.1 ＞ 22.5

家族に言われなくても自分から進んで勉強する 29.4 26.0 28.3 24.6 32.3 ＞ 26.3 

テストで間違えた問題をやり直す 33.8 ＞ 24.4 34.0 ＞ 24.6 34.2 ＞ 24.4

大問z 大問cB 大問cC

平均以上（592） 平均以下（504） 平均以上（297） 平均以下（317） 平均以上（269） 平均以下（213）

国語 45.6 ＞ 38.1 41.1 39.1 45.4 44.1

数学 50.6 ＞ 40.7 56.2 ＞＞ 41.0 47.9 ＞＞ 36.6

表5-3-5 好きな教科（大問ごとの「平均以上」「平均以下」別）

注1）数値は「とても好き」と「まあ好き」の合計。
注2）＜＜ ＞＞は10ポイント以上、＜ ＞は5ポイント以上差があるもの。
注3）（ ）内はサンプル数。

（％）

大問z 大問cB 大問cC

平均以上（592） 平均以下（504） 平均以上（297） 平均以下（317） 平均以上（269） 平均以下（213）

表5-3-6 学習していて感じること（大問ごとの「平均以上」「平均以下」別）

注1）数値は「よくある」と「時々ある」の合計。
注2）＜＜ ＞＞は10ポイント以上、＜ ＞は5ポイント以上差があるもの。
注3）（ ）内はサンプル数。

（％）

国語の教科書を読んでい
て、登場人物や書いてある
内容に興味がわいてくる

60.9 ＞＞ 45.0 57.6 ＞ 50.2 57.2 ＞ 48.4

55.0 ＞ 47.2 61.6 ＞＞ 42.6 56.1 ＞＞ 44.6
数学の考え方や解き方を「す
ばらしい」とか「ふしぎだな」
と感じる
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大問zは共通問題で、数と式の分野からの出

題であった。表5-4 -1では2001年調査との正

答率の比較を示した。B-2を除き、正答率が高ま

っていることが確認できる。さらに今回の大問

全体の平均正答率は66.6％と高い値であったが、

いくつかの傾向がみられる。各設問の正答率を

みてみると（各設問の正答率などは第4章p.131、

表4-2 - 1参照）、設問ごとの正答率が6割を下回

ったのはB-2、B-3、B-5、C-2、C-4、D-1の6設

問であったが、このうちB-3、B-5、C-2、C-4の

4設問については、問題自体や解答のプロセスで

分数を扱う設問であった。とくに、B-5およびC-

4については、無答率が非常に高く（それぞれ

20.2％、25.1％）、分数を用いる問題に対する苦

手意識の表れとして注目したい。

第4節 中学数学　各大問の解答傾向分析
1.  大問z（数と式）

第5章　中学生の国語・数学の問題分析

表5-4-1 大問zの正答率（2001年調査との比較）

小　問 分　野 内　　　　容 今回調査 前回調査

A-1 数と式 正負の数の計算 87.9 86.0

A-2 正負の数の計算 74.5 72.8

A-3 文字式の計算 81.3 79.4

A-4 文字式の計算 75.5 74.0

B-1 負の数の意味 77.3 75.3

B-2 絶対値の意味 48.8 49.0

B-3 文字式の表し方 48.4 46.5

B-4 文字式の値 78.7 73.0

B-5 文字を用いた立式 32.6 24.3

C-1 方程式の計算 89.3 86.3

C-2 方程式の計算 46.5 39.3

C-3 方程式の計算 74.9 70.4

C-4 方程式の計算 51.4 45.8

D-1 方程式の利用 50.9 36.7

D-2 方程式の利用 79.6 70.7

D-3 方程式の利用 68.0 61.4
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大問cAは、A、Bの2つのパートに分け、そ

れぞれ「携帯電話の料金プラン」「スケートリンク

での競争」を題材として出題した。Aパートは方

程式の問題としてもとらえられるが、とくに（3）

は一次関数としてとらえ、グラフを描いて考え

ると正答が導きやすい。またBパートでは、時

間・距離・速さの関係と、示されたグラフを正確

に読み取る力が必要となる。

Aパートで題材として取りあげた携帯電話の

料金プランの表は、受験者にもなじみのあるも

のであろう。現実社会の携帯電話のパンフレッ

トなどでもよく目にする表であるが、どのよう

にすれば自分に合った料金プランを選ぶことが

できるか、しっかりと検討している受験者は少

なかったのではないだろうか。

（1）はプラン1（1分につき20円プラン）とプラ

ン2（60分まで無料、それ以上は1分につき30円

プラン）で、1ヶ月120分通話するとそれぞれい

くらになるかを導く問題であったが、いずれも

正答率は3割をわずかに上回る程度であった。ア

プローチとしては、与えられた表から単純に計

算する方法や、時間を変数とした方程式を立て、

時間として120分を代入する方法などが考えら

れるが、いずれも中学2年生にとっては比較的

容易であると考えた。にもかかわらず正答率が

低かった理由として、携帯電話の料金を中学生

自身が支払っていないために基本料金を含める

立式を誤った可能性や、大問xのBパートと同

様、すでに多く保有している知識・技能のうち、

どれをあてはめるのが適当かがわからなかった

ことなどが考えられる。

（2）および（3）は、一次関数をイメージすると

解答しやすいものであるが、正答率はそれぞれ

29.4％、7.8％と、非常に低い値にとどまった。

Bパートはトラック状のスケートリンクでスピ

ードスケートの競争をするという状況設定で、ス

3.  大問cA（数学的リテラシー問題　量・変化と関係）

大問xはA、Bの2つのパートに分け、それぞ

れ「硬貨を用いた場合の数の問題」「カレンダー

と日付の問題」を出題した。Aパートの場合の

数に関する内容は、ほとんどの学校では未習の

分野であり、またBパートのカレンダーと日付

に関する問題は、特定の学習項目に結びつかな

い問題である。題意を読み取り、情報を整理し、

日常的な知識を数学的に用いることで、解答す

ることができる問題として出題した。

Aパートの（1）は正答率43.8％と一定の正答率

が得られたものの、それ以降のすべての設問で

正答率が30％を下回った。（1）～（3）の正答率は

それぞれ43.8％、6.1％、23.9％であった。2種類

の硬貨の組み合わせ方を問うた（1）の正答率がも

っとも高かったのに対し、3種類の硬貨の組み合

わせを問うた（2）の正答率がもっとも低く、2種

類の硬貨の組み合わせを考え、金額が重複する

支払い方を除く（3）の正答率は（1）と（2）の間にあ

った。（1）～（3）の正答はそれぞれ、14通り、59

通り、16通りで、正答の数値と正答率に相関が

みられる。この問題では、出題時には与えられ

た条件から論理的に推察し、表などで自分なり

にまとめて正答を導く、といった解答方法を想

定していた。しかし、実際の結果からは、与え

られた条件を読み取り、そのルールに合うよう、

すべての組み合わせを書き出していった受験者

の存在が多いと推察される。

一方Bパートは、中学校の教育課程の特定の

項目には結びつかないが、日常でもよく遭遇す

る場面を題材に出題した。Bパートで用いる知

識は1年が365日であること、1ヶ月に含まれる

日数が28日、30日または31日であることと、算

数・数学の知識として小学校で学ぶ最小公倍数

の考え方と、割り算の商と余りの関係である。

いずれも単体では難しいと感じる受験者は少な

いのではないだろうか。ただし、小学校から中

学2年生までに学習した算数・数学の内容は多

く、その中からこれらの知識を正確に用い、問

題で示した条件に適用できたのが各設問で正答

した受験者であったといえる。

2.  大問x（数学的リテラシー問題　知識の活用に関する問題・量）
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タートからゴールまでの時間と速さの変化を示

すv-tグラフから考えられることを問う問題であ

った。素材はスピードスケートとしているが、

校庭のトラックでの走行などを想起すれば題意

の理解が容易であるようにし、受験者にもなじ

みのある題材とした。

（1）では二人の競技者のv-tグラフから、どち

らがどちらに追い越されたかを解答し、順位が

逆転したのはどの時点であるかを問うた。取り

あげているグラフとは関係ないx-tグラフに関す

る記述や、加速のタイミングなどに関する記述

を誤りの選択肢として用意したところ、誤答率

は84.3%と非常に高くなった。これは、個々の

選択肢の内容もさることながら、正答選択肢が

「いつ逆転が起こったかはわからない」という、

普段であれば誤りの選択肢としてよくみかける

表現であったことにも起因すると考えられる。

（2）では、スケートリンクを複数周回した際の

v-tグラフを示し、二人の競技者のうち、どちら

が先にゴールしたと考えられるか、またその理

由を問うた。先にゴールしたのがどちらの競技

者であったかという点で誤りであったのは、誤

答率39.9％のうち2割程度（誤答中の19.8％、受

験者中の7.9％）あり、これについてはグラフの

意味するところが理解できていなかったととら

えることができる。また、誤答率39.9％のうち

約半数（誤答中の47.5％、受験者中の19.0％）が、

「競技者Q（先にゴールした競技者）の方が、相対

的にスピードが上回っている時間が長い」という

趣旨の解答であった。日常的な理解としては、

このような考え方は重要である。しかし本設問

で提示したグラフには、時間軸・速度軸ともに目

盛りはなく、始めは競技者Qの速度がもう一方

の競技者よりも下回っていたことをあわせて考

えれば、数学的に必要・十分条件を満たせていな

い解答であるといえる。そのため今回は誤答と

して採点した。このような解答は、グラフの意

味するところはしっかりと理解できているが、数

学的な論の展開までには至っていない、と解釈

できる。

（3）は、グラフの谷状になっている箇所（スピー

ドが落ちている箇所）が、スケートリンクのカー

ブ部分に対応していることを読み取り、競技者

がスケートリンクを何周したかを考えさせ、そ

の理由もあわせて解答させる問題であった。競

技者がスケートリンクを何周したかという点で

誤っていた解答は、誤答率54.3％のうちの大部

分（誤答中の92.4％、受験者中の50.2％）を占め

た。これについては、グラフの谷状の部分が意

味するところが理解できなかったものと解釈で

きる。またこの問題では、周回数は正しいが理

由について不十分なものを部分正答として採点

した。「不十分な理由」としては、「谷の数を数え

たから」のように、グラフの形状と周回数の対応

は理解できているが、論理構成が不十分なもの

などがある。部分正答率は受験者中の3.8％でご

くわずかであった。以上から、この問題につい

ては、グラフの形状と周回数の対応が理解でき

れば正答できる問題であったと解釈できる。
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大問cBは、A、B2つのパートに分け、それ

ぞれ「公園内に建設するレストランの場所」「宅配

便の料金」を題材として出題した。Aパートは中

学校1年で学習する作図の問題である。また、B

パートでは、荷物の大きさと重さから宅配便の

料金を導くことができる表を示した上で、荷物

をどのように組み合わせて貼り付ければよいか

を考えさせる問題であった。

Aパートの正答率は4.2％と、非常に低い値に

とどまった。また、無答率も2割を超えていた。

解答の手順としては、①正門と通用門を結ぶ線

分に垂直二等分線を引く、②管理棟から①の垂

直二等分線に垂線をおろす、の2段階である。そ

れぞれの作業自体はとくに難解なものではない

が、垂直二等分線の意味や垂線の足がどのよう

な点であるかなど、作図の意味をしっかりと理

解できていないと解答は難しい。この問題では、

正門と通用門を結ぶ線分の垂直二等分線を描く

ことができたものについて、部分正答として採

点した。部分正答率は約2割（受験者中19.1％）で

あった。垂直二等分線がどのような点の集合で

あるかということは、教科書などにも記述があ

り、指導も徹底されていることがうかがえる。

Bパートで提示した宅配便の料金表は、現実

社会でも目にするものである。受験者のうち、

実際に宅配便を利用した経験がある者は少数か

もしれないが、初見でも理解しやすい構造の表

であるといえる。

（1）は、同じ大きさ・重さの荷物を3つテープで

貼り付けて宅配便で送るとき、どのように貼り

付けるともっとも安くなるか、またその理由を

答えさせる問題であった。誤答率は4割程度（受

験者中の38.6％）であったが、誤答のうち、どの

ように貼り付けたらもっとも安くなるかという

点で誤っていたものは4割程度で、残りの約6割

は理由に関する誤りであった。理由に関する誤

りの多くは、「…を計算すると○○円になるか

ら」など、もっとも料金が安くなる貼り付け方に

ついてのみ解答しているもので、他の方法での

料金がこれより高くなることが示されておらず、

論の構成として不十分なものであった。また、

正答（正答率は受験者中26.6％）の中でも、3種類

示されている貼り付け方について、料金がいく

らになるかをそれぞれ計算しているタイプ（正答

者中47.0％）よりも、「もっとも短い辺の方向に

箱を積むのがよい」または「もっとも長い辺を内

部に取り込んでしまうのがよい」といった、直感

的な解答のタイプ（正答者中53.0％）のほうが多

かったことは注目できる。その理由としては、

直感的に解答できた受験者の能力の高さも否定

できないが、それぞれを計算した受験者は、理

由を解答する欄に正しく「他の方法との比較」を

書くことができず、前述のような不十分な論の

構成をとった解答となった、ということが考え

られる。

（2）は、（1）とは異なる大きさの箱を2つ提示

し、これら2つの箱の中に360個の精密機械を入

れて宅配便で送るとき、どちらの箱を用いると

料金が安くなるか、という問題であった。解答

に必要な手順は、あらかじめ問題冊子・解答用紙

に表として提示していたため、解答の大きな方

針について迷った、ということはなかったもの

と考えられる。しかし、この問題についても正

答率は15.5％と低い値にとどまった。問題中の

表に示したのは①1箱に入れられる精密機械の最

大の数、②必要な箱の数、③1箱あたりの重さ、

④配送料金であり、2つの箱のうち片方について

は、あらかじめ数値を入れて提示しておいた。

また誤答率は55.9％であったが、このうちの大

部分（誤答中86.1％）は、最初に計算する1箱に入

れられる精密機械の最大の数から誤っており、問

題で提示された状況が理解できていない、もし

くは基本的な内容（三次元の箱にさらに三次元の

箱を詰めていくという考え、基本的な計算）に課

題があることが考えられる。

4.  大問cB（数学的リテラシー問題　空間と形・量）
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5.  大問cC（数学的リテラシー問題　不確実性）
大問cCは、A、Bの2つのパートに分けたが、

いずれも表で示された内容を統計的にみる力を

問う問題であった。

Aパートでは、1週間のうちの朝食をとる日数

と1学期の数学の成績をまとめた表を示した上

で、表を読み取る力とそこから考えられること

を問うた。

（1）はもっとも多くの生徒が朝食をとる日数と

して回答しているのは何日か、という単純な表

の読み取りであり、正答率は90.0％と高い値を

示した。

しかし、クラスの数学の成績の平均を求めさ

せる（2）では、正答率は47.1％、誤答率は29.8％、

無答率は23.1％であった。誤答・無答となる理由

として、表が読み取れない、平均の計算方法が

わからない、計算を誤った、などが考えられる

が、無答率の高さを考えると、表の読み取りや

平均の計算方法に問題があるととらえることが

できる。

（3）は表全体からどのようなことが読み取れる

かを問うた問題で、朝食をとる日数が多いほど

成績がよいという旨の解答を求めたが、正答率

は32.0％、誤答率は45.2％、無答率は22.8％で

あった。誤答として目立ったのは、「朝食をとる

日数が1日で成績が1だった人が1人いた」など、

表の局所に着目した内容を解答しているもので

あった。また、この種の問題で無答率が22.8％

であったことを高かったとみるか低かったとみ

るかについては、今後さらに検討が必要である

と考えている。

BパートではAパートと同様に表を読み取る

力をみたが、それに加えてデータを統計的にみ

て、意見を述べる力をあわせて問うた。題材と

しては、10点満点のクイズを2クラスで行い、得

点と人数をまとめた表を取りあげた。

（1）では、表中に1つ空欄を設け、そこにあて

はまる人数を計算させた。正答率は受験者中

76.4％と比較的高い数値であったものの、同じ

く表の読み取りであるAパートの（1）と比較する

と、正答率が低い。これは、Aパートの（1）が単

純に表からの読み取り問題であったのに対し、本

設問では合計人数がどこに記されているかを検

索し、合計人数から空欄以外の人数を引くとい

う計算が入るなど、やや段階をふまなくてはな

らないためと考えられる。小さなステップであ

るが、正答率にして13.6ポイントの差がついた

ことになる。

（2）および（3）は、表から条件にあったセルを

検索する力を求めるもので、正答率が6割前後

となった。（2）と（3）を比較すると、ほとんど同

じ力をみているのに（3）で正答率がやや高くなっ

ているのは、（2）は（1）と連動していることに起

因すると考えられる。

（4）は、表から1組と2組の得点の分布の違い

を読み取り、データに基づいた主張を展開する

力をみる問題であった。正答率は40.1％と事前

の想定を上回る結果であった。一方で無答率も

約2割（受験者中19.9％）と比較的高く、これは事

前の想定のとおりであった。誤答率は39.6％で

あったが、このうちの半数以上（誤答中の55.8％）

は、「2組のほうが1組よりも人数が多いのに平

均点が同じということは、1組のほうが成績がよ

いということだから」というような、人数の多

寡がクラス全体の成績の良さに影響していると

いう旨の解答であったことは特徴的である。こ

のような解答からは、平均の考え方がしっかり

と理解できていないことがうかがえる。
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中学数学では、大問xで「知識の活用に関す

る問題」「量」、大問cAで「量」「変化と関係」、

大問cBで「空間と形」「量」、大問cCで「不

確実性」を出題した。このうち「不確実性」注1と

は、確率的・統計的な現象や関係をさし、従来

の数学カリキュラムでは統計、確率の領域にも

っとも関連している。

2003年実施のOECDの「生徒の学習到達度調

査（PISA）」の結果によると、数学的リテラシ

ーの4領域（「量」「変化と関係」「空間と形」「不

確実性」）のうち、「量」「不確実性」は日本は2位

グループ注2 であり、今後の課題とされた。そこ

で「不確実性」を出題した大問cCの受験者を

分析対象とし、正答した中学生とそうではない

中学生でどのような学習行動や意識の違いがあ

るのかを分析し考察を行う。

第5節 中学数学　リテラシー問題でのクロス分析
1. 「不確実性」領域での分析

数学の総受験者数は1,697名で、そのうち大問

cCの受験者数は588名である。大問cCの問題

のうち、Aパートの（3）（表・データの読み取り

を説明する問題、以下A-3）と、Bパートの（4）

（表・データの読み取り・解釈を説明する問題、

以下B-4）に焦点をあて、これらの問題の解答状

況別に、学習に対する行動・意識の違いを分析

した。

まず表5-5-1ではA-3とB-4の正答・部分正

答・誤答・無答の構成比を示した。ともに正答

したのは大問cCの受験者のうち16.5％（97名）、

ともに誤答が21.9％（129名）、ともに無答が13.8

％（81名）であった。以降、「ともに正答」「とも

に誤答」「ともに無答」の3つの解答状況別での

分析を進める。

まず3つの解答状況別での大問zの平均正答

率を表5-5-2に示したが、「ともに正答」が大

問cCの受験者全体の正答率を13.6ポイント上

回っており、逆に「ともに無答」では26.9ポイ

ント下回っている。大問zは「数と式」からの

基礎・基本的な計算問題が中心であったが、大

問cCの解答状況別にみると「ともに正答」で

あった中学生は、大問zのような基礎・基本問

題の正答率も高いことが確認できる。

2.  分析方法

注1）第4章p.130の注2）を参照。
注2）国立教育政策研究所編『生きるための知識と技能2 OECD生徒の学習到達度調査（PISA）2003年調査国際結果報告書』（ぎょうせい、2004

年）のp.54～63を参照。
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表5-5-1 大問cCの受験者のA-3・B-4の正答・誤答・無答の構成比

注1）A-3とB-4で同じ区分の数値にアミをかけて、「ともに正答」「ともに誤答」「ともに無答」を示している。
注2）サンプル数は588名。

正答 部分正答 誤答 無答 合計

正答 16.5 0.2 14.1 1.2 32.0

誤答 18.2 0.2 21.9 4.9 45.2

無答 5.4 0.0 3.6 13.8 22.8

合計 40.1 0.4 39.6 19.9 100.0

（％）

B-4A-3

表5-5-2 大問zの平均正答率（大問cCのA-3・B-4の解答状況別）

注1）「その他」は以降の分析では用いない。
注2）（ ）内はサンプル数。

ともに正答（97） ともに誤答（129） ともに無答（81） その他（281）

大問zの平均正答率 86.3 74.0 45.8 75.1 72.7

（％）

大問cC受験者全体
の正答率（588）
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まず大問cCの解答状況別での家庭学習の頻

度と平日の学習時間の平均を図5-5 -1に示し

た。家庭学習の頻度では「ほとんど毎日する（週

に6～7日）」の比率は「ともに正答」で高く、

「ともに誤答」と比べ13.4ポイントの開きがあ

る。しかし平日の平均学習時間に着目すると、

「ともに正答」「ともに誤答」ではほとんど差が

みられなかった。このことは1日の学習時間の

量よりも、学習する頻度の高さが解答状況に影

響を与えているためと考えられる。

次に家での学習の様子について、大問cCの

解答状況別の結果を図5-5-2に示した。「あて

はまる」の回答の比率をみると、「出された宿題

をきちんとやっていく」（「ともに正答」47.4%＞

「ともに誤答」29.5％、17.9ポイント差、以下同）、

「机に向かったら、すぐに勉強にとりかかる」

（20.6％＞14.0%、6.6ポイント差）、「自分で興味

を持ったことを、学校の勉強に関係なく調べる」

（26.8％＞21.7％、5.1ポイント差）など、宿題・

課題への取り組みや自発的な学習態度で差がみ

られた。

また「嫌いな科目の勉強も一生懸命する」（「と

もに誤答」24.0％＞「ともに無答」13.6％、以下

同）、「テストで間違えた問題をやり直す」

（26.4％＞12.3％）、「『勉強は学校だけですればい

い』と思う」（8.5％＜27.2％）で、「ともに無答」

と「ともに誤答」で「あてはまる」の比率に大

きな差がみられた。

3.  家での学習の様子

図5-5-1 家庭学習の頻度と平日の平均学習時間（大問cCのA-3・B-4の解答状況別）

注1）学習時間の平均は「ほとんどしない」を0分、「3時間30分」を210分、「それ以上」を240分のように置き換えて算出した。ただし「無回答・
不明」を除いて算出している。

注2）（ ）内はサンプル数。
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図5-5-2 家での学習の様子（大問cCのA-3・B-4の解答状況別）

注）サンプル数は「ともに正答」97名、「ともに誤答」129名、「ともに無答」81名。
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この節では大問cCで出題した「不確実性」

領域の統計データの読み取り・解釈を説明する

問題に限定して分析を進めた。この領域はOECD

の調査で、日本の生徒の課題とされていること

は先に述べたが、今回の分析で「自発的な日々

の継続的な学習」が影響していることが浮かび

上がった。また解答状況別にみた場合、「ともに

無答」とそれ以外の中学生では、多くの学習行

動面での違いがみられることも明らかになった。

さらなる検証は必要であるが、課題の解決の方

向性として「日々の継続的な学習」などといっ

た中学校の指導場面で徹底されていることと今

回の分析から推察されることに相違がないこと

は、領域の違いこそあれ、今後とも中学生に求

められる学習スタイルであると考えられる。

5.  まとめ

具体的な学習方法や、学習方法のタイプも解

答状況によって違いがみられるだろうか。そこ

で図5-5-3で大問cCの解答状況別の学習方法

について示した。まず「ともに正答」と「とも

に誤答」での差をみてみよう。「よくする」の差

が10ポイント以上あったものは「プリントや問

題集で数学の問題練習をする」（「ともに正答」

57.7％＞「ともに誤答」46.5％）のみであった。

また、「よくする」と「時々する」の合計で10ポ

イント以上の差がみられたのは、「プリントや問

題集で数学の問題練習をする」（10.3ポイント

差）、「教科書や参考書にアンダーラインを引い

たり、カラーマーカーを塗る」（13.3ポイント差）

のみで、その他の項目では「ともに正答」と「と

もに誤答」ではあまり違いはみられなかった。

さらに、「ともに誤答」と「ともに無答」の「よ

くする」で10ポイント以上差がみられた項目は、

「教科書やテキストをくり返し読む」（「ともに誤

答」25.6％＞「ともに無答」9.9％、15.7ポイン

ト差、以下同）、「教科書や参考書を整理して自

分のノートを作る」（31.0％＞13.6％、17.4ポイ

ント差）、「プリントや問題集で数学の問題練習

をする」（46.5％＞22.2％、24.3ポイント差）、「英

単語をくり返し書いて覚える」（49.6％＞28.4％、

21.2ポイント差）、「漢字をくり返し書いて覚え

る」（45.7％＞21.0％、24.7ポイント差）であっ

た。

次に図5-5-4で大問cCの解答状況別での

学習方法のタイプを示した。「ともに正答」と

「ともに誤答」で差がみられた項目として、「毎

日こつこつ勉強する」（「ともに正答」33.0％＞

「ともに誤答」18.6％、以下同）、「問題集中心」

（82.5％＞75.2％）、「苦手な科目中心」（70.1％＞

65.1％）などがあった。とくに「毎日こつこつ

勉強する」で14.4ポイント差が開いていること

は、先の図5 - 5 - 1 の結果とあわせて考えると、

あくまでも学習時間の多寡ではなく、その頻度

や内容が解答状況に影響するものと考えられる。

4.  学習の方法・学習方法のタイプ
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図5-5-3 学習の方法（大問cCのA-3・B-4の解答状況別）

注）サンプル数は「ともに正答」97名、「ともに誤答」129名、「ともに無答」81名。
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図5-5-4 学習方法のタイプ（大問cCのA-3・B-4の解答状況別）

注1）「1」か「2」のいずれかを選択。数値は選択された比率を示す。「1」「2」の間の空白部分は「無回答・不明」を示す。
注2）サンプル数は「ともに正答」97名、「ともに誤答」129名、「ともに無答」81名。
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