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大学入学共通テスト導入に向けた試行調査
（平成29年11月実施分）の問題概要と分析

Ver.3＿教科版 2017.12.11

出典：大学入試センター「試行調査（平成29年11月実施分）の結果速報等について」（２０１７年１２月４日）

理科
（物理，化学，生物，地学）
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【理科】 試行調査の概要とねらい

■試⾏調査の趣旨
科学的な探究の過程を重視した問題で，⼤学⼊学共通テストの問題の構成や内容のあり⽅を検証する。

■出題内容
⾃然の事象の中から本質的な情報を⾒いだし，課題の解決に向けて主体的に考察・推論することが求
められる。

・教科書等では扱われておらず受験⽣にとって既知ではない資料等を分析的，総合的に考察できるかと
いう，深い理解を伴う知識や思考⼒等を問う問題

・仮説を検証する過程で，数的処理を伴う思考⼒等が求められる問題

■試験時間 ６０分

■⼤問数，解答マーク数
物理・・・⼤問数：４（全問必答），解答マーク数：31※
化学・・・⼤問数：５（全問必答），解答マーク数：34※
⽣物・・・⼤問数：６（全問必答），解答マーク数：32
地学・・・⼤問数：５（全問必答），解答マーク数：28

■出題形式 全問マーク式，複数の正解を含む問題が出題 満点100点（小問の配点は，なし）
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理科＿解答用紙（マークシート）

●物理，化学では， 2.0 × 101

のような数値を解答する際，
5 . 6 × 10 7

のように，当てはまる数字をそ
れぞれ選択し解答する形式の
出題がみられた。

●一つの解答欄に複
数の解答を記す場
合，同じ解答番号の
解答欄に複数マーク
する必要があった。

●マークシートの番号は①～⑨のほ
かに，「0」，「a」，「b」があり，選択
肢を「1～0，a，b」の12個まで設定
することが可能な仕様となっていた。
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理科（物理）＿問題概要（分析）と求められる力

大問 分野 出題内容・特徴 求められる力

第1問 小問集合

・小問集合の形式であり，各分野から幅広く問われた。
・すべてセンター試験の過去問からの出題であったが，
おもに基礎的な知識理解だけでは解けない問題が選
ばれていた。

・物理的な事物・現象に関する原理・法
則についての理解を基に，力学，電磁気，
波動，原子物理等を題材として，データ
や実験結果を適切に取り扱って解釈する
力が求められた。

第2問 円運動と単振動

・身近なブランコを単振り子の運動としてモデル化し，
その周期について実験し，考察する問題であった。
・データを読み取り，仮説を設定し，測定結果をグラ
フに示すという，実験の流れを意識した問題の流れと
なっており，振り子の実験を一度行っていると理解し
やすい問題であった。

・ひもやばねにつるされた物体に見られる
周期運動についての理解を基に，小学校
における学習で取り扱った振り子の実験
を題材として，新たな情報を比較・分析し
たり統合したりすることで考察・判断する
など，課題を解決する力が求められた。

第3問

A：平面内の運動と剛
体のつり合い

・直線や円形道路での自動車の運動を題材に，自動
車の加減速について考察する問題であった。
・一つの問いの中に，二つの公式，法則を組合せる
問題もあった。

・平面内を運動する物体の運動について
の理解と，物理基礎で学習した運動・位
置エネルギーや熱現象とエネルギーの関
係に関する理解を基に，自動車を題材と
して，資料に示された条件を解釈し，グラ
フを活用・分析したり情報を統合したりす
るなど，課題を解決する力が求められた。

B：力学的エネルギー，
熱（基礎）

・車のブレーキに用いられる金属について，複数の金
属に関するデータをもとに考察した後，エネルギーの
有効利用について考察する問題であった。
・中問Aと同様に，一つの問題に，二つの公式，法則
を組み合わせる問題もあったほか，グラフを描かせて
考察させる問題もあった。



5

Benesse Group Learn-S         Written by Akio Tan

大問 分野 出題内容・特徴 求められる力

第4問 電流と磁界

・磁場の中を回転する扇形コイルに発生する誘導起電
力を題材に，電位のグラフと誘導起電力の最大値につ
いて出題された。
・誘導起電力のグラフはよく似た形の問題が出題され，
本問もその例に従っている。問1と問2の間で連動が見
られたが，問1で間違えた場合でも，その誤答を用いて
問2を導き，その考えが正しいときは，問2を正解として
いた。連動した失点を防ぐ意図があると考えられる。

・電磁誘導と交流に関する現象や法則に
ついての理解を基に，磁界中で回転する
コイルに生じる誘導起電力を題材として，
原理・法則に従ってグラフを作成し，法則
を活用することにより課題を解決する力
が求められた。
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理科（物理）＿問題分析＿第2問 問1（単振動）

■出題のねらい
・単振り子の周期についての理解。
・自然の事物・現象に係る情報を検証し，設定する条件などについて，
原理・法則に従い判断することができる。
■出題内容・特徴
・単振り子の周期の式について，ブランコを題材にして考えさせる問題で
ある。
・ブランコのひもの長さや乗り方を変えることにより，周期がどう変わるかを
考える必要がある。
■求められる指導
・日常生活においての経験と物理現象の公式を結びつけて推察，説明
する力が身につけられるよう，学び合いの場や発表の場などを取り入れ
た指導を行う必要がある。
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理科（物理）＿問題分析＿第2問 問3（単振動）

■出題のねらい
・振り子の実験についての理解。
・自然の事物・現象の基本的な概念を基に，見いだした課題について，原
理・法則に従って推論することができる。
■出題内容・特徴
・振り子の振れはじめの角度と周期の関係について，実験結果を比較・分析
し，整合性に関して考察させる問題である。
・振り子の周期の公式には振幅が含まれておらず，振り子の周期は振幅に関
係するかどうか，結果を基に考察する力が問われる。
■求められる指導
・振動の角度が十分に小さいときに成り立つ近似値を用い，導出過程を踏ま
えて単振り子の周期の公式を学習する必要がある。
・また，③のような選択肢を判断するために，問われている内容を正しく把握
して，考察の過程に応じて既知と未知の内容を判断できることも大切である。

（中略）
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理科（物理）＿問題分析＿第3問 問2（速度と加速度）

■出題のねらい
・力学についての理解。
・自然の事物・現象に
係る数的処理を一定
の条件で行い，その結
果を基に，原理・法則
に従って考察すること
ができる。

■出題内容・特徴
・向心加速度の上限での速度を求め，直線部分での上限の加速度の大きさで減速する
ために必要な直線距離を求める問題である。
・解答するのに円運動と等加速度直線運動の２つの式を組み合わせる必要があり，思
考力を要する。また，要領のよい計算力が問われる。
■求められる指導
・誘導の少ない問題でも，解答への道筋を組み立てる力を養うため，仮定から結論まで
の筋道を生徒自身に考えさせる取り組みを行う必要がある。
・会話文を読み，定めた条件や考えたい内容を整理できることが求められるため，探究
活動など，グループで話し合い，議論を深めていく活動を経験しておくことが必要である。
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【理科（物理）】 今後の指導に向けて

■知識・技能の養成

試⾏調査の問題では，思考⼒・判断⼒に⽐重が置かれた内容になっていますが，適切に考察するために
は，確かな知識・技能が必要となってきます。

知識・技能が問われる問題も今までと同様に出題されると予想されますが，⼀つの問いに対し⼀つの選
択肢を解答する⽅式に加え，⼀つの問いに対し複数の選択肢を解答する⽅式の出題もあるとみられます。
単に公式を丸暗記するのではなく，物理法則をもとに，関係する物理量は何なのか理解した上で，考察
に⽤いる事ができるよう，より正確に，より深く物理法則を理解していることが求められます。

■思考力・判断力の養成

⾝近な現象を物理的にとらえ，これまで学んできた知識で考察できるようモデル化し，実験や数的処理
を⾏い，結果をもとに考察を進めていく必要があります。

⾝の回りの現象や体験を通しての感覚を磨くだけでなく，物理法則に沿って論理的に考察し判断できる
よう，⽇頃から物理現象について考え，整理する活動を⾏うことを⼼掛けたいです。

■物理基礎範囲の出題

従来のセンター試験同様，物理基礎の範囲も含む幅広い出題でした。物理基礎→物理と積み上げて，確
かな学⼒を⾝につけておくことが必要となってきます。
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■日常の課題解決

⽇常⽣活においての経験と物理現象を結びつけて考え，⾃⾝の⾔葉で説明できることが求められます。

■会話で考察を深める形式

会話⽂を読み，考察の流れを理解し論点を整理できることが求められました。
探究活動など，グループで話し合い，議論を深めていく活動の経験が⼤切になってきます。

■グラフ，表を利用した考察

グラフ，表を⽤いて考察する問題が出題されています。⽇頃からデータをグラフ，表に適切に表し，
そこから⾃分なりに関係性を⾒いだす練習を⾏っておくことを⼼がけましょう。

■複数回答方式

「すべて選べ。ただし，該当するものがない場合は⓪を選べ」という，複数回答⽅式の問題が多く
出題されました。

考察問題では，状況を把握し物理法則に沿って論理的に考えて，より正確に判断できる⼒が求めら
れ，知識・理解が問われる問題では，より正確さが求められます。
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大問 出題内容 特徴 求められる力

第1問 物質の変化
（化学基礎），
熱化学方程
式，平衡の
移動，冷却
曲線，凝固
点降下

・問2は，2009年度センター試験化学Ⅰ本試験でも出
題されている。
・問3は，仮説の妥当性を検討する問題であり目新しい。
・問4は，問題冊子にある方眼に冷却曲線を描いて考
察する目新しい問題である。
・計算結果について，桁ごとに数値を選択する解答方
法は，センター試験化学では目新しい。
・問4bは前問のaの結果を用いる連動問題である。aで
間違えた場合でも，その誤答を用いてbを導き，その考
えが正しいときは，bを正解としていた。連動した失点を
防ぐ意図があると考えられる。

物質の状態と変化について，仮説
の妥当性を評価し，情報をもとにグ
ラフを描いて現象に関する値を求
めたり，必要な情報を抽出して現
象に関する数的処理を行ったりす
る力が問われた。

第2問 溶解度積，
金属イオン
の系統分離，
身のまわりの
無機物質

・問1は，溶解度に関するグラフの表現がセンター試験
としては目新しいものだった。
・計算結果について，桁ごとに数値を選択する解答方
法は，センター試験化学では目新しい。
・一つの解答番号に対して『二つ選べ』という形式はセ
ンター試験化学では目新しい。

様々な無機物質を題材として，グ
ラフや実験の結果を活用し，現象
に関する値や反応を分析すること
で，課題を解決したり，日常生活と
無機物質のかかわりについて考察
したりする力が問われた。

第3問 元素分析，
脂肪族炭化
水素・芳香
族炭化水素
の構造・性
質

・一つの解答番号に対して『すべて選べ』という形式は
センター試験化学では目新しい。
・問3aとbは鍵となる情報(下線部)が共通である。
・問4は，発展的な説明文から，考察する問題である。

様々な有機物質を題材として，実
験結果や提示された情報を，既得
の知識と統合することで化合物の
構造を推測したり，新たな実験を
計画したりする力が問われた。

理科（化学）＿出題概要（分析）と求められる力
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大問 出題内容 特徴 求められる力

第4問 酸化還元反応，
酸化数，化学
反応式と物質
量

・第4問は大問全体がCODに関する問いで，詳しい実験
操作を読み，複数の問いに答える形式であった。センター
試験ではこのような形は目新しい。
・問２aとbは，完全に連動した問題である。
・計算結果について，桁ごとに数値を選択する解答方法
は，センター試験化学では目新しい。

水質調査に関する初見の実
験を題材として，示された実
験操作についての情報を整
理しながら，現象に関する数
的処理を一定の条件で行う
ことにより考察する力が問わ
れた。

第5問 脂肪族化合物，
グルコースの
環状・鎖状の
平衡反応，分
子間力

・長文の説明が冒頭にある点では目新しいが，内容は標
準的なものである。
・問2は，高校では学習しない物質の構造を，グルコース
の平衡混合物の変化から推定する問題である。
・問4は，高校の化学では学習しない高分子化合物が答
えの一つとなっている。

デンプンのりによる紙（セル
ロース）の接着現象を題材と
して，資料として示された反
応から情報を抽出して関係
性を見いだすことで，仮説を
立てたり，実験結果としてだと
生を判断したりする力が問わ
れた。

理科（化学）＿出題概要（分析）と求められる力
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理科（化学） 問題分析（第1問 問4）

■出題のねらい
・原理・法則に従って情報を処理し，グラフを活用して分析させる。
■出題内容・特徴
・表に示された時間と温度の関係から凝固点を求める問題。
・用意された方眼紙に冷却曲線を描く点や，計算結果について，
桁ごとに数値を選択する形式は目新しい。
・縦軸，横軸の目盛りを適切に決めてグラフ化する必要がある。
■求められる指導
・実験データーをグラフ化させる。
・公式に当てはめた計算ができるように，計算の演習を行わせる。

方眼に目盛りが
打たれていない。
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理科（化学） 問題分析（第3問 問1）

■出題のねらい
・元素分析と官能基をもつ化合物についての理解を問う。
・新たな情報が自然の事物・現象の基本的な概念によって，原理・法則に従い，説明できることを見いだすことが
できるかを問う。

■出題内容・特徴
・元素分析による組成式の求め方および，有機化合物の分類と一般式を理解しているか，また一般式が求められ
たときに候補となる構造を考えつけるかがポイントとなる。(C3H8O)nではn＝1のみしかあり得ない点に気づく必要も
あった。

■求められる指導
・組成式を求めたうえで，物質の構造を推定する必要があることから，演習を積み重ねておきたい。

正解が一つとは限らない。
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理科（化学） 問題分析（第3問 問4）

■出題のねらい
・新たな情報が，自然の事物・現象の基本的な概念によって，原理・法則
に従い，説明することを見いだすことができる。
・芳香族化合物の構造・性質・反応についての理解を問う。
■出題内容・特徴
・教科書では詳細に扱われていない内容をもとに，分析的・総合的に考
察する問題。
■求められる指導
・段階を踏んで考察すれば取り組みやすい内容である。初見の内容で
あっても既知の内容と結びつけて考察する練習をしておきたい。

段階を踏んで二置換体を
合成するが，置換基のつ
き方に関して条件が与え
られており，条件に合致す
る手順を考察する必要あ
り。
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【理科（化学）】 今後の指導に向けて

■抽出・収集したデータにについて，それらの間の関係や傾向を見いだす力
（情報の整理・統合変化や特徴の把握）

⾒慣れないグラフから，問題⽂で表されている化学的事象を読み取り，考察する内容の演習に取り組ん
でおきたいです。

■検討結果を，グラフや図などを用いて分かりやすく表現する力

■概念や原理・法則の理解

従来の知識問題であっても『⼆つ選べ』，『すべて選べ』という形式での出題がありました。暗記する
だけではなく，法則など正確な理解を伴う知識を⾝に付けることが⼤切になってきます。

計算結果において，桁ごとに数値を選択する形式での出題がありました。より正確な計算⼒を養うため
の演習が必要になってきます。

⽅眼紙を適切に⽤いて結果を整理させる演習をしておきたいです。このとき，どのような⽬盛りで表す
とよいかを判断できることが⼤切になってきます。
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■全体を振り返って推論したり，改善策を考えたりする力
（課題の把握結果の処理）

⽇頃から，⾝のまわりで利⽤されている物質について，関連する情報に興味を持つように⼼掛けたいで
す。

■仮説を確かめるための方法を立案し実践する力

■得られた結果に基づいて仮説の妥当性を検討する力

「参考」で取り扱われている内容についても，理解・応⽤ができる⼒が必要になってきます。

グラフの意味を理解し，必要な関係に着⽬し，答を求める⼒を養うような演習を積んでおきたいです。

仮説の妥当性を検討する場⾯を設定した，実験の指導が重要になってきます。
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生物 分析
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理科（生物）＿問題概要（分析）と求められる力

大問 分野 出題内容・特徴 求められる力（公式発表を引用，抜粋）

第１問
個体群と生物群集
動物の発生

・出題内容：個体の分布，ゴカイの生息密度と
成長の関係，ゴカイの発生過程の観察。
・特徴：ゴカイを題材とした，さまざまな分野に
わたる問題。問１・２はデータ解析問題で，問３
は知識問題。

・初見の資料から必要なデータを抽出・収集し，
情報を統合しながら課題を解決する力が問わ
れている。

第２問

Ａ 遺伝情報の発現
動物の発生

Ｂ 植物の発生，植物
の環境応答

・出題内容：Ａ バイオテクノロジー／Ｂ 花器官
形成のＡＢＣモデル，チューリップの花の開閉。
・特徴：哺乳類（マウス）の受精や，植物のABC
モデルで実際にみられる花の異常形態など，
受験生にとっては初見の出題。
問6では，下線ｃ・ｄに関する知識と図5の解

釈とを組合せで問われており，正答率は6.1％
と極めて低かった。

Ａ：初見の資料から必要なデータや条件を抽
出・収集し，情報を統合しながら課題を解決す
る力が問われている。
Ｂ：情報を整理・統合するとともに，植物が環境
変化に反応する仕組みについての理解を基に，
花弁の成長について，データを分析し，生命現
象について考察する力が問われている。

第３問

Ａ 代謝（光合成）
植物の環境応答

Ｂ 探究活動（代謝
（窒素同化））

・出題内容：Ａ ハワイのマウナロア山で測定さ
れた大気中のＣＯ2濃度の季節変動，光合成
細菌／Ｂ 除草剤が植物を枯らすしくみに関す
る探究活動。
・特徴：問３で問われていることは，ＣＯ2を吸収
してＯ2を放出しない光合成細菌であれば，Ｏ2
濃度の変化量は最小になるというもので，過去
に例のない出題。また，選択肢の使い方（選択
肢を生物例の候補の紹介に用いている）も目
新しい。
問５は，データの着目点の理解を問うており，

従来のセンター試験では見かけないものである。

Ａ：多様な観点から情報を整理・統合するとと
もに，グラフを分析・解釈した結果を組み合わ
せることにより考察する力が問われている。
Ｂ：科学的に理解し，情報を統合しながら課題
を解決する力が問われている。
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大問 分野 出題内容・特徴 求められる力（公式発表を引用，抜粋）

第４問

Ａ 生態系
植生の多様性と分

布（基礎）
Ｂ 生物の進化のしく
み

生物の系統

・出題内容：Ａ 堆積した花粉や微粒炭の推移
を題材とした問題／Ｂ 分子系統樹，被子植物
の分布の変化，化石。
・特徴：問１の「合理的でない推論」を選ぶもの
は目新しい。最終的な結論ではなく，仮説の立
て方などを含めた探究のプロセスを重視するこ
とがうかがえる。
問５の用語はセンター試験でも問われるが，

用語とともに写真での理解も必要。

Ａ：初見の資料から必要なデータや条件を抽
出・収集し，情報を統合しながら課題を解決す
る力が問われている。
Ｂ：初見の資料から必要なデータや条件を抽
出・収集し，情報を分析して解釈する力が問わ
れている。

第５問
Ａ 遺伝情報の発現
Ｂ 生物の進化のしく
み

・出題内容：Ａ バイオテクノロジー，ホタルのル
シフェラーゼ，DNAの総量推定／Ｂ 遺伝的浮
動，ヒトの耳垢の性質。
・特徴：問2のグラフ用紙を用いた出題は目新
しい。
問５の「合理的な推論」の選択は，過去に例

のない出題内容。

Ａ：表やグラフを活用し，値を適切な手順で数
的処理することで，情報を分析して解釈する力
が問われている。
Ｂ：資料から情報を抽出・収集し，情報を統合
して考察するなど，課題を解決する力が問わ
れている。

第６問 動物の反応と行動

・出題内容：見つめ合い行動によるイヌと人間
の絆形成。
・特徴：生物の知識を必要としない出題。問３
では仮説の検証方法という探究のプロセスが問
われた。

・初見の資料から必要なデータや条件を抽出・
収集し，情報を統合しながら課題を解決する
力が問われている。
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理科（生物）＿問題分析＿第３問 問３（光合成をする生物）

■出題のねらい（公式発表の引用）：低温時のCO2吸収速
度の低下について，気孔の開閉や葉緑体の働きに係る概念
的な知識を基に，原因を特定するために新たに比較すべき
条件を決める。
■出題内容・特徴： CO2を吸収してO2を放出しない光合成
細菌であれば，O2濃度の変化量は最小になるというもので，
過去に例のない出題である。また，選択肢の使い方（選択肢
を生物例の候補の紹介に用いている）も目新しい。
■求められる指導：さまざまな生命現象について「概念」も⾝
につけるようにしたい。
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■中学校の学習内容

第２問の中問Ｂでは「花のつくり」，第３問の中問Ａでは「葉のつくり」といった，中学校の学習内容
の理解も必要な問題が出題されました。
義務教育段階での学びの共通性の観点からも，⼩・中・⾼の学習のつながりも意識しておきたいです。

■知識・理解（体系），およびそれらの活用による思考力・判断力（スキル）の育成

いままで以上に思考⼒・判断⼒に⽐重が置かれた出題になっていることを踏まえると，教科書で扱われ
る知識・理解（体系）と，思考⼒・判断⼒・表現⼒（スキル）とのバランスを考えた指導が必要になる
と考えられます。

■幅広い項目・分野融合

■グラフ，表を利用した考察

試⾏調査「⽣物」の第１問では，⼀つの題材を基に，幅広い分野・項⽬から出題されました。普段の指
導では，授業の導⼊で実際の⽣物を紹介してさまざまな視点を与えてみたり，扱う題材をいろいろな⽅
向から捉えるなどの⼯夫が出来そうです。

⽇頃からデータをグラフ，表に適切に表し，そこから関係性を⾒いだす練習を⾏うようにしたいです。

【理科（生物）】 今後の指導に向けて
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■探究のプロセス・探究活動

実際の探究活動に取り組んだり，さまざまな探究活動の事例を踏まえた思考トレーニングを⾏うことな
どを通じて，論理的に組み⽴てて考える⼒を養成することが必要になってきます。

探究の基本的なプロセスにも意識を向けさせたいです。

０．⽣物を観察し，気づいたことに疑問をもつ。
１．課題を設定する。
２．資料を調べ，仮説（実験で確かめられる仮説）を考える。
３．実験計画を⽴て，実験（対照実験）を⾏う。
４．結果を表やグラフに整理する。
５．仮説が⽀持されるか棄却されるかを考察する。
６．発表を⾏う。

「ドライラボ的に研究論⽂などを読み取ることを通して⾼校⽣物を学ぶ」といった指導により，⽣徒
個々が考える，他者の考えを理解する，⾃分が理解したことを他者に説明したりするといった，主体
的・対話的な学びの経験が有効であると思われます。
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理科（地学）＿問題概要（分析）と求められる力

大問 出題内容 特徴 求められる力

第1問 小問集合
（地球の活
動と歴史，
地球の海洋
と気象，宇
宙の構造）

・第1問は，対流現象を共通テーマとして，知識を問う小問集合である。
地学の基本的な理解を問うており，知識が確実に身についているかが問
われた。過去に出題された問いがそのまま使われたものもあった。
・問４は深層循環で海水が沈み込んでから再び海面に上昇する年数の
概数を問うており，問題に示された深層循環経路と流れの速さをもとに
計算して求めることができるかが問われた。
・問５は海陸風，ハドレー循環，偏西風波動，貿易風の知識をもとに判断
できるかが問われた。
・問６は太陽表面の写真と説明文をもとに，表面の特徴を表す語を問う
問題で，太陽の活動と内部構造が理解できているかが問われた。

・地学的な事物・現象に関する
原理・法則についての理解をも
とに，物質と熱の循環を題材とし
て，地学の各領域に共通する視
点で，新たな情報と危篤の知識
を関連づけながら活用する力が
求められた。

第2問 探究活動，
地球の活動
と歴史

・第2問は，石材として利用されている岩石に関して，探究活動の成果を
発表するポスターを題材にした新傾向の問題であった。
・問２では，偏光顕微鏡観察で干渉色を観察するときの，岩石薄片と偏
光板の組み合わせ方を問うており，偏光顕微鏡の仕組みと偏光板につ
いての知識をもとに正確に判断できるかが問われた。実験の原理を踏ま
えた深い理解が必要である。
・問３は，問題に示された方眼の透明シートの図をもとに正確に数え上げ
て色指数を求められるかが問われた。
・問５は，問題文や図をもとに，岩石の生成プロセスを整理できたかが問
われた。
・問６は，ポスターに示された探究活動の結論について，探究活動の目
的に沿う結論を選択する問題である。問題文はすべて妥当な内容を述
べており，探究活動において得られる結論は，目的に沿って述べることが
理解できているかが問われた。

・マグマが発生，分化し，その過
程でつくられる多様な火成岩と，
元の岩石が高温・高圧化ででき
た変成岩についての理解をもと
に，生徒が探究活動に取り組む
場面を題材として，図・表などを
活用し，獲得した情報を整理・
統合して課題を解決する力が求
められた。
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理科（地学）＿問題概要（分析）と求められる力

大問 分野 出題内容・特徴 求められる力

第3問 大気と
海洋

・第3問は，大気と海洋に関する問題である。問1や問3の図は従来の出題でも使わ
れたものとほぼ同じであったが，問いかけの仕方が異なっていた。また，問2の図は教
科書でも扱われていない初出の図であった。
・問１は，飽和水蒸気圧曲線，湿度についての知識と，設問の趣旨を踏まえてグラフ
を正しく読み取れるかが問われた。
・問２は，海面での蒸発量と風速の関係を示す図をもとに，蒸発量を表す式を選択
する問題であった。示された図は教科書には掲載されておらず，初出の図から読み
取った情報をもとに数式で正しく表現できるかが問われた。
・問３は，台風に関する記述から正文をすべて選択する問題。で，正解が一つとは限
らない問いに対し，正確な知識に基づき判断できるかが問われた。
・問４は，下線部にある「冬季に」の記述に気づけば西高東低の気圧配置であると読
み取ることができた。
・問５は，与えられた情報をもとに，ある仮定をおいて将来発生することを合理性を
もって考察できるかが問われた。

大気の構造・運動と気
象，海水の運動や循環
についての理解をもとに，
先端的な観測技術によ
るデータなどを題材とし
て，情報を分析・解釈し
て，原理・法則に従って
考察する力が求められ
た。

第4問 宇宙の
構造

・第4問は，皆既日食の観測に参加したときのようすを題材にして，宇宙の構造の分
野の理解を問う問題である。会話文もあり，議論の流れを追って適切に情報を処理
することができるかが問われている。
・問１は，コロナ，彩層，放射層の特徴に関する知識をもとに判断できるかが問われた。
・問４は，緯度・経度の値から二地点の距離を概数で求め，食が最大になった時刻
の情報から，皆既日食の見られる場所の移動速度を概算する問題で，問題文や図
から計算に必要な数値を見積もり，概算できるかが問われた。
・問５は，月の公転運動，地球の自転速度，観測地の緯度の情報をもとに，皆既日
食の見られる場所の移動速度を示す式を選択する問題で，第3問問２と同様，式を
推定させるものであった。図や問題文を読み取り，読み取った情報をもとに数式で正
しく表現できるかが問われた。

地球と惑星の運動，太
陽系天体の特徴や運動，
太陽の活動および恒星
の性質と進化について
の理解をもとに，皆既日
食の観察などを題材とし
て，新たな情報と既得
の知識を関連付けなが
ら関係性をみいだすとと
もに，与えられた値を適
切に処理する力が問わ
れた。
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理科（地学）＿問題概要（分析）と求められる力

大問 分野 出題内容・特徴 求められる力

第5問 地球の活動
と歴史，地
球の概観

・第5問は，付加体の形成を題材として，固体地球に関する内
容が理解できるかを問う問題である。問1でグラフの読み取り，
問2や問6で関係性を示すグラフの選択など，思考力や読解力
を要する問題が多かった。
・問１は，問題文やグラフをもとに，グラフを正しく読み取って海
底下の地質構造を判断できるかが問われた。
・問２は，泥質の堆積物からなる層と乱泥流によって形成され
た層の積み重なり方と堆積にかかる時間から，地層の深度と年
代の関係を示す適切なグラフを選択する問題で，問題文や図
をもとに，問いの文中で示された堆積速度の違いを理解し考察
できるかが問われた。
・問４は，四国南部の地質構造について，四国から南海トラフに
かかる地質断面の模式図と地層をモデル化した図の情報をもと
に，付加体のでき方の順序と特徴について述べた文の正誤を
判断する問題で，問題文や図をもとに，与えられた条件を整理
して正しく判断できるかが問われた。
・問６は，地球内部の温度・圧力と深さの関係について，地球内
部の温度，密度，圧力，地震波の速度分布などに関する理解
をもとに，情報を整理できるかが問われた。

地表の変化，地球環境の変遷，日本列
島の成り立ちおよび地球内部の構造や状
態，構成物質についての理解をもとに，
海洋プレートの移動に伴ったできる新たな
地層の形成などを題材として，示された
条件でグラフから情報を読み取り，それら
を検証・整理して整合性を考察・判断す
るなど，課題を解決する力が求められた。
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理科（地学）＿問題分析 第2問 問6

■出題のねらい
・地学的に探究する方法について理解する。
■出題内容・特徴
・ポスターに示された探究活動の結論について，探究活動の目的
に沿う内容を選択する問題。
・問題文に示された内容から，目的に沿って結論を述べることが理
解できているかが問われた。
■求められる指導
・得られた結果をもとに，仮説の妥当性を検討する力が求められる。

（中略）

単独の文としてはすべて妥当。問題文に書かれて
ある要件に合致するものを選択する。
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理科（地学）＿問題分析 第3問 問3

■出題のねらい
・台風の発生について，発生のメカニズムなどをとらえる。

■出題内容・特徴
・台風の発生について，その発生のメカニズムなどの記述から正文をすべて選択する問題。
・正解が一つとは限らない問いに対し，正確な知識に基づき判断できるかが問われた。

■求められる指導
・概念や原理・法則の理解をあいまいな状態なままにせず，正確に身につける力が求められる。

正解が一つとは限らない。
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理科（地学）＿問題分析 第5問 問2

■出題のねらい
・堆積構造について理解する。
■出題内容・特徴
・タービダイトを主とする地層で，泥質の堆積物からなる層と乱泥流によって形成された層の積み重なり方と堆積にかかる時間
から，地層の深度と年代の関係を示す適切なグラフを選択する問題。
・問題文や図をもとに，問いの文中で示された堆積速度の違いを理解し考察できるかが問われた。
■求められる指導
・自然の事物･現象にかかわる数的処理を一定の条件で行い，その結果をもとに原理・法則に従って考察する力が求められる。

教科書には掲載されていないグラフを扱っている
が，問題文に与えられている情報を読み解き，
数的処理を行えばグラフの形は判断できる。
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■知識・技能の養成

従来と同様に知識が⾝についているかを問う出題もみられました。全体として思考⼒・判断⼒に⽐重が
置かれた内容になっていますが，こうした問題に取り組むためにも，確かな知識・技能が必要になって
きます。

出題形式として，今後「適当なものをすべて選べ」などといった⼀つの問いに対し複数の選択肢を解答
する形式の出題が予想されます。これまで以上に，より正確に，より深く理解していくことが⼤切に
なってきます。

■思考力・判断力の養成

探究活動を題材としたものや，現在研究が進められているような新しい内容を題材としたものがみられ
ました。また，数式を選択する問題や，図やグラフを駆使して考察する必要のある問題も出題されまし
た。

探究活動では，実際に⾏う実験や実習を踏まえ，科学的な考察を積み重ねていく経験がより⼤切になっ
てきます。

これまでと同様，図や表，グラフから情報を正確に読み取り，含まれている要素の間の関係を考察する
⼒を養うことも重要です。

【理科（地学）】 今後の指導に向けて
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■最新のニュースを題材とした問題・日常の課題解決

⽇ごろから地学に関連したニュースに興味・関⼼をもち，学んでいる内容と関連づけて考える習慣をつ
けておきたいです。

⽇常⽣活においての経験を地学現象と結びつけて考察する学習にも取り組んでおきたいです。

⽇頃からデータをグラフ，表に適切に表し，そこから⾃分なりに関係性を⾒いだす練習を⾏っておき
たいです。

■グラフ，表を利用した考察

■複数選択方式

「すべて選び答えよ」という形式の問題が出題されました。あやふやな理解では正解が難しいため、
より正確な知識を⾝につけることが求められます。

■会話文を題材とした形式

これまでも会話⽂を題材とした出題がなされており，今後も探究活動に関する出題が予想されます。

会話⽂を読み，考察の流れを理解し論点を整理できることが求められるため，実験・実習の中で，グ
ループで話し合い，議論を深めていく活動を経験させておきたいです。


