
1 北海道
北海道高等学校学力等実
態調査

本道の高等学校生徒の「確かな学力」を育成す
るため、学習指導要領に示された教科の目標の
実現状況を客観的に把握し、指導方法の工夫改
善を図るとともに、調査問題の作成を通して、
各学校におけるテスト問題の質の向上に資す
る。

(1) 参加対象校
  ア 道立高校（全日制のみ）及び
　　 道立中等教育学校
　イ 希望する道立高校(定時制)、
     市町村立高校及び私立高校
(2) 調査対象学年
  ・原則として、２学年
　 （ただし、実施する３科目の履
    修が修了していない場合は、
    ３学年または４学年（定時制
    課程）とする。）
  ・参加生徒数は、調査対象学年
    全員を原則とするが、各学校
    が自校の学力の実態を把握
    できるクラス（１学年２学級
　　以上の学校においては、２学
　　級以上）の生徒数とする。

・公立高校（全日制）
  [２２６校(９６．６％)]
  ※道立は全校参加
・公立高校（定時制）
  [５校(１１．４％)]
・私立高校
　[０校]
・道立中等教育学校
  [１校(１００％)]

２年生：１８，５７１人
３年生：８，６３３人
４年生：１２人
　※２年生に中等教育学校の
　　５年生を含む

【道立高校（全日制のみ）は
　悉皆調査】

・４月～５月
・国語（国語総合）、数学（数学
　Ⅰ）、外国語（英語Ⅰ）、学習
　状況等質問紙調査

・平成１７年度研究指定校対
  象に開始
・平成２１年度から全道立高
  校（全日）対象に実施

2 岩手県 基礎力確認調査
教育行政目標（学力向上）の指標として
及び各学校における学習指導の改善のため。

・公立高校（全日制のみ）の１年
　生及び２年生
・希望する私立高校（全日制の
　み）並びに県立特別支援学校高
　等部の１年生及び２年生

・公立高校（全日制のみ）
　［６５校(１００％)］
・私立高校（全日制のみ）
  ［２校(１５．４％)］
・県立特別支援学校高等部
　［５校(３８．５％)]

１年生：約１０，０００人
２年生：約１０，０００人

【公立高校（全日制のみ）は
　悉皆調査】

・４月
・国語、数学、英語、学習状況等
　質問紙調査 ・平成２２年度から実施

3 宮城県 みやぎ学力状況調査 教育行政及び各学校における学習指導の改善。 ・公立高校の１年生及び２年生
・公立高校
　［７９校(１００％)］

１年生：約１５，０００人
２年生：約１５，０００人
【公立高校は悉皆調査】

・７月
・１年生：学習状況等質問紙調査
・２年生：国語、数学、英語、学
　　　　　習状況等質問紙調査

・平成１７年度から全員対象
  に実施
・平成２４年度から復興教育
  支援事業に位置づけて実施

4 神奈川県
神奈川県立高等学校学習
状況調査

学習指導要領の各教科・科目の目標、内容に照
らした生徒の学習状況及び学習意識について調
査を行い、継続的に把握・分析することによ
り、各学校での継続的な教科指導の改善を図
る。

・県立高校（全日制のみ）の２年
　生
・県立中等教育学校の５年生

・県立高校（全日制のみ）
　［１３９校(１００％)］
・県立中等教育学校
　［２校(１００％)］

（県立高校）
・２年生：約３８，２００人
（県立中等教育学校）
・５年生：約３００人

【県立高校（全日制のみ）は
　悉皆調査】

・６月
・国語、数学、英語、学習状況等
　質問紙調査

・平成１６年度から抽出によ
　り実施
・平成２０年度より全員対象
　に実施
・平成２１年度より隔年実施

5 長野県 学力実態・意識調査
教育行政及び各学校における学習指導とキャリ
ア教育の改善。

・公立高校の１年生及び２年生の
　各１クラス

・公立高校
  ［８６校(１００％)］

・１年生：約３，６００人
・２年生：約３，６００人

・１２月～１月
・国語、数学、英語、学習状況等
　質問紙調査

・平成２１年度までは４年に
　１回、１，２年生の約８％
　に実施
・平成２４年度からは、毎年
　実施予定

6 愛知県
高等学校新入学生徒学力
調査

中高連携に資する資料及び高等学校（特別支援
学校高等部を含む）第１学年における指導上の
参考資料を得るため。

・希望する公立・私立高校（全日
　制のみ）及び県立特別支援学校
　高等部の新入学生

・公立・私立高校(全日制のみ)
　、県立特別支援学校高等部

　国語１０６校
 ［うち県立91校(53.0％)］
　英語１１２校
 ［うち県立97校(56.4％)］
  数学１３２校
 ［うち県立115校(66.9％)］

・新入学生徒
　国語：約２８，３００人
　英語：約３１，３００人
　数学：約３３，３００人

・３月下旬～４月中旬 ・国語、数学、英語
・英語は昭和２９年度から、
  国語と数学は昭和３０年度
　から実施

7 京都府 府立高校実力テスト
生徒の学力実態を把握した上で、教科指導の充
実等を図るとともに、一人一人の希望進路の実
現に役立てる。

・府立高校（全日制のみ）の１年
　生及び２年生
・府立盲学校、府立聾学校の１年
　生及び２年生

・府立高校（全日制のみ）
　［４６校(１００％)］
・府立盲学校
　［１校(１００％）］
・府立聾学校
　［１校(１００％）］

１年生：約１３，０００人
２年生：約１３，０００人

【府立高校（全日制のみ）は
　悉皆調査】

・１年生：４月、１月
・２年生：６月、１月

・１年生：国語、数学、英語
　　　　　※平成２５年１月は質
　　　　　　問紙調査も実施予定
・２年生：国語、数学、英語

・平成２年度から全校実施
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実施時期 教科・科目 その他趣旨・目的 対象者 調査対象 対象人数都道府県NO 名称

8 広島県
広島県高等学校共通学力
テスト

結果の分析を通して，学習指導要領における教
科・科目の目標の達成状況を把握し、今後の各
学校における指導内容や指導方法の工夫・改善
に役立てる。

・公立高校の１年生及び２年生
・公立特別支援学校で高校に準ず
　る教育課程を履修している１年
　生及び２年生

・公立高校
 ［９２校(１００％)］
・高校に準ずる教育課程を置い
　ている公立特別支援学校
 ［６校(１００％)］

１年生：約１７，０００人
２年生：約１６，０００人
（Ｈ２３年度実績）

【公立高校は悉皆調査】

・１１月

・１年生：国語(国語総合）、数
　　　　　学（数学Ⅰ・数学活
　　　　　用）、外国語（英語
　　　　　Ⅰ・オーラル・コミュ
　　　　　ニケーションⅠ）、学
　　　　　習状況等質問紙調査
・２年生：国語(国語総合）、数
　　　　　学（数学Ⅰ・数学基
　　　　　礎）、外国語（英語
　　　　　Ⅰ・オーラル・コミュ
　　　　　ニケーションⅠ）、学
　　　　　習状況等質問紙調査

・平成１４年度から実施

県下一斉英語学力テスト
県下の高校生の英語力の把握と、各学校におけ
る学習指導の改善。

・希望する公立・私立高校（全日
　制のみ）並びに県立特別支援学
　校高等部の１年生及び２年生

・公立・私立高校(全日制のみ)
　、県立特別支援学校高等部
　１年生
　［３７校(７４％)］
　２年生Ａ
　［２４校(４８％)］
　２年生Ｂ
　［２５校(５０％)］

１年生　：６，０９７人
２年生Ａ：２，５５６人
２年生Ｂ：３，７７２人

・４月

・１年生：ペーパーテスト及びリ
　　　　　スニングテスト
・２年生：難易度の異なるＡ、Ｂ
　　　　　２種類のペーパーテス
　　　　　トから各学校で選択

数学学力テスト
県下の高校生の数学学力の把握と、各学校にお
ける学習指導の改善。

・希望する公立・私立高校（全日
　制のみ）並びに県立特別支援学
　校高等部の１年生及び２年生

・公立・私立高校(全日制のみ)
  、県立特別支援学校高等部
　１年生その１
　［２６校(５２％)］
　１年生その２
　［２５校(５０％)］
　２年生その１
　［２４校(４８％)］
　２年生その２
　［２３校(４６％)］

１年生その１：４，０１４人
１年生その２：３，４４３人
２年生その１：３，１３１人
２年生その２：３，３３１人

・４月

・１年生、２年生とも、難易度の
　異なるその１、その２の２種類
　のペーパーテストから各学校で
　選択

10 高知県 学力定着把握調査
新１年生の高等学校入学以前の学習事項の定着
度や課題の分析、高校入学以降の学力向上対策
の研究、県全体の学習指導の共有と向上。

・県立高校（全日制及び多部制昼
　間部のみ）の１年生
・県が指定する県立高校（全日制
　及び多部制昼間部のみ）の２年
　生

・県立高校（全日制及び多部制
　昼間部のみ）
　１年生
　［３６校(１００％)］
　２年生（県指定）
　［１２校(３２．４％)］

１年生：約４，５００人
２年生：約６００人

【県立高校（全日制及び多部
　制昼間部のみ）の１年生は
　悉皆調査】

・１年生：年間２回
 （４～５月、９～１０
　 月）
・２年生：年間１回
 （４～５月）

・国語、数学、英語、学習状況等
　質問紙調査

・平成２４年度より「学力向
　上対策の研究」事業として
　実施
・平成２３年度までは、全１
　年生対象に学習支援テスト
　を実施

専門高校等共通到達テス
ト

学習内容の定着状況を把握し、その結果を分
析・検討することで、各学校における指導の改
善を図り、生徒の学力向上に資する。

・公立高校(全日制のみ）のうち、
　農・工・商・家・水・総合学科
　及び就職希望の多い普通科の１
　年生及び２年生

・公立専門高校等(全日制のみ)
 ［２４校］

１年生：約３，０００人
２年生：約３，０００人
（Ｈ２３年度実績）

・６月

・１年生：中学校における国語、
　　　　　数学、英語
・２年生：第１学年の国語（国語
　　　　　総合）、数学(数学
　　　　　Ⅰ）、英語（英語Ⅰ）

・平成２３年度から実施
・教員を対象に指導方法等に
　関する調査も実施

学習習慣等実態調査
生徒の学習実態や学習の対する意識を把握する
ことで、指導上の課題を明らかにし、その改善
を図る。

・公立高校（全日制のみ）の１年
　生及び２年生

・公立高校(全日制のみ）
 ［４７校(１００％)］

１年生：約８，０００人
２年生：約８，３００人
（Ｈ２３年度実績）

【公立高校（全日制のみ）は
　悉皆調査】

・７月までに実施 ・学習状況等質問紙調査
・平成１７年度から実施をし
　ているが、今回報告の形式
　は平成２３年度から実施

12 沖縄県 達成度テスト

高校1年生で学習した基礎的基本的事項の達成
状況を把握し、各学校における生徒の学習の反
省及び教師の指導法の工夫改善に資するととも
に、県の教育施策資料として活用する。

・県立高校の２年生
・県立高校
 ［６０校(１００)％］

２年生：約１５，０００人

【県立高校は悉皆調査】
・４月 ・国語、数学、英語

・平成３年から１４年までは
　毎年実施していたが、平成
　１５年度より３年毎の実施

＜※参考　学力テストを伴わない調査＞

1 福井県
学習と進路に関するアン
ケート

生徒の学習意欲の喚起、教師の授業改善および
指導力向上、クラスおよび学校経営の改善。

・県立高校の全生徒 ・全県立高校

１年生：約６，０００人
２年生：約６，０００人
３年生：約６，０００人
４年生：約１００人
　　　 （定時制のみ）

・７月

・全学年：学習状況等質問紙調査
　授業や学習に関すること
　進路意識・キャリア教育に関
  すること
　家庭学習・生活に関すること

・平成２４年度から実施

2 兵庫県
高校生生活実態学力状況
調査

学校の現状を踏まえたうえで、学力の向上を推
進するため。

・県が指定する県立高校の１～３
　年生

・学力向上研究校３０校
１年生：７，２３８人
２年生：６，５４１人
３年生：６，６３７人

・７月 ・学習状況等質問紙調査
・県立高等学校全校に行って
　いた調査を研究校に対して
　項目を精選して実施

名称

9

11

香川県

大分県
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