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■国名とその位置の認知度実態

前ページの図は、スリーヒントクイズを出

題した20か国の正答率を階級区分図で示した

ものである。図⑫は国名・位置ともに正解し

た完全正答率を、図⑬は国名のみ正解した国

名正答率をそれぞれ示している。

これから、各国それぞれの特徴を、国名正

答率上位の国から４つのグループに分けてみ

ていくこととする。

国名正答率では堂々の１位である。もっと

もなじみの深い国であるといえよう。しかし、

位置誤答率（国名正答中の誤答割合）が14.5

％とやや高く、完全正答率では３位になって

しまう。

位置の誤答は、隣国のカナダが圧倒的に多

い（位置誤答の84％を占める）が、少数なが

らも日本に近いロシア、中国が上位に入って

きている。アメリカは日本との結びつきが強

い国なので、日本に近い位置にある大きな国

というイメージがあるのであろうか。しかし、

もう少し位置の認知度が上がってもいい国で

あると思う。

国名誤答１位のニューヨーク（国名誤答の

14％）は、ヒント「自由の女神」からの連想

 アメリカ合衆国 

と考えられる。

国名誤答・位置誤答とも、中国の近隣国が

多く、日本に近い国というイメージが確立さ

れていることをうかがわせる。

しかし、アメリカ同様、日本とのつながり

が深く、面積も大きく非常に目立つ国である

ので、もう少し位置の認知度が上がってもい

い国であると思う。

国名正答率は81.8％であるが、完全正答率

は56.0％まで落ち込む。これは、北朝鮮との

位置誤答が非常に多いためである。北朝鮮と

いう誤答は、位置誤答の87％に達する。

やはり、日本とのつながりを考えれば、も

う少し位置認知度が上がってほしい国であ

る。この調査は韓流ブームに火がつく前に実

施したものであるが、ブーム中に調査をおこ

なっていれば、授業などでも話題に上る機会

が増えるであろうから、その結果は違ったも

のになっていたかもしれない。

完全正答率は71.5％で、20か国中１位であ

る。国名正答率は79.1％と、両者の差は少な

い。位置誤答率も1.2％と極めて低い。

国名と大陸名が一致しており、位置や大き

さでみても近くに類似する国がないのでこの

ような好結果になったと思われる。

「ピラミッド＝エジプト」という知識やイ

メージがあるせいか、国名正答率は75％を超

える。しかし、位置無回答率が高く、国名正

答率と完全正答率との差は26.1％にもなる。

国名は知っていても位置が十分に把握できて

いない傾向にある国であるといえよう。
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 大韓民国（韓国） 

 中華人民共和国（中国） 

検証　中学生の国名認知度

Ａグループ（国名正答率60％以上）
このグループには、20か国中上位６位まで
の国が入る。上位４か国はすべて、環太平洋
に位置し、日本との関係が深い国である。生
徒たちの世界像が日本を中心に太平洋を取り
巻くように広がっていることがわかる。
一方、それ以外の２か国は、ヒントに国名

に直結する事物を入れたため正答率が高くなっ
たと類推できる。
また、このＡグループに属する国々は、若

干の順位変動はあるものの、完全正答率でも
６位までに入っており、位置も含めて認知度
が高い、つまり、中学生になじみの深い国々
であるといえよう。
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歴史の学習でエジプト文明を扱わなくなっ

たことも影響していると思われる。

「カレー＝インド」のイメージが大変強い

ためであろうか、国名正答率は75％を超える。

しかし、位置無回答率が28.7％と高く、完全

正答率は46.8％にとどまった。５位のエジプ

トと同じような傾向にあるといえよう。

位置や形に特徴があるので、位置認知度は

上げやすい国であると思う。

国名正答率は59.7％で７位であるが、６位

のインドとは15％以上の開きがある。国名認

知度は70％超と予想していたので、やや意外

な結果であった（ヒントにルビをふらなかっ

たことが影響しているのかもしれない）。

完全正答率は、韓国との位置誤答が非常に

多いため（位置誤答の87％）、41.2％まで下

がってしまう。

日本の隣国であり、何かと話題の尽きない

国である。国名、位置とも、もっと認知され

てしかるべき国であると思う。

 朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮） 

 インド 

国名誤答の１位アフリカは、国名誤答の19

％を占める。アフリカという国があると思っ

ている生徒が少なからず存在するようであ

る。なぜアフリカが誤答１位になるのかわか

らないが、アマゾン川をナイル川と勘違いし

ている可能性も考えられる。

完全正答率では、北朝鮮を抜いて７位であ

る。位置誤答は、アルゼンチンが比較的多く

みられたが、南米大陸にある面積の大きな国

というイメージからまちがえたものと考えら

れる。

国名正答率、完全正答率とも、今回出題し

た他のヨーロッパの国と比べても、頭一つ抜

けている。島国であるため、位置の認知がし

やすいためではないだろうか。

また、学年ごとの完全正答率変化をみると、

20か国中もっとも上昇率が高く、30％近く上

昇している。２年の歴史学習で産業革命を学

習することが正答率の増加につながっている

のではないかと考えられる。

国名正答率と完全正答率の差が42.8％にも

なり、完全正答率の順位では16位まで下がっ

てしまう。国名正答者のうち、43.9％の生徒

が位置をまちがえ、36.1％の生徒が位置無回

答であった。位置誤答の大半は近隣諸国との

誤答であるので、ある程度の位置認知はでき

ていると判断できよう。

しかし、毎日のようにニュースで取り上げ

られる国であるので、もう少し位置の認知が

すすんでほしいとも思う。

国名誤答の１位はスイス（国名誤答の33％）

であるが、これはヒントのアルプス山脈から

イメージした回答と考えられる。

位置無回答率が25.4％と意外に高く、完全

正答率は30％をきってしまっている。多くの

 イタリア 

 イラク 

 イギリス 

 ブラジル 

Ｂグループ（国名正答率60～40％）
このグループには、20か国中７位から13位
までの７か国が入る。ヨーロッパからは４か
国を出題したが、４か国全てがこのグループ
に属する結果となった。ヨーロッパの中でも
ポピュラーと思われる国々を選んだのだが、
中学生段階では、まだなじみがうすいのかも
しれない。また、この４か国の完全正答率は、
国名正答率に比べると20％程度低くなるとい
う点も共通している。多くの国々が密集する
地域であるので、位置まで特定するのが難し
いのかもしれない。しかし一方で、１年と３
年の完全正答率を比べてみると、４か国とも
20％以上上昇しており、中学生時代にヨーロッ
パの認知度がかなり向上するという傾向も読
みとれる。
ヨーロッパ以外では北朝鮮、ブラジル、イ

ラクがこのグループに入る。北朝鮮とイラク
は、ニュースなどで頻繁に取り上げられてい
ることが影響していると考えられる。
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国が密集しているヨーロッパではあるが、イ

タリアは形に特徴があるので、正答率はもう

少し高くなってほしいと思う。

国名誤答の１位はイタリア（国名誤答の40

％）であるが、なぜそうなるのかは全く不明

である。国名誤答３位のパリ（国名誤答の

11％）は、ヒントのエッフェル塔から連想が働

いたと考えられるが、それだけパリという名

称が認知されているともいえよう。

位置誤答の大半は、近隣諸国との誤答であ

る。ヨーロッパに位置するということはわ

かっても、特定まではできないという現状が

窺われる。

国名正答率は42.4％、完全正答率は21.1％

と、他のヨーロッパ３国と比べるとやや低い

結果になっている。国名無回答率が50％近く

なっており、他の３国と比べるとかなり高く

なっている。スリーヒントが難しかったのか

もしれない。国名誤答２位のベルリンはヒン

トからの引用と思われる。

位置誤答の傾向は、他のヨーロッパ３国と

同じ傾向を示している。

国名正答率は39.1％と低いが、これはヒン

トが適切でなかったことも原因していると思

われる。完全正答率は、国名正答率と比べて

も2.4％しか下がっていない。「ロシア＝世界

 ロシア連邦 

 ドイツ 

 フランス 

一の面積の国｣という知識をほとんどの生徒

がもっているということであろうか。これを

裏付けるように、位置誤答率は0.7％、位置

無回答率は5.5％と、極めて低い数字を示し

ている。

なお、国名誤答１位のシベリアは、ヒント

を引用したものと思われる。

国名正答率、完全正答率とも30％を下まわ

り、国名の無回答率も61.5％と高くなってい

る。面積が大きく、目立つ国ではあるが、認

知度は意外に低い。

位置認知度が高いなど、ロシアと傾向的に

似ている面があるが、認知度では10％以上の

差がある。ロシアに比べて、イメージを持ち

にくい国なのであろうか。

国名正答率、完全正答率とも10％台となっ

ている。国名誤答の１位はカナダ（国名誤答

の12％）であったが、その理由はわからない。

位置正答率は高く82.2％となっている。島

国で、かつ近くに類似した国がないためだと

思われる。

国名誤答は予想通り、チョコレートからベ

ルギー、ギニア湾からギニアなど、安直な誤

答が目立った。新千円札の顔にもなった野口

英世だが、中学生にはあまり知られていない

 ガーナ 

 ニュージーランド 

 カナダ 

Ｃグループ（国名正答率40％～20％）
このグループには面積の広いロシア、カナ

ダが含まれる。スリーヒントが悪かった（い
いヒントが見つからなかった）ことが正答率
低迷の原因とも考えられるが、それだけ知っ
ているようで知らない、なじみがあるようで
ない国なのかもしれない。
しかし、両国とも大きな国であるためか、

国名正答者のほとんどが位置も正答しており、
位置正答率は90％近くを占めている。

Ｄグループ（国名正答率20％未満）
このグループには、ガーナ、ペルーなど、

アフリカや南アメリカに位置する国々が入っ
た。いわゆる“南北問題”の南側に位置する
国々であり、国名認知度にも南北格差がある
のかもしれない。大人にとってもなじみの少
ない国が多く、ニュージーランドやインドネ
シアのように、ヒントも不適切なものになっ
てしまったのではないかと考える。その結果
か、いずれの国も国名無回答率が極めて高く、
60％～80％に達している。
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のかもしれない。

国名正答率は、ヒントからガーナを連想で

きた生徒がいたためか14.5％を示すが、完全

正答率は、4.0％とかなり低くなっている。

位置的な特徴に乏しく、大人でも正答を出せ

ない国ではないかと思う。

マラッカ海峡、ゴムプランテーションなど、

１国に特定できないヒントを入れてしまった

ため、難易度は高い。しかし、国名誤答、位

置誤答ともに東南アジアやオセアニアの国々

との誤答が多く、ヒントから東南アジア近辺

の国であるという認識ができた様子がつかめ

る。ヒントの出し方次第で、国名認知度は10

％前後は上がるのではないかと推測できる。

ハワイという回答は他の国でもみられ、ハ

ワイを国名として認識している中学生は少な

からずいるようである。

完全正答率・国名正答率とも10％を切って

いる。学年別の完全正答率変化を見ると、２

年生から３年生にかけて11.2％増加している

が、その理由はよくわからない。

国名誤答１位のインドは、アパルトヘイト

とカースト制度を勘違いしたのであろうか。

国名正答率4.9％、完全正答率2.3％と、両

正答率とも20か国中最下位となった。無回答

率は20か国中もっとも高く83.6％に達してい

る。それだけ生徒にとってなじみの薄い国な

のだろう。

■国名認知度結果を振り返って
①位置の認知度は低い
国名正答率でみると、１位アメリカは88.2

％、最下位ペルーは4.9％。完全正答率でみ

ると、１位オーストラリアは71.5％、最下位

ペルーは2.3％と、かなりの差がある。国名

正答率の平均は48.5％であり、完全正答率の

 ペルー 

 南アフリカ共和国 
 

 インドネシア 

平均は33.4％である。前者と後者では約15％

の開きがあり、全体的に、正しい位置が把握

できていない傾向が強いといえよう。

②学年の上昇に伴い、国の認知は進む
学年別の平均完全正答国数をみていくと、

１年生5.7国、２年生7.0国、３年生8.4国と

なっている。国名正答数でも同じ傾向を示し、

学年が上がるにつれて、国の認知が確実に進

んでいることがわかる。県名認知度とは逆の

傾向になっており、興味深い結果である。

これは、社会科の学習だけでなく、テレビ

や新聞などで日常的に世界の話題にふれてお

り、世界の情報量が増大しているからではな

かろうか。世界への関心が高まっていること

の現われなのかもしれない。

③スリーヒントで正答率は左右される
今回の調査方法では、国の認知度はヒント

によって大きく左右されてしまう。それは、

国名を容易に連想できるヒント（ピラミッド

やキムチなど）がある国は、認知度が高くなっ

ていることからも理解できる。

しかし、今回出したヒントには不適切と思

われるものが含まれていたことも否めず、こ

の点は反省すべき点である。たとえば、複数

の国に関係するヒント（アルプス山脈、マラッ

カ海峡など）が、正答率に影響を与えたこと

は紛れもない事実であり、もう少し慎重にヒ

ントを検討すべきであった。

今回の調査とは逆に、国名から生徒がイ

メージする事物を問う調査をおこなうことも

検討してみたい。

今回の国名認知度調査の結果は、調査方法

やヒントに問題があったとはいえ、決して良

いものではないと感じる。これからの国際社

会を担っていく中学生にこれらの知識は必要

不可欠なものであると思う。

異文化を理解し、様々な国や地域の人々と

共生していく態度や能力を身につけていくた

めの第一歩として、国名などに関する知識を

育んでいってほしいと願う次第である。


