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(3) 数学（中学校第２学年対象） 

 

１(1)  割合を求めることができる。              【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

① 

 

 

 

② 

 

 

 

１(1)①は、割合を求めることができるかをみる問題で、小学校第４学年で扱うものである。①

の正答は「2.5」で、80.9％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「0.4」で 6.6％である。

この誤答の要因として、基準量と比較量を誤って捉え、8÷20 としてしまったことによるものと考

えられる。 

②の正答は「14」で、80.2％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「28.6 や 29」で 0.2％

である。この誤答の要因として、基準量と比較量を誤って捉え、20÷0.7 としてしまったことによ

るものと考えられる。 

なお、今回の問題は小学校第５学年算数においても同様の出題をしている。結果は①の正答率が

72.7％、②の正答率が 63.0％となっている。 

また、本学力調査では、これまで、次のような割合の問題を出題している。 

 ＜平成２７年度調査＞ 

 赤と白の２本のテープがあります。白いテープの長さは 15m です。赤いテープの長さは、白

いテープの長さの 2/3 に当たります。赤いテープの長さを求める式として正しいものを選び、

記号で答えなさい。 →正答率 63.0％ 

 ＜平成２６年度調査＞ 

　Ａ中学校の第１学年の生徒数は144人です。Ａ中学校の第１学年の生徒数は、第２学年の生徒

数の 8/9 倍です。Ａ中学校の第２学年の生徒数は何人ですか。 →正答率 26.2％ 

 これらの結果より、割合に関する問題については改善傾向があると考えられる。 

 次の図のような，赤，青，黄の３本のテープの長さを比べます。下の①と②の問題に答えなさ

い。 

 

 

 

 

 

 

① 青のテープの長さは，赤のテープの長さの何倍か答えなさい。 

② 黄のテープの長さは，青のテープの長さの０. ７倍です。黄のテープの長さは 

何㎝か答えなさい。 

2.5（正答） 0.4 12 その他 無解答 

80.9％ 6.6％ 0.7％ 10.1％ 1.6％ 

 

14（正答） 28.6 や 29 20.7 19.3 その他 無解答 

80.2％ 0.2％ 0.1％ 0.2％ 14.3％ 5.1％ 
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【授業改善のポイント】 小学校の学習内容を踏まえ、学習内容の系統性や、小学校の指導方法を再

確認する。 

本問は、小学校第４学年の内容であり中学校でも様々な場面で必要なものである。 

中学校においては、様々な学習場面で、小学校での指導方法等に基づいた立ち戻る指導を行うこ

とで、課題の改善につながっていくことが考えられる。 

例えば、「平成 24 年度全国学力・学習状況調査 授業アイデア例 小学校」では、以下のような

指導方法が提案されている。 

〔課題〕赤いテープの長さは 120cm です。赤いテープの長さは白いテープの長さの 0.6 倍です。赤い

テープの長さと白いテープの長さの関係を正しく表している図を選びましょう。 

 

  児童には、正しい図を選ぶ過程で、次のようなことに留意させている。 

 ・小数倍の場面では基準量を捉えることが難しいので、簡単な数値に置き換え、既習の整数倍の学

習から小数倍を捉えることができるようにすること。 

 ・１より小さい小数をかけると、積は被乗数より小さくなることを捉えることができるようにする

こと。 

 ・○や□を用いて数量の関係を式や図に表わすことで、小数倍の関係を的確に捉え、演算を決定す

ることができるようにすること。 

  

  小学校でのこのような指導方法等を再確認し、その指導方法を考慮した立ち戻る指導を行うこと

で、中学校での学習内容のさらなる定着が図られると考えられる。 

 

１(2) 比を使って含まれるエネルギーを求めることができる。   【数量や図形についての技能】 

【問題の概要】 

 
【結果分析】 

 あるカフェオレが入っている容器の側面には，次のような栄養成分表示が書かれていました。こ

のカフェオレ 180mL に含まれるエネルギーは，何 kcal か答えなさい。 

 

72（正答） 120 15.12 その他 無解答 

54.4％ 3.3％ 0.0％ 32.9％ 9.3％ 
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１(2)①は、比を使って含まれるエネルギーを求めることができるかをみる問題で、小学校第６学

年の内容である。①の正答は「72」で、54.4％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「120」

で 3.3％である。この誤答の要因として、増えた 80mL 分をエネルギーの 40 に加えてしまったことに

よるものと考えられる。 

中学校の学習内容には簡単な比例式を解くことや、面積比、体積比など、比の考え方を利用する場 

面も多い。その際に今回の結果のように比に関する理解に課題があることを考慮し、具体的な数や具

体物を使い、立ち戻る指導を行うことも効果的であると考えられる。 

 

２(1)  分数の減法ができる。                       【数学的な技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

【結果分析】 

２(1)①は、分数の減法ができるかをみる問題である。正答は「－　　」で、84.1％の正答率であ

る。誤答の中で最も反応率が高いのは、「　　」で6.4％である。この誤答の要因として、正負の数

の減法の符号について理解していなかったことによるものと考えられる。 

 

２(2)  負の数を含む乗除の計算ができる。                 【数学的な技能】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

36（正答） １ －36 －１ その他 無解答 

64.5％ 22.0％ 2.3％ 2.7％ 5.8％ 2.6％ 

２(2)は、負の数を含む乗除の計算ができるかをみる問題である。正答は「36」で、64.5 ％の正

答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、「１」で 22.0％である。この誤答の要因として、

演算の順番について理解しておらず、(－３)×(－６)を先に計算したことによるものと考えられる。 

 

２(3)  負の数に(－１)をかけた計算結果について理解している。 

【数量や図形などについての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

a が負の数のとき， a ×（－１）の計算の結果として最も適切なものを，次のア～エまでの

中から１つ選び，記号で答えなさい。 

ア a ×（－1）の計算の結果は， a より大きい 

イ a ×（－1）の計算の結果は， a と等しい 

ウ a ×（－1）の計算の結果は， a より小さい 

エ a ×（－1）の計算の結果は， a より大きいか小さいか決まらない 

 

（正答） 

 

 １ －１  その他 無解答 

84.1％ 6.4％ 1.8％ 0.8％ 0.6％ 3.4％ 3.0％ 

６ 

１ 

６ 

５ 

６ 
１ 

６ 
１ 

６ 

１ 

 

18÷(－３)×(－６) 
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【結果分析】 

ア（正答） イ ウ エ その他 無解答 

47.2％ 11.8％ 29.9％ 9.2％ 0.2％ 1.8％ 

２(3)は、負の数に(－１)をかけた計算結果について理解しているかをみる問題である。正答は

「ア」で、47.2％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、「ウ」で 29.9％である。こ

の誤答の要因として、負の数(－１)をかけるともとの数より小さくなると理解していることと、a
がどのような値かによって、式のもつ性質を考えることができていないことによるものと考えられ

る。 

 

【授業改善のポイント】 負の数の計算に関して、結果との大小関係を意識した指導を行う。 

 答えの見通しを立てることの重要性は、中学校で負の数を学習する時においても変わらない。負の

数を含む四則計算を行うとき、符号や絶対値の大きさなどについて見通しをもって計算を行い、導い

た解答について見通したものと照らしあわせて確認する力をつける必要があると考えられる。これは

計算だけではなく、１次方程式等の文章問題における解の吟味にもつながるものである。 

 

２(4)  正負の数が日常生活に利用できることを理解している。 

【数量や図形などについての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

14 

(正答） 
－14 ４ －４ 11 12 ５ ９ その他 無解答 

55.9％ 0.4％ 10.7％ 10.3％ 0.9％ 1.5％ 1.3％ 1.0％ 13.5％ 4.5％ 

２(4)は、正負の数を日常生活に利用できるかをみる問題である。正答は「14」で、55.9％の正

答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「４」で 10.7％である。この誤答の要因として、－９

と＋５の絶対値の差を答えてしまったことによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 日常生活で正負の数を実際に活用する場面を与える。 

 身近なところで正負の数は多く利用されている。どのような場面で利用されているかを取り上げる

指導は行われているが、実際に正負の数を利用して考え、問題を解決する場面が不足していると考え

られる。今回のような本の貸し出し、平均値の求め方等、実際のデータを用いて正負の数のよさを実

感させる場面を設定することが重要であると考えられる。 

 

 

 

 

次の表は，ある学校の図書室で月曜日から金曜日に貸し出した本の冊数を，月曜日に貸し出し

た本の冊数を基準の０として正負の数を用いてまとめたものです。 

 このとき，貸し出した本の冊数が最も多い曜日と，貸し出した本の冊数が最も少ない曜日との

貸し出した本の冊数の差は何冊になるか答えなさい。 
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３(1)  式の値を求めることができる。                   【数学的な技能】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

① 

 

 

② 

 
 

３(1)は、式の値を求めることができるかをみる問題である。①の正答は「－１」で、81.7％の正

答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「５」で 4.2％である。この誤答の要因として、代入する

ときに２a を２×(－４)ではなく、２－４として計算したことによるものと考えられる。 

②の正答は「－16」で、58.5％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、「16」で 27.6％

である。この誤答の要因として、－(－４)2を、４2として計算したことによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 ×や÷の記号を省略した式から、省略しない式へ戻す学習を行う。 

 式の値を求める問題については、代入の段階で×や÷を省略しない式へ戻す学習を行うことが重要

である。累乗については、指数がどの数にかかっているのかを意識させる指導を行うこが大切である。 

 

３(2)  分配法則を用いて文字式の計算ができる。              【数学的な技能】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

a－1 

(正答) 
a－19 a＋４ a－14 １a－１ －１ その他 無解答 

63.0％ 4.9％ 1.5％ 0.6％ 0.3％ 0.1％ 25.4％ 4.2％ 

３(2)は、分配法則を用いて文字式の計算ができるかをみる問題である。正答は「a－１」で、63.0％

の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「a－19」で 4.9％である。この誤答の要因として

－(７a－９)を－７a－９として計算したことによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 項を１つのまとまりとして捉え、計算する。 

 

 このように、項ごとに  で囲み、分配法則を行うことで、符号に関する誤りを減らすことができる。 

２(４a－５)－(７a－９) を計算しなさい。 

a ＝－４のとき，次の式の値を求めなさい。 

① ２a ＋７ 

② －a 2 

－１（正答） 15 ５ １ －36 その他 無解答 

81.7％ 1.8％ 4.2％ 1.7％ 0.2％ 7.8％ 2.7％ 

－16（正答） 16 －8 ８ －４ その他 無解答 

58.5％ 27.6％ 2.3％ 1.8％ 0.3％ 6.4％ 3.0％ 

１ 
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３(3) １次方程式を解くことができる。                   【数学的な技能】 

【問題の概要】 

 

【結果分析】 

－５（正答） 2/7 ５ ２ －２ その他 無解答 

78.6％ 0.0％ 5.7％ 1.5％ 1.0％ 8.0％ 5.3％ 

３(3)は、１次方程式を解くことができるかをみる問題である。正答は「－５」で、78.6％の正答

率である。誤答の中で反応率が高いのは、「５」で 5.7％である。この誤答の要因として、移項は正し

くできたが最後に両辺を割る段階で符号を間違えてしまったこと、＋７を右辺に移項したときに－３

についても符号を変えてしまったことなどによるものと考えられる。 

 

３(4) 等式の変形ができる。                        【数学的な技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

【結果分析】 

y=－　　 +　 （正答） ＋
y=の形にな

っていない 
その他 無解答 

50.1％ 0.8％ 0.2％ 8.7％ 26.6％ 13.5％ 

 

３(4)は、等式の変形ができるかをみる問題である。正答は「y=－　　＋　　」で、50.1％の正答率で

ある。誤答の中で反応率が高いのは、「y=の形になっていないもの」で 8.7％である。「y について解く」

ということについて、理解を深める必要がある。また、 =の形に変形したものの中で反応率が高いの

は「y
y

=－　　＋９」で 0.2％である。この誤答の要因として、移項した後の右辺について、全ての項

を２で割らなかったことによるものと考えられる。 

 

４(1)  問題文をもとに、６番目の図形に使われるタイルの枚数が分かる。        【数学的な技能】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

21（正答） 24 36 その他 無解答 

80.2％ 2.7％ 0.9％ 13.7％ 2.3％ 

 

８x＋７＝６x－３ 

はるかさんは，次の図１のような正方形のタイルを，図２のように，１列目に１枚，２列目に

２枚，３列目に３枚並べました。図２の形を１番目として，図形のそれぞれの列に正方形のタイ

ルを１枚ずつ，合計３枚並べていき，図３のようにそれぞれの列が１段ずつ増えるように規則正

しく並べ，２番目，３番目，…と順番に図形を作っていきました。 

    

 

 

 

６番目の図形に使われるタイルの枚数を答えなさい。 

次の式を、y について解きなさい。 

５x＋２y＝９ 

2

5 x x y=－　　 +9
2

5 x
3

5

2

9

2
5 x

2
5 x

2
9

2

9



−  143  −

 - 143 - 

４(1)は、問題文をもとに、６番目の図形に使われるタイルの枚数が分かるかをみる問題である。

正答は「21」で、80.2％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「24」で 2.7％である。こ

の誤答の要因として、２番目の図形から考え始めたことによるものと考えられる。 

 

４(2)  n 番目の図形に使われるタイルの枚数を、n を使った式で表すことができる。     

【数学的な見方や考え方】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

3(n－1)（正答） 3n－3 3n 3n－1 その他 無解答 

12.5％ 8.0％ 29.6％ 0.3％ 40.0％ 9.4％ 

４(2)は、n 番目の図形に使われるタイルの枚数を、n を使った式で表すことができるかをみる問

題である。正答は「３(n－1)」で、12.5％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「3n」で

29.6％である。この誤答の要因として、タイルが３枚ずつ増えていくことについて理解することは

できているが、n 番目の図形では、1 番目のタイルの枚数から、３枚のタイルが(n－１)回分増えて

いることについて理解することができていないことによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 「式」、「図」、「言葉」を関連付ける指導、言語活動を通して数学的な見方

や考え方を高める指導、多様な考え方を認める指導を行う。 

今回の結果から、ある事象を式に表すことに課題があると考えられる。過去の調査においてもこの

傾向が見られ、平成 24 年度の算数で出題した、碁石を正三角形の形に並べ、個数の求め方の説明から

正しい式を選ぶ問題の正答率は 43.2％、同年の数学で出題した、碁石を正三角形に並べ、その個数を

表す式を選ぶ問題の正答率は 29.1％であった。 

このような問題については、以下のような指導を行うことによって課題が改善されると考えられる。 

○ 小学校からの系統性を配慮した指導 

○ 文字式の表す意味を理解させるとともに、思考の過程を表現していることを実感させる指導 

○ 言語活動を通して数学的な見方や考え方を高める指導 

○ 多様な考え方を認める指導 

 特に(1)と(2)の正答率の差が大きいことから、具体的に数えることと、文字を使った式に表わすこ

ととの間に大きな壁があることが分かる。生徒の実態に応じ、小学校からの系統性や思考の過程を考

慮した細かなステップを設定することで、数から文字への一般化を図る手だてを考えていく必要があ

る。 

 

 

 

 

 

なつきくんは， n 番目の図形を作るために必要なタイルの枚数を次のように考えました。 

      にあてはまる式を答えなさい。 
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４(3)  文字を使って表すことに意欲的に取り組むことができる。 【数学への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

 ア（正答） イ（正答） ウ（正答） エ その他 無解答 

反応率 34.4％ 38.5％ 16.6％ 7.8％ 0.3％ 2.3％ 

教科全体の平均正答率 62.0％ 59.2％ 51.7％ 41.1％ 29.1％ 14.3％ 

４(3)は、文字を使って表すことに意欲的に取り組むことができるかをみる問題である。正答は

「ア」、「イ」、「ウ」のいずれかで、89.5％の正答率である。「エ」は、直感を使って当てることが文

字を使って表すことに意欲的に取り組んでいるとは言えないため、ふさわしくない。 

 

５(1)  問題文を理解し、条件を満たす式をつくることができる。        【数学的な技能】 

 

【問題の概要】 

 

【結果分析】 

６x－42 

（正答） 
６x＋42 ６x－７ ６x＋７ その他 無解答 

18.2％ 1.4％ 28.3％ 6.0％ 36.5％ 9.7％ 

５(1)は、問題文を理解し、条件を満たす式をつくることができるかをみる問題である。正答は「６

x－42」で、18.2％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「６x－７」で 28.3％である。こ

の誤答の要因として、７脚余ったからその分を引けば等しくなると考えることはできたが、６×７＝

42 と人数まで考えが及ばなかったことによるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

大江戸中学校では，第２学年の生徒全員で集会を行うことになり，長いすを何脚か並べました。

１つの長いすに４人ずつ座ると，10 人が座れませんでした。また，１つの長いすに６人ずつ座

ると，どの長いすにもちょうど６人ずつ座れ，長いすが７脚余りました。 

長いすの脚数を x 脚とし，次のような方程式を作りました。□に入る式を答えなさい。 

 

必要なタイルの枚数の変化の様子を文字を使って表す学習のあとに，あなたならどのようなこ

とに取り組もうと思いますか。次のア～エまでの中には適切なものがいくつかありますが，あな

たの考えに最も近いものを１つ選び，記号で答えなさい。 

ア 自分でも，変化の様子を文字を使って表す問題を作ってみたい。 

イ 並び方を変えて，必要なタイルの枚数の変化の仕方について調べてみたい。 

ウ タイルを立方体に変えて，変化する部分について考えてみたい。 

エ n 番目に必要なタイルの枚数を，直感を使って当ててみたい。 
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５(2)  (1)とは違う数量を文字で表したとき、１次方程式の両辺が表しているものが分かる。 

【数学的な見方や考え方】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

ア（正答） イ ウ エ その他 無解答 

36.5％ 31.3％ 17.5％ 9.8％ 0.8％ 4.1％ 

５(2)は、(1)とは違う数量を文字で表したとき、１次方程式の両辺が表しているものが分かるかを

みる問題である。正答は「ア」で、36.5％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、「イ」

で 31.3％である。誤答の要因として、「イ」は、何を文字としておいたのかを考えることができなか

ったことによるものと考えられる。「ウ」、「エ」は、方程式を立式する際に、何について等しい式を作

るのかについて考えることができなかったことによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 文字だけではなく、方程式の両辺が何を表しているのか明確にさせる。 

 何を文字においたかという指導は日常的に行われている。それに加え、項や式が表しているものは

何かを意識させる必要がある。また、最初に文字においたものと違うものを文字におき、立式した後

の方程式についても項や式が何を表しているのかを考えさせることによって、さらに理解を深めると

ともに、方程式の利便性について考えさせたい。 

 

６(1)  回転移動について理解している。       【数量や図形などについての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

ア イ ウ（正答） エ その他 無解答 

3.9％ 5.9％ 58.9％ 26.6％ 2.5％ 2.2％ 

６(1)は、回転移動について理解しているかをみる問題である。正答は「ウ」で、58.9％の正答率

である。誤答の中で最も反応率の高いのは、「エ」で 26.6％である。誤答の要因として、「エ」は、点

Ｂを線対称移動した点を答えたことによるものと考えられる。「ア」は、点Ａと重なる点を答えたこと

によるものと考えられる。「イ」は、点Ｃと重なる点を答えたことによるものと考えられる。 

次に生徒全体の人数を y 人とし，次のような方程式を作りました。このとき，方程式の左辺

や右辺が表すものとして最も適切なものを，次のア～エから選び，記号で答えなさい。 

ア 長いすの脚数 

イ 生徒全員の人数 

ウ 長いすに座れなかった生徒の人数 

エ 余った長いすの脚数 

 △ＡＢＣを，点Ｏを回転の中心として 

180°回転移動したとき，頂点Ｂと重なる点を， 

図のア～エの中から１つ選び， 

記号で答えなさい。 
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【授業改善のポイント】 ある図形を移動したとき、移動前と移動後の図形について考察する機会を

設定する。 

 図形の移動に関しては、具体物を使って移動させてみたり、コンピュータを利用して移動させてみ

たりといったことに加え、移動させた後の図形をあらかじめ提示しておき、そこから対応する頂点、

辺、対称軸、回転の中心などについて考察していく場面を設定することも考えられる。 

 一方の図形をもう一方に重ねるという視点で移動を捉えると、様々な考え方が生徒から出てくると

考えられる。これらの考え方について、自ら考えたことを他の生徒に分かりやすく説明したり、他の

生徒の考え方を聞いたりすることを通じて、自分の考え方を振り返り、より良いものにしていく活動

を取り入れる。このことによって、思考力・判断力・表現力等に加え、知識・理解も深まると考えら

れる。 
 

６(2) 直線ℓを対称の軸とし、点Ａと線対称の位置にある点Ｂを作図を考えることができる。 

【数学的な見方や考え方】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

 

 

 

 

 

 

 

（正答） 

その他 無解答 

71.4％ 19.5％ 9.1％ 

６(2)は、直線 ℓ を対称の軸とし、点Ａと線対称の位置にある点Ｂを作図することができるかを見

る問題である。正答率は 71.4％である。 
 

６(3) 図形の作図に意欲的に取り組もうとしている。      【数学への関心・意欲・態度】 

【問題の概要】 

 

 図形の作図の学習をもとに，あなたならどのようなことに取り組もうと思いますか。次のア～

エまでの中には適切なものがいくつかありますが，あなたの考えに最も近いものを１つ選び，記

号で答えなさい。 

ア 作図の方法を利用して，地図上での位置や距離などについて考えたい。 

イ 定規やコンパスを使わなくても，より正確な図形がかけるように，何度も作図をしたい。 

ウ 正方形や正五角形などのさまざまな図形を，定規とコンパスを使って作図をする方法を考

えたい。 

エ これまで学習した作図の方法以外の方法で図形の作図ができるか考えたい。 

 次の図２は，直線 ℓ と，直線 ℓ 上にない点Ａを表している。直線 ℓを対称の軸とし，点Ａと線

対称な位置にある点Ｂを，定規とコンパスを用いて作図しなさい。 
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【結果分析】 

 ア（正答） イ ウ（正答） エ（正答） その他 無解答 

反応率 19.1％ 8.8％ 44.9％ 25.3％ 0.1％ 1.8％ 

教科全体の平均正答率 59.1％ 39.5％ 60.2％ 56.8％ 33.0％ 9.7％ 

６(3)は、図形の作図に意欲的に取り組もうとしているかをみる問題である。正答は「ア」、「ウ」、

「エ」のいずれかで、89.3％の正答率である。作図は定規やコンパスを用いて行うものであり、「イ」

はふさわしくない。 

 

７(1)  ねじれの位置にある辺について分かる。     【数量や図形などについての知識・理解】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

ＥＦ（ＦＥ） 

（正答） 
ＡＥ（ＥＡ） ＡＦ（ＦＡ） ＥＰ（ＰＥ） ＦＰ（ＰＦ） その他 無解答 

82.5％ 2.2％ 1.8％ 0.8％ 0.3％ 7.5％ 4.9％ 

７(1)は、ねじれの位置にある辺について分かるかをみる問題である。正答は「ＥＦ（ＦＥ）」で、

82.5％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「ＡＥ（ＥＡ）」で 2.2％である。この誤答の

要因として、空間の辺と辺の垂直とねじれの位置の区別がついていないことによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 具体物を用いて、辺と辺、面と辺、面と面の位置関係を理解させる。 

空間図形の学習では、生徒の直観的な理解を助け、論理的に考察し表現する能力を培うために、例え

ば、立体の模型を作りながら考えたり、目的に応じてその一部を平面上に表す工夫をしたり、平面上の

表現からその立体の性質を読み取ったりするなど、観察や操作などの活動を通して図形を考察して学

習を進めていく必要がある。 

また、直線や平面の位置関係についての内容は、空間図形を考察する際に有効なものであり、空間図

形について分析的な見方をするには欠くことのできない事項である。この内容の指導に当たっては、位

置関係の分類の結果を形式的に知らせるのではなく、上記の直線と平面との位置関係の捉え方が生か

されるような具体的な空間図形の考察場面を取り入れる。例えば、実際に立体を作ったり、観察した

り、それを用いて説明したりする活動を通して、直線や平面の位置関係を理解できるように配慮する必

要がある。 

 

 

次の図１のような１辺が 12cm の正方形の折り紙を，点線部分を折り目として折って図２のよ

うな三角錐すいをつくりました。点Ｅ，Ｆはそれぞれ辺ＢＣ，ＣＤの中点であり，折ったときに

点Ｂ，Ｃ，Ｄが集まってできる三角錐の頂点をＰとします。 

 
図２の三角錐において，辺ＡＰとねじれの位置にある辺を答えなさい。 
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７(2) 三角錐の体積を求めることができる。                 【数学的な技能】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

72（正答） 216 144 432 288 576 その他 無解答 

24.4 ％ 7.0％ 5.8％ 0.8％ 0.5％ 0.3％ 32.1％ 29.1％ 

７(2)は、三角錐の体積を求めることができるかをみる問題である。正答は「72」で、24.4％の正

答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「216」で 7.0％である。この誤答の要因として、1/3 倍し

なかったことによるものと考えられる。 

 

７(3) 底面が決まったときの高さとなる辺を捉えることができる。   【数学的な見方や考え方】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

ＦＰ（ＰＦ） 

（正答） 
ＥＦ(ＦＥ) ＡＥ（ＥＡ） ＡＦ（ＦＡ） ＥＰ（ＰＥ） 

ＦＰ（ＰＦ） 

（正答） 
その他 無解答 

44.4％ 2.7％ 0.5％ 1.7％ 27.9％ 44.4％ 15.4％ 7.4％ 

７(3)は、三角錐において、底面が決まったときの高さとなる辺を捉えることができるかをみる問

題である。正答は「ＦＰ（ＰＦ）」で、44.4％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、「Ｅ

Ｐ（ＰＥ）」で 27.9％である。これは、△ＡＥＰのＡＰを底辺とみて、その高さを答えたものと考え

られる。 

 

【授業改善のポイント】 実際に図形を作る活動をとり入れ、平面と立体の関係について実感を伴っ

た理解をさせる。 

 立体図形において、様々な面を底面とし、高さ等について理解することは大切である。これは、中

学校第３学年の「三平方の定理」にもつながる考え方である。 

 このような空間についての位置関係を理解するために、本問のような課題では、折り紙を使って立

体を作っているので、比較的簡単に自分たちで図形を完成することができる。実際に組み立てた三角

錐を様々な面を下にして置くことで、どの部分が高さになるのか直感的に理解することができると考

えられる。それに加え、立体にした折り紙を元に戻すことによって、折り目の線をもとに、立体と展

開図の関係について考えることもできる。 

 また、△ＡＥＦを底面とした場合については、直接高さを表す辺を見ることはできない。しかし、

体積と底面積の関係から、底面を△ＡＥＦとした時の立体の高さを求めることはできる。これは、発

展的な内容として取り扱うことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

図２の三角錐において，△ＡＥＰを底面としたときの高さになる辺を答えなさい。 

図２の三角錐の体積を答えなさい。 
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８(1)  グラフからさとるくんとあきこさんが１分間に進む速さについて読み取ることができる。 

【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

さとるくん：75 

あきこさん：200 

（正答） 

さとるくん：200 

あきこさん：75 

さとるくん：150 

あきこさん：400 

さとるくん：400 

あきこさん：600 

さとるくん：400 

あきこさん：150 
その他 無解答 

36.1％ 2.2％ 1.0％ 0.1％ 0.1％ 46.2％ 14.2％ 

８(1)は、グラフからさとるくんとあきこさんが１分間に進む速さについて読み取ることができる

かをみる問題である。正答は「さとるくん：75m あきこさん：200m」で、36.1％の正答率である。誤

答の中で反応率が高いのは、「さとるくん：200m あきこさん：75m」で 2.2％である。この誤答の要

因として、それぞれの速さについて、ℓと m のグラフを取り違えてしまったことによるものと考えら

れる。 

 

８(2) ８分後の２人の間の距離を求めることができる。     【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

2200（正答） 1000 －1000 600 1600 その他 無解答 

23.8 ％ 19.8％ 0.0％ 3.5％ 1.5％ 32.0％ 19.3％ 

８(2)は、８分後の２人の間の距離を求めることができるかをみる問題である。正答は「2200m」で、

23.8％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「1000m」で 19.8％である。この誤答の要因と

して、２人の距離が１分につき 200－75＝125m ずつ広がっていると考え、125×8＝1000m としたこと

によるものと考えられる。 

 

 図書館を出発してから８分後の，さとるくんとあきこさんの２人の間の距離を答えなさい。 

次の図１は，東西一直線上に並んださとるくんの家，図書館，駅を表していて，さとるくんと

あきこさんの２人は図書館にいます。さとるくんは，図書館から西に２㎞離れたさとるくんの家

まで徒歩で向かい，あきこさんは図書館から東に３㎞離れた駅まで自転車で向かいます。 

２人は同時に図書館を出発し，それぞれ一定の速さで進むものとします。また，図書館の位置

を基準に，東を正の方向，西を負の方向とします。 

あとのグラフにおいて，ℓ は，さとるくんが図書館を出発してからの時間と進んだ距離との関

係の一部を表しています。mはあきこさんが図書館を出発してからの時間と進んだ距離との関係

の一部を表しています。 

 

 

 

 

さとるくんとあきこさんが１分間に進む距離を 

それぞれ答えなさい。 
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８(3) 図書館を出てx分後のさとるくんとあきこさんの間の距離について、式を使って表すことがで

きる。              【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

 

 

【結果分析】 

d=275x 275x d=125x d=2200x d=200x その他 無解答 

10.9％ 0.1％ 4.3％ 0.1％ 0.0％ 51.0％ 32.8％ 

８(3)は、図書館を出て x 分後のさとるくんとあきこさんの間の距離について、式を使って表すこ

とができるかみる問題である。正答は「d=275x」で、10.9％の正答率である。誤答の中で最も反応率

が高いのは、「d=125x」で 4.3％である。この誤答の要因として、(2)で２人の距離が増えていくこと

について理解していないまま、距離の関係を式に表わしたことによるものと考えられる。 

 

【授業改善のポイント】 生徒の考えをきめ細かく分析し、生徒一人一人の考えとつまずきに応じた

指導を丁寧に行う。 

比例、反比例や、速さの問題については、過去の調査でも正答率が低く、苦手意識をもつ生徒が多

い分野であると考えられる。そのため、各問題においてどの段階で生徒がつまずいているのか、適切

に把握する必要がある。今回の問題では、(1)でそれぞれの速さをグラフから取り出すことができてい

ない生徒が６割以上いることが分かる。実際の授業においても、ある課題について、生徒が解決に至

るまでの段階を設定し、一人一人の生徒がどの段階でつまずいているのか把握をした上で指導にあた

ることが大切である。 

また、関数分野の指導では、式・表・グラフの３つの表現方法の関連付けが欠かせないものとなっ

ている。本問のように、グラフから時間と距離の関係を読み取ったり、２人の距離、傾きの表す意味

などを考えさせる指導をとり入れて、それを表現させるなどして、思考力を高めさせたい。さらに、

グラフの意味を元に、式や表との関連性を追究することで、様々な表現方法のよさを知り、数学的な

見方・考え方に加え、知識・理解や技能の定着にも役立つものと考えられる。 

 

９(1)  ２つのヒストグラムから試行した合計回数を取り出すことができる。 

【必要な情報を正確に取り出す力】 

【問題の概要】 

 

 

なつこさんのクラスでは，運動会で行う玉入れに勝つために，２つの作戦を考えました。 

１人が１度に１個ずつ投げる方法と，１人が１度に２個ずつ投げる方法とを比較し，玉がより

多く入る方法を採用することになりました。なつこさんのクラスでは，２つの方法をそれぞれ同

じ回数試して，１分間で何個入ったかを記録し，その結果を次の図のようなヒストグラムに表し

ました。 

たとえば，このヒストグラムから， 

１人が１度に１個ずつ投げる方法では， 

35 個以上 40 個未満玉が入った回数が， 

７回であることが分かります。 

(1)２つのヒストグラムから、試した２つの方法の合計回数を答えなさい。 

 図書館を出発して x分後のさとるくんとあきこさんの２人の間の距離を d m とするとき， d を
xの式で表しなさい。 
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【結果分析】 

60（正答） 30 17 13 47 その他 無解答 

38.2 ％ 24.3％ 0.1％ 0.2％ 0.1％ 24.7％ 12.5％ 

９(1)は、２つのヒストグラムから試行した合計回数を取り出すことができるかをみる問題である。

正答は「60 回」で、38.2％の正答率である。誤答の中で反応率が高いのは、「30 回」で 24.3％である。

この誤答の要因として、ヒストグラムの範囲の最大値を求めたことによるものと考えられる。 

 

９(2) ２つの投げる方法について、それぞれの中央値を用いて、比較することができる。 

【比較・関連付けて読み取る力】 

【問題の概要】 

 
 

【結果分析】 

ア イ（正答） ウ その他 無解答 

15.4％ 66.4％ 11.6％ 0.3％ 6.3％ 

９(2)は、２つの方法の中央値を用いて、比較することができるかをみる問題である。正答は「イ」

で、66.4％の正答率である。誤答の中で最も反応率が高いのは、「ア」で 15.4％である。誤答の原因

としては、中央値などの代表値について理解できていないことによるものと考えられる。 

 

９(3) ２つのヒストグラムから分かる特徴をもとに、良いと思う方法を選び、その理由を説明す

ることができる。          【意図や背景、理由を理解・解釈・推論して解決する力】 

【問題の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果分析】 

アを選択 イを選択 その他 無解答 

29.8％ 14.8％ 34.1％ 21.3％ 

９(3)は、２つのヒストグラムから分かる特徴をもとに、良いと思う方法を選び、その理由を説明

することができるかをみる問題である。正答例は、「イ」を選択し、「イの方がアの記録より最頻値が

大きいから」や、「ア」を選択し、「アの方がイの記録より範囲が小さく、記録が安定しているから」

等である。 

 

 

２つのヒストグラムの，入った個数の中央値に関する説明として正しいものを，次のア～ウの中か

ら１つ選び，記号で答えなさい。 

ア １度に１個ずつ投げる方法の中央値より，１度に２個ずつ投げる方法の中央値のほうが大きい。 

イ １度に１個ずつ投げる方法の中央値のほうが，１度に２個ずつ投げる方法の中央値より大きい。 

ウ １度に１個ずつ投げる方法の中央値と，１度に２個ずつ投げる方法の中央値は同じである。 

２つのヒストグラムを比較して，そこからわかる特徴をもとに，運動会で玉がより多く入ると

考えられる方法を１つ選ぶこととするとき，あなたならどちらの方法を選びますか。次のアとイ

から１つ選び，記号で答えなさい。また，その方法を選んだ理由を，２つのヒストグラムの特徴

を比較して説明しなさい。ただし，１人が１度に１個ずつ投げる方法を「ア」，１人が１度に２

個ずつ投げる方法を「イ」と用いてもかまいません。 

ア １人が１度に１個ずつ投げる方法 

イ １人が１度に２個ずつ投げる方法 
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【授業改善のポイント】 数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を育成する。 

 中学校における「資料の整理」の分野については、統計的に分析するための知識・技能を理解し、

日常生活や社会生活の場面において問題を発見し、調査を行いデータを集めて表やグラフに表し、統

計量を求めることで、分布の傾向を把握したり、二つ以上の集団を比較したりして、問題解決や意思

決定につなげることや、データの収集方法や統計的な分析結果などを多面的に吟味することが大切で

ある。 

 具体的に身に付けさせたい内容として、以下のことがあげられる。 

○ 統計に関する基本的な概念や原理・法則の理解、統計的に分析するための知識・技能 

○ 不確定な事象について統計的な手法を適切に選択し分析する力、データに基づいて合理的に判断

し、統計的な表現を用いて説明する力、統計的な表現を批判的に解釈する力 

○ 不確定な事象の考察や問題解決に、統計を活用しようとする態度、データに基づいて予測や推測

をしたり判断したりしようとする態度、統計的な表現を批判的にみようとする態度 

 

 「資料の整理」では、数学的な見

方・考え方を働かせ、数学的活動を

通して、数学的に考える資質・能力

を育成することが大切であり、また

そのような課題を設定しやすい分野

である。その際は、以下のような視

点で課題を設定することが大切であ

る。 

・事象を数学化する。 

・数学的に解釈したり表現・処理し

たりする技能を身に付ける。 

・事象を数学を活用して論理的に考

察する。 

・数量や図形などの性質を見いだし

統合的・発展的に考察する。 

・数学的な表現を用いて事象を簡

潔・明瞭・的確に表現する。 

・数学のよさを実感し、数学を活用

して粘り強く考え、生活や学習に

生かす。 

・問題解決の過程を振り返って評

価・改善したりする態度を養う。 

数学的に問題解決する過程には、

以下の２つのサイクルがある。 

①日常生活や社会の事象を数理的に

捉え、数学的に表現・処理し、問題

を解決し、解決過程を振り返り得ら

れた結果の意味を考察する過程。 

②数学の事象について統合的・発展

的に捉えて新たな問題を設定し、数

学的に処理し、問題を解決し、解決

過程を振り返って概念を形成したり

体系化したりする過程。 

このような問題解決の２つのサイクルが相互に関わり合って展開していくことが大切である。これ

を、平成 25 年度の「授業アイディア例」（国立教育政策研究所）と対応させたのが上の図である。 

これらの各場面で言語活動を充実し、それぞれの過程を振り返り、評価・改善することができるよ

うにする。また、これらの過程については、自立的に、ときに協働的に行い、それぞれに主体的に取

り組めるようにすることが大切である。 




