
小学校 Ｂ 主として「活用」に関する問題

小学校 算数Ｂ １ 事象の数学的な解釈と表現

１．出題の趣旨

身近な図形のまわりの長さや面積について、次のことができるかどうかをみる。

・式に表したり、式が表している内容をよみとったりすること。

・面積の求め方について説明すること

２．各設問の趣旨とその調査結果

設問 設問の趣旨・学習指導要領との関連 調 査 結 果

この問題は長方形のまわりの長さの求め方 調査結果分布（％）

について理解しているかどうかをみるもので 正答 誤答 無答

（１）ある。辺の長さが等しいことについて理解し 滋賀県(公立) 67.3 32.0 0.7

ていることと、数量の関係を式で簡潔に表し 全 国(公立) 67.2 32.3 0.5

たり、それをよんだりすることが求められる。 長方形のまわりの長さを求める式の理解

に課題がある。選択肢２（５×３）の面積

◆学習指導要領における領域・内容 を求める式を含んでいる解答が 17.4 ％と最
小学校第３学年 C 図形 も多い。

小学校第４学年 D 数量関係

この問題はＬ字型の図形の面積の求め方を 調査結果分布（％）

表す式をよみとることができるかどうかをみ 正答 誤答 無答

るものである。面積の意味について理解し、 滋賀県(公立) 88.1 10.6 1.3

（２）正方形や長方形の面積の求め方をもとにして 全 国(公立) 88.1 10.6 1.3

複合図形の面積について理解することが求め Ｌ字型の図形の面積を表す式をよみとる

られる。 ことは、相当数の児童ができている。

◆学習指導要領における領域・内容

小学校第４学年 Ｄ 数量関係

小学校第４学年 Ｂ 量と測定

この問題は、設問(2)の図形の条件を変え 調査結果分布（％）

た複合の図形で、面積が等しいことの理由を 正答 誤答 無答

（３）言葉や式や図を用いて説明することができる 滋賀県(公立) 66.3 22.9 10.8

かどうかをみるものである。 全 国(公立) 67.9 23.3 8.8

必要な事柄を示して面積が等しいことの

◆学習指導要領における領域・内容 理由を説明することに課題がある。

小学校第４学年 Ｂ 量と測定

３．今後の学習指導にあたって

・長方形のまわりの長さの求め方を理解できるようにする。

・式の意味をとらえるようにする。そのためには、具体的な場面に結びつけて、問題場面を式に

表したり、式を読んだりする活動を行うことが大切である。

・条件を変えてできる問題を統合的にとらえるようにする。



４．具体的な学習指導例

小４ 式と計算

１ ２ ４ ５

指導のポイント

・「数えないで確かに何本といえるか」 という問いが大切。そうすることで、なんとか式化

しようという意欲が生まれる。

・様々な式が児童によって生み出されるが、その様々さを交流することで式に表すことのおも

しろさ、よさを実感できるようにする。

【見通しを持たせる】

すぐに解決できない子には

【様々なアイデアを交流する】

１＋３×５＝１６ ５×２＋６＝１６ ４×５－４

式に表す力を身につけさせる！

マッチぼうで正

方形を５つ作っ

たよ。

マッチぼうの数は全部で何本？いろん

な「式」に表して説明しよう。

隠されていない5つの正方形の
図を使って考えさせる

手がかりになる図を見せる

式だけ発表させて、どんな考え

方かをみんなで考えさせる。

囲み方だけ発表させて、どんな

式かをみんなで考えさせる。

授業力その１

授業力その２

どの子も「何とかでき

そう」という見通しを

持たせてから自力解決

に入ることが大切！

交流のさせ方を

工夫しましょう



小学校 算数Ｂ ２ 計算法則を用いた工夫

１．出題の趣旨

計算工夫をよみとり、それを用いて異なる数値の問題の解決方法を説明することができるかどう

かをみる。

２．各設問の趣旨とその調査結果

設問 設問の趣旨・学習指導要領との関連 調 査 結 果

チョコレートの代金を求めるために、計算 調査結果分布（％）

の工夫を考える場面である。この問題を解決 正答 誤答 無答

２ するためには、筋道を立てて考えたり、言葉 滋賀県(公立) 58.7 30.6 10.7

や式を用いて数学的に表現したりすることが 全 国(公立) 58.8 31.9 9.3

必要である。この問題は 25× 12の計算の工

夫が例示され、そこで乗法の結合法則が用い 計算の工夫を理解し、その計算方法を説

られている。このことをよみとり、その計算 明することに課題がある。

の工夫を用いて 25× 32の計算を考え、言葉 計算の工夫をよみとり、その考えを新し

や式を用いて説明することができるかどうか い場面に用いることができるようにするこ

をみるものである。 とが大切である。

◆学習指導要領における領域・内容

小学校第３学年 A 数と計算

小学校第５学年 D 数量関係

３．今後の学習指導にあたって

・数を多面的にみることができるようにする。

計算の仕方を発見したり、計算の工夫をしたりするためには、数を多面的にみる見方が重要で

ある。

・計算で用いられる数に応じて、計算の仕方を工夫できるようにする。

計算の工夫には、本問題で扱った結合法則の他に、分配法則を用いることもある。計算で用い

られる数に応じて、計算の仕方を工夫できるようにすることが大切である。

・言葉や式を用いて説明できるようにする。

表現力を育成するには、言葉や式をなどを用いて説明する活動を丁寧に行うことが大切である。

指導に当たっては、例えば、工夫して計算するような課題を提示し、その工夫を言葉で説明し

たり式で正しく表したりすることが考えられる。



４．具体的な学習指導例

小４ あんざん

式は２８×１５だけど・・・

２８

×１５

【課題把握】

つぎに、36 円のチョコレートを 15 個買うときの代金を考えました。ひろしさんやのりこさ
んと同じように 36× 15をくふうして計算しましょう。計算のくふうを言葉や式で書きましょ
う。

【自力解決】

指導のポイント

・まず、暗算で考えることができるか問い、そのあとで二人の計算のくふうを提示する。

・二人の計算のくふうが同じであることを押さえる。

・二人の計算方法の意味をしっかりと把握させそのよさを実感させる。

・数値が変わっても、同じような考え方で解けばいいことに気づかせる。

・二人の説明を参考にして、自分の力で表現させるようにする。

計算をくふうする力を身につける！

ひろしさんとのりこさんはひとつ２８円のえんぴつを１５本買おうと思い、全部でい

くらになるかを暗算で次のように考えました。

２８円のえんぴつを１０本買うと２８０円

になります。

５本だと２で割って１４０円になります。

１５本だと２８０円と１４０円をたして

４２０円のなります。

２８×１５＝２８×１０＋２８×５

＝２８０＋２８０÷２

＝２８０＋１４０

＝４２０

発展として、数値を変え

た問題に挑戦したり、問

題を作ったりする活動を

取り入れる。

３６円のえんぴつを１０本買うと

３６０円になります。５本だと２で

割って１８０円になります。１５本

だと３６０円と１８０円をたして

５４０円のなります。

３６×１５＝３６×１０＋３６×５

＝３６０＋３６０÷２

＝３６０＋１８０

＝５４０

二人のくふうが同じであ

ることに気づかせ、その

よさを話し合わせる。

２８×１５を筆算でする

のはめんどくさいなあ！



小学校 算数Ｂ ３ 情報の選択と解釈 （漁業）

１．出題の趣旨

グラフから，資料の特徴や傾向をよみとることができるかどうかみる。

・棒グラフから人数の大小や変化の様子をよみとること

・帯グラフから割合の変化の様子をよみとること

２．各設問の趣旨とその調査結果（抜粋）

設問 設問の趣旨・学習指導要領との関連 調 査 結 果

棒グラフから人数の大小や変化の様子をよ 調査結果分布（％）

みとる問題である。１０年ごとの就業者数を 正答 誤答 無答

（２）一つのまとまりとして、そのまとまりの大き 滋賀県(公立) 85.3 10.6 4.1

さの変わり方をよみとることができる力が求 全 国(公立) 85.2 11.5 3.3

められる。 棒グラフから人数の変化の様子をよみとる

ことは、相当数の児童ができている。

◆学習指導要領における領域・内容

小学校第３学年 Ｄ 数量関係

帯グラフから割合の変化の様子をよみとる 調査結果分布（％）

問題である。グラフで表されている数値が割 正答 誤答 無答

（３）合であることに着目し全体に対する割合の大 滋賀県(公立) 52.5 45.9 1.6

小を比較することができる力が求められる。 全 国(公立) 53.9 44.9 1.2

帯グラフの表す内容が割合であることの

◆学習指導要領における領域・内容 理解に課題がある。

小学校第５学年 Ｄ 数量関係 誤答については、選択肢２のみを正しく

解答しているものが 28.7％と最も多い。

帯グラフで表されているものが、全体に

対する割合であることを基に、数値の意味

をよみとることができるようにすることが

大切である。

３．今後の学習指導にあたって

・目的に応じてグラフの表すの情報を正確によみとらせるために、縦軸と横軸の見方に慣れさせ、

最大値や最小値をとらえたり、項目間の関係や集団のもつ全体的な特徴などをよみとったりす

る活動を大事にする。

・様々なグラフを関連付けて，グラフのもつ特徴を理解できるようにするため、新しいグラフを

学習する際に、既習のグラフと関連づけて学習することが大切である。

・算数科で学習したことが他教科の学習に関連していることを実感させるため、社会科や総合的

な学習等においてグラフをよんだり、かいたりする活動を取り入れる工夫をする。



４．具体的な学習指導例

グラフから豊かに情報をよみとらせる
小３ 棒グラフ

課題例

１ 右のグラフを完成できるかな？
・教室でのケガの人数は体育館より
８人少ないです

・図工室でのケガの人数は中庭の人数
の２倍です

指導のポイント

表からグラフに、グラフから表にと、グラフを書いたりデータを
よみとったりできる力をつける。

小５ 帯グラフ

課題例 ２ ２つのグラフからどんなことがわかるかな？

指導のポイント

グラフの特徴や傾向をよみとる力をつけ、そこから
様々なことが判断できることが大事である。

体育館運動場 教室 プール図工室 中庭

ケガの数

0

25人

・縦軸の 25 人に目をつけさせ目盛りを正しくと
らえさせて体育館や中庭の数値をよませる。

・量と量を比較し、約何倍…、約何分の１…とい
う大まかな見方ができるようにする。

・黒板掲示用と作業用のグラフを用意しておく。
・このグラフから調査した季節もよみとることが
できることにも気づかせる。

・グラフを多い順に並べ替えると見やすいことに
気づかせる。

①まず、各場所のケガの人数を
よむことが大事だね。
ひと目盛りはいくつかなぁ？

②「８人少ない」「２倍」という
言葉に注目だね。

③どこでのケガが一番多いかなぁ？

同じ表からつくっ
たグラフなのにな
ぜ違うの？

②のグラフは全部
同じ長さなのはな
ぜ？

①のグラフはすご
く差があるのに②
のグラフは全く一
緒だよ？

・棒グラフを表に変換させ既習事項

（グラフのよみ方）を確認させる。

・横軸に目を向けさせ帯グラフの特

徴を捉えさせる

・①と②のグラフを比べることによ

りそれぞれのグラフのよさについ

てわからせる。

②のグラフは5年
と4年全く同じだけ
ど①のグラフとは
違うのはなぜ？

ごはんを食べ
る人が多い？
パンを食べる
人が多いの？

グラフ① 朝 食 は ご は ん か パ ン か

0 2 0 4 0 6 0 8 0

１ 年

２ 年

３ 年

４ 年

５ 年

６ 年

年

人

パ ン

ご は ん

グ ラ フ ② 朝 食 は ご は ん か パ ン か

0 % 5 0 % 1 0 0 %

１ 年

２ 年

３ 年

４ 年

５ 年

６ 年

年

％

ご は ん

パ ン



小学校 算数Ｂ ４ 情報の分類整理と問題解決（ケーキ）

１．出題の趣旨

買い物の場面で必要な情報を読みとり、次のことができるかどうかみる。

・百分率を用いて問題を解決すること。

・与えられた条件を基に情報を選択し、筋道を立てて考えること。

２．各設問の趣旨とその調査結果

設問 設問の趣旨・学習指導要領との関連 調 査 結 果

各曜日の安売りの条件を基に、必要な情報 調査結果分布（％）

を分類整理したり、百分率を用いたりしてそ 正答 誤答 無答

（１）れぞれの代金を求め、その代金を比較するこ 滋賀県(公立) 27.4 61.4 11.2

とができるかどうかをみるものである。 全 国(公立) 29.2 62.2 8.6

百分率を用いて問題を解決することに課

◆学習指導要領における領域・内容 題がある。

小学校第５学年 Ｄ 数量関係 誤答の中には、「木曜日はすべてのケーキ

が 50 円引き」と解釈したものや、20 ％引
きを正しく計算できなかったものがある。

日常生活の場面で百分率を用いて問題を

解決する活動を通して、百分率の意味の理

解を深める指導を充実することが重要であ

る。

各曜日の販売条件に着目し、情報を整理し 調査結果分布（％）

て筋道を立てて考えることができるかどうか 正答 誤答 無答

（２）みるものである。 滋賀県(公立) 58.0 30.8 11.2

全 国(公立) 59.1 32.5 8.4

◆学習指導要領における領域・内容 与えられた情報を利用しやすく整理して、

小学校第３学年 Ａ 数と計算 筋道を立てて考えることに課題がある。

誤答については、「ロールケーキとチーズ

ケーキ」という解答が 14.2 ％と最も多く、
残り２個のケーキの値段の合計を 550 円と
求めているが、ロールケーキとチーズケー

キの定価をそのままたして 550 円としてい
ると考えられる。

３．今後の学習指導にあたって

・百分率の意味を確実に理解し、問題解決に用いることができるようにするために、線分図など

を用いて数量関係をとらえやすくする。

・筋道を立てて考えられるようにするために、与えられた条件や解決する過程を式や言葉、図に

かく活動を大切にする。

・算数で学習したことを生活の中で生かすことができるようにするために、日常生活の問題場面

を取り入れたり、身の回りから算数に関わる事柄を見付ける活動を取り入れる。



 
 

４．具体的な学習指導例

小４ 数と計算

小５ 割合

（小学校４年生「式と計算」与えられた条件を整理して考える）

１ くだものの値段を求めよう。

絵で表すと･･･

＋ ＝１４００円

＝

つまりメロン２こは･･･

＝

メロンをリンゴにおきかえると･･･

＋ ＝１４００円

（小学校５年生「割合」身の回りの割合「何割引き」「何％引き」をとらえる）

２ ふでばこの値段を求めよう。

線分図に表して、求める量を視覚的にとらえる

0円 1200円
ふでばこＡ

300円
□＝ 1200－ 300＝ 900

0円 1200円
ふでばこＢ

0 0.7 0.3 1
・1200× 0.3＝ 360 □＝ 1200－ 360＝ 840
・3割＝ 0.3 □＝ 1200×(1－ 0.3)＝ 840

指導のポイント

・問題文を読み、必要な情報だけを取り出す。

（必要な条件にラインを引く。）

・条件を順序よく図や絵で表し、イメージ化する。

・問題解決の過程を絵や線分図や面積図や表、

言葉などで表していく。（簡潔に）

・答えは課題にもどり、照合する。

・自分の考えを友だち同士で説明し合う。
（つまずきや誤りの気づきをかき込んでおく。）

くだものを買いに行きました。メロン２こ

とりんご４こを買ったら代金は１４００円

でした。このメロン１このねだんは、りん

ご３このねだんと等しいそうです。メロン

１このねだん、りんご１このねだんはそれ

ぞれ何円でしょう。

簡単な表にしてかいてもいいね。

○メ ○リ○リ○リ
○メ○メ ○リ○リ○リ○リ○リ○リ

ひらめいたり、解きすすめたり･･･

なるほど！という算数のおもしろさを

共感しよう。

定価１２００円のふでばこがＡとＢの２種類あります。

Ａは「定価の３００円引き」と書いてあります。

Ｂは「定価の３割引」と書いてあります。

どちらの方が安く買うことができますか。

もとにする量１の３割引き(30 ％引き）
だから 1－ 0.3＝ 0.7
つまり 0.7をかけたらいいんだね。

比 べ る 量 ＝ も と に す る 量 × 割 合

指導のポイント
・日常生活の中で割合・百分率さがしをし、

その関係を線分図で表す活動を多く取り入

れる。

・何が基準の１なのかを、生活の様々な場面

で意識して考えさせる。

わかっていることをもとにして，

「メロン２こ」を「りんご６こ」に置き換える。

これがポイントだね。

定価の３割引き
つまり 0.3をかけて引かれる値段
を出して、定価から引いたらいい
んだね。

どちらも定価

より安くなるね

３割は

0.3 倍のこと
だね。

算数的表現を用いてわかりやすくする！



小学校 算数Ｂ ５ 事象の観察と判断（道路）

１．出題の趣旨

地図から必要な情報をよみとり、次のことができるかどうかをみる。

・図形の性質を用いて、道のりを比較すること。

・基本的な図形を見いだして、その面積を求めること。

２．各設問の趣旨とその調査結果

設問 設問の趣旨・学習指導要領との関連 調 査 結 果

与えられた条件から、地図上にいくつかの 調査結果分布（％）

平行四辺形を見いだし、平行四辺形の性質を 正答 誤答 無答

（１）用いて、移動経路を考えることができるかど 滋賀県(公立) 70.7 22.2 7.1

うかをみる。 全 国(公立) 71.2 22.7 6.1

日常生活に見られる様々な形と学習した

◆学習指導要領における領域・内容 図形とを関連づけて考えられるようにする

小学校第５学年 Ｃ 図形 ことが大切である。

土曜日と日曜日に通った道の違いの部分に 調査結果分布（％）

直角三角形を見いだし、三角形の三辺の長さ 正答 誤答 無答

（２）の関係を基に、道のりの長短を判断すること 滋賀県(公立) 80.4 17.2 2.4

ができるかどうかをみる。 全 国(公立) 79.2 18.9 1.9

辺の長さなどの図形の構成要素に着目し

◆学習指導要領における領域・内容 て、図形を構成したり観察したりすること

小学校第３学年 Ｃ 図形 が大切である。

与えられた条件を基に地図を観察して図形 調査結果分布（％）

を見いだし、面積を比較して説明することが 正答 誤答 無答

（３）できるかどうかをみる。 滋賀県(公立) 17.1 78.5 4.4

全 国(公立) 17.9 78.6 3.5

◆学習指導要領における領域・内容 地図上に複数の図形を見いだし、必要な

小学校第４学年 Ｂ 量と測定 情報を取り出して面積を比較し、説明する

小学校第５学年 Ｂ 量と測定 ことに課題がある。

情報過多の場面から、問題の解決のため

に必要な情報を選択し、取り出すことがで

きるようにすることが大切である。

３．今後の学習指導にあたって

・図形の性質を理解し、日常生活の問題解決に活用できるようにする。

・図形を構成したり観察したりする活動を通して、図形に対する感覚を豊かにする。

・与えられた情報から必要なものを選択できるようにする。



４．具体的な学習指導例 

 
 
 
 
小 5 いろいろな四角形・面積 課題例１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課題例２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指導のポイント 
・正方形、長方形、平行四辺形、台形、ひし形の学習場面では図形の性質を用いて問題を解く

ことができるが、日常生活の問題場面でも活用できるようにしたい。 
・面積を求める場合でも、必要以上の条件（数値）が入っていても、たくさんの情報の中から

必要なものを判断して問題を解けるようにしたい。

日常生活の場面から図形の性質や面積について考える力を

身につける！ 

指導のポイント 
・しきつめ問題の際も、正方形、長方形、平行四辺形、台形、ひし形などの図形の性質を用い

て操作活動（算数的な活動）をさせ、その個数などについても、根拠を明らかに説明できる

力をつけさせたい。 

                               (m) 右の地図で、①番の道

のりと同じ道のりな

のは②から④のうち

どれでしょう。また、

中央公園と同じ面積

なのは、北公園、東公

園、西公園のうちどれ

でしょう。言葉や式を

使って答えましょう。 平行四辺形の

面積は何×何

だったかな？ 

右の板にアの平行四

辺形をならべていき

ます。なん枚しきつめ

られるでしょう。ま

た、この板の面積を求

めるには、①～③のう

ちどの長さが分かれ

ば求められるでしょ

う。言葉や式を使って

答えましょう。 

ア 

５㎝ 

４㎝

20㎝

20㎝ 

① 
②

10㎝

10㎝

平行四辺形は

す き ま な く 

しきつめられ

るね！ 

図形をしきつめる問題も有効であ

ろう！ 

150 150 150 150 150 

150 

80

 

①③ 

②

④

地図上で、平行四辺形の性質を生

かしたり、面積を考えたりする問

題は今後も有効であろう！ 

③

中央

公園

100
西

公園

北 

公園 

東 

公園 
120



小学校 算数Ｂ ６ 数学的表現の解釈と判断（走り高跳び）

１．出題の趣旨

言葉の式と表をよみとり、次のことができるかどうかをみる。

・言葉の式に数値を当てはめて計算し、その結果を比較し判断すること。

・式の形に着目して、計算結果の大小を判断すること。

２．各設問の趣旨とその調査結果

設問 設問の趣旨・学習指導要領との関連 調 査 結 果

四則の混合した言葉の式に数値を当てはめ 調査結果分布（％）

て値を求め、実際の記録と比較し、判断する 正答 誤答 無答

（１）ことができるかどうかをみる。 滋賀県(公立) 64.0 25.5 10.5

全 国(公立) 64.9 26.9 8.2

◆学習指導要領における領域・内容 言葉の式に数値を当てはめて値を求め、

小学校第４学年 Ｄ 数量関係 実際の記録と比較し、判断することに課題

がある。

具体的な場面で、言葉の式や公式にいろ

いろな数を当てはめる活動を取り入れるこ

とが大切である。

式の形に着目して計算結果の大小を判断 調査結果分布（％）

し、根拠となる考えを説明することができる 正答 誤答 無答

（２）かどうかをみる。 滋賀県(公立) 48.4 27.3 24.3

全 国(公立) 51.2 28.4 20.4

◆学習指導要領における領域・内容 言葉の式をよみとり、式の形に着目して

小学校第４学年 Ｄ 数量関係 計算結果の大小を判断し、根拠を明確にし

て説明することに課題がある。

筋道を立てて考えたり、その過程を説明

したりできるようにするためには、根拠を

明らかにしながら説明する活動を取り入れ

ることが必要である。

３．今後の学習指導にあたって

・言葉の式に数値を当てはめて計算できるようにする。

・式の形に着目して計算結果の大小を判断できるようにする。

・筋道を立てて考え、その考えを説明できるようにする。



４．具体的な学習指導例 

 
 
 
 
小４ かわりかた 課題例１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課題例２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指導のポイント 
・言葉の式に数値を当てはめて計算できるようにしたい。 
・ただ単にいすの数を求めさせるのではなく、求めたいすの数が２０きゃくと比べて多いか

少ないかを判断させ、筋道立てて考え判断させる場面設定も必要である。 

生活場面で、いすの数を求める

時、式に数をいろいろ当てはめて

考える場面を設定した。他教科と

の関連で問題作りができるとさ

らに良い！ 

片方の数が増えるときに、もう片方

の数が減っていく場面を取り上げ

ることも必要である！ 

式に表すよさを感じとらせる！ 

指導のポイント 
・従来どおり、2つの量が伴って変わる場面で、その関係を式に表す問題の際も、表にあら
わした上で、記述式に答えさせる場面も設定したい。 

 
右図のように、机の一辺に

いすを１つずつおいてい

きます。机の数が 1つずつ

増えたときのいすの数は、

（机の数）×２＋２＝（い

すの数）で表せます。２０

人がすわるために机を８

個用意したが足りるでし

ょうか。言葉や式を使って

説明しましょう。 

式の（机の数）

に８を当ては

めてみようか

な？ 

 右のように面積が２４㎡

で変わらない花だんを考

えます。たての長さが１

ｍ、２ｍ、３ｍと変わって

いくとき、横の長さはどの

ように変化するでしょう。

たてと横の長さの関係を

式に表しましょう。また、

たてが８ｍのときの横の

長さを言葉や式を使って

説明しましょう。 

あれ、たてが増

えると、横は減

っていくね！ 

・
・
・

たて(ｍ) １ ２ ３ ４ 
よこ(ｍ)

１ｍ

１ｍ




