
中学校 Ａ 主として「知識」に関する問題

中学校 数学Ａ １ 分数の除法の計算・正の数と負の数とその計算

１．出題の趣旨

分数の除法の計算や、正の数と負の数の四則計算ができるかどうかをみる。

正の数と負の数の大小関係を理解しているかどうかをみる。

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

この問題は、指数を含む正の数と負の数の 調査結果分布（％）

計算ができるかどうかをみるものである。こ 正答 誤答 無答

（３）こでは、指数を含む計算では指数の計算を先 滋賀県(公立) 89.2 9.3 1.5

にすることを理解し、 全 国(公立) 88.3 10.2 1.5

(－ａ)２＝(－ａ)×(－ａ)と正しく計算で 指数を含む正の数・負の数の計算は、相

きることが求められる。この内容は、文字式 当数の生徒ができている。

の計算とともに、第３学年における一次式の

乗法の計算や二次方程式の解の吟味や検算な

どに必要である。

◆学習指導要領における領域・内容

中学校第１学年 Ａ 数と式

この問題は、加減乗除を含む正の数と負の 調査結果分布（％）

数の計算における計算の順序を理解し、正し 正答 誤答 無答

（４）く計算できるかどうかをみるものである。こ 滋賀県(公立) 78.8 19.4 1.8

こでは、数を正の数と負の数にまで拡張した 全 国(公立) 77.1 21.0 1.9

場合も、乗除を先行するなどの計算順序を理 四則混合計算の順序の意味について、具

解していることが求められる。この内容は、 体的な事象に照らして理解することが大切

中学校数学科の学習全般において必要であ である。

る。

◆学習指導要領における領域・内容

中学校第１学年 Ａ 数と式

３．今後の学習指導にあたって

・正の数と負の数の範囲で、数の大小関係を判断できるようにする。

小学校段階では、数の大小関係は「０に近いほど小さい」ことをもとに判断する。中学校で、

数を負の数に拡張したときに、混同することがあるので、指導にあたっては、数直線上に表す

ことを通して、「数直線の右にあるほど大きくなる」「負の数は絶対値が大きいほど小さくな

る」ことを確認する。

・指数の意味や計算の順序を理解し、確実に計算できるようにする。

計算の順序については、具体的な問題を通してなぜ乗除を先にするのかを理解させた上で、確

実に計算できるように指導する。また、指数を含む計算や計算の順序などは、誤った計算を提

示し、誤りを見つける場面を設定することが考えられる。



４．具体的な学習指導例 対象学年 中１

単元名 数と式

【指導のねらい】

・指数の意味を理解する。

・計算の順序を理解する。

【指導過程】

その１ 次の答えの中で、答えがもっとも小さいものはどれでしょう。

①－２３ ②(－２)３ ③－３２ ④(－３)２

〔問題の提示〕→〔結果の予想〕→〔計算による確かめ〕→〔途中の式の確認〕

※「何を２乗（３乗）するのか」という発問で①と②、③と④を比較して、指数がどこにか

かっているかをおさえます。

その２ あきら君は、120 円のりんご３個と 80 円のみかんを６個買いました。全部で何円に
なるかを求める式をたて、答えを求めなさい。途中に計算も書きなさい。

計算順序：①乗除→②加減

※四則計算では、まず乗除を先にして、加減は後にします。

それで、数と数との間が×、÷の場合は、この数はくっついていて、

＋、－の場合は離れていると考えます。くっついている部分をはこで囲ませます。

（この考えが文字式につながります。）

例１ ４×(－７)＋(－９)÷３ 例２ ８－ ５×(－６)

＝ － －４×(－７) ＋ (－９)÷３ ＝ ８－ ５×(－６)

＝ ＋２８ ＋ (－３) ＝ ８－(－３０)

＝ ＋２８ －３ ＝ ８＋３０

＝ ２５ ＝ ３８

その３ 次の計算はどこかに間違いがあります。どこがまちがっているのでしょう？

① ２×(－３)２ ② ２×(－３２) ③ ９－５×(－２)

＝２×(－６ ) ＝２×９ ＝４×(－２)

＝－１２ ＝１８ ＝－８

【学習指導上の配慮など】

・指数計算では、( )があるなしで、指数が何にかかっているのか？「何を２乗(３乗)するの

か」を確かめる習慣をつける。

・四則計算では、かけ算や割り算でつながっているひとかたまりの数をとらえ、箱でかこませ

る練習をする。

・誤った計算例を取り上げて間違いさがしをしながら、計算の順序を確認する。

①累乗→②( )→③乗除→④加減



中学校 数学Ａ ２ 文字式の計算とその利用

１．出題の趣旨

文字式の計算や、文字式の意味のよみとりができるかどうかをみる。

等式を目的に応じて変形できるかどうかをみる。

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

与えられた文字式の意味を、具体的な事象 調査結果分布（％）

の中でよみとることができるかどうかをみる 正答 誤答 無答

（３）ものである。数量やその関係・法則を文字式 滋賀県(公立) 63.1 36.2 0.7

で表したり、文字式の意味をよみとったりす 全 国(公立) 62.6 36.7 0.7

ることは、文字の役割を知ったり、そのよさ 与えられた文字式の意味を具体的な事象

を感得したり、様々な問題解決の場面で文字 の中で読みとることに課題がある。

式を利用したりする際に必要である。 文字式を具体的な事象に即して言葉で表

し直すことを通して、文字式が具体的な事

◆学習指導要領における領域・内容 象で何を表しているのかを理解できるよう

中学校第２学年 Ａ 数と式 にすることが大切である。

関係を表す式を、等式の性質を用いて目的 調査結果分布（％）

に合うように変形することができるかどうか 正答 誤答 無答

（４）をみるものである。等式の変形は、方程式を 滋賀県(公立) 56.3 30.0 13.7

解いたり、一次関数を利用したりする際など 全 国(公立) 55.9 31.2 12.9

に必要である。 関係を表す式を等式の性質を用いて目的

に会うように変形することに課題がある。

◆学習指導要領における領域・内容 「ある文字について解く」ことを、一次

中学校第２学年 Ａ 数と式 方程式の解き方と関連づけて指導すること

が大切である。

３．今後の学習指導にあたって

文字式の学習指導に当たっては、いくつかの文字を含む式の計算ができるようにすること、さら

には、事象の中に数量の関係を見いだし、それを式に表現したり、式の意味を読みとったり、目

的に応じて等式を変形したりすることなどの学習を通して、文字式を利用するよさを感得できる

ようにすることが大切である。

・文字式の計算技能を確かなものにする。

・式の値を求めることの意味を理解できるようにする。

・数量の関係を文字式で表したり、その文字式の意味を読みとったりできるようにする。

・目的を明確にして等式を変形することができるようにする。



４．具体的な指導事例  対象学年 中２ 
単元名 「式の計算」   

【指導のねらい】 
 いくつかの文字を含む式の計算をできるようにすること、また、事象の中に数量の関係を見出し、それを式にした
り、式の意味をよみとったり、目的に応じて等式変形をしたりすることなどの学習を通して、文字式を利用するよさを

実感できるようにする。 
【指導過程】 
   ≪板書例≫ 

 
 

  学習のねらいと発問 学習活動  評価・つまずきへの手立て 
 課題の把握 
○復習問題 
１次方程式を解きなさい 

 
 
１次方程式 1042 =+x  を解く 

 
・途中の式の書き方を確認する。 
イコールをそろえて縦に式を並べる 

 ○例題１ 
文字が２つある等式を 
x について解いてみよう 

 
等式 102 =+ yx （２元１次方程式）を 
x について解く 

・練習問題と対比する。 
文字を数字と同様に操作できるようにきづ

かせる。 

 ○例題２ 
角すい･円すいの体積

（V ）の公式を高さ（ h ）
について解いてみよう 

体積をＶ，底面積をＳ，を高さｈ として文字

式で表すと ShV
3
1

=  と表せる 

等式の性質を意識して、等式変形をする 

・言葉の式で表す⇒文字の式に置き換える

(体積)=(底面積)×(高さ)÷３  
・「Ｖ，Ｓ，ｈ はいずれも０でない」ことを確

認する 
 ○まとめ 
文字について解くことの

よさに触れる 
 
 

 
・ 形式的な操作で式変形ができること（文

字の種類が増えても、等式の性質を使っ

て解くことができる） 
・ 体積の公式を利用して高さを求める式が

作れること 

 
・体積と底面積がわかっているとき、高さを

求める式をつくることができれば、簡単に計

算で求められる例を紹介する 

 ○練習問題 演習プリントに挑戦する  
    
【学習指導上の配慮など】 
２つ以上の文字を含む等式の変形では、式変形の目的を明確にし、分配法則や等式の性質などの根拠を意識し

て変形できるようにすることが大切です。等式の変形を形式的に行えると、具体的な場面で目的に応じた利用が可

能になることに触れておき、発展的な学習の中で文字式の活用の幅が広がることを感得できるようにしたい。 

学習のテーマ 「いろいろな等式を変形しよう」 

ポイント 

・等式の性質を確認すること 

・方程式を解く 

⇒ｘの値を求めること 

⇒ｘについて解くこと 

⇒「ｘ＝○」の形にすること 

 対比させ 
て考える 

≪例題１≫ 等式 102 =+ yx を 
x について解きなさい 

102 =+ yx  
両辺を移項すると、 −= 102 x  

両辺を箱 でわると、
2

210 あ−
=x  

≪復習≫ 方程式 1042 =+x を 
解きなさい 

1042 =+x  
両辺を移項すると、 4102 −=x  

62 =x  
両辺を箱 でわると、 3=x  

比較して 

気づく 

ShV
3
1

=  

VSh =
3
1  

=Sh  

S
Vh 31

=  

「いろいろな等式を変形しよう」

≪復習≫ 角すい･円すいの体積の 

求め方は？ 

    【体積】=【底面積】×【高さ】÷３
     V  ＝  S   ×  h   ÷３

文字式（公式）

ShV
3
1

=  
h

S

h

S

≪例題２≫ 角すい･円すい

の体積の公式 ShV
3
1

= を

高さ h について解きなさい 
 

意味を 

理解する 

形式化する 

（パターン化）

 Ｓ＝０でない 
から等式の性

質が使える 

文字について解

くよさに触れる 



 



中学校 数学Ａ ３ 方程式の解き方とその利用

１．出題の趣旨

方程式の移項と等式の性質の関係を理解しているかどうかをみる。

一元一次方程式や連立二元一次方程式を解くことができるかどうかをみる。

具体的な場面で、連立二元一次方程式を立式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（抜粋）

設問 設問の趣旨・学習指導要領との関連 調 査 結 果

方程式を解くに当たって、移項と等式の性 調査結果分布（％）

質を理解しているかどうかをみるものであ 正答 誤答 無答

（１）る。 滋賀県(公立) 60.6 37.7 1.7

移項の意味を理解することは、関係を表す 全 国(公立) 60.8 37.8 1.4

式の変形や、方程式を解く際に必要である。 移項の意味の理解に課題がある。

移項による解き方は、等式の性質による

◆学習指導要領における領域・内容 解き方を形式的に簡略化したものであるこ

中学校第１学年 Ａ 数と式 とを理解できるようにすることが大切であ

る。

具体的な事象の中の数量の関係をとらえ、 調査結果分布（％）

連立二元一次方程式を立式することができる 正答 誤答 無答

（３）かどうかをみるものである。 滋賀県(公立) 68.0 17.7 14.3

具体的な事象の中で数量の関係をとらえて 全 国(公立) 70.4 17.3 12.3

方程式をつくることは、二次方程式などを利 無解答率がやや高い。

用して問題を解決する際に必要である。 問題から数量関係を的確に把握できるよ

うにし、その上で、把握した数量関係に基

◆学習指導要領における領域・内容 づいて方程式を立てることができるように

中学校第２学年 Ａ 数と式 することが考えられる。

３．今後の学習指導にあたって

・式を変形する場合の根拠を理解できるようにする。

一元一次方程式を解く際に移項を形式的に行うだけでなく、その根拠に等式の性質があること

を、移項の操作を誤った解き方を例示したり、使われた等式の性質を問うたりして、理解でき

るようにすることが考えられる。

・工夫して方程式の解を求めることができるようにする。

方程式を解く際には、分配法則に基づく操作や移項を工夫して行い、解を正しく求めることが

できるようにすることが大切である。かっこをふくむ方程式を解く際に分配法則を正しく適用

するだけでなく、分配法則を用いずに解を求める解き方がある問題などでは、１つの解き方だ

けでなく、別の解き方を考えるなど、工夫して解く活動ができるようにすることが大切である。

・方程式を解くときの考え方を強調し理解できるようにする。

連立二元一次方程式の解を正しく求めたり、その解の意味を理解できるようにすること、そし

て、「文字を１つ消去することで既習の一元一次方程式に帰着できる」という解くときの考え

方を理解させることは大切である。そのためには代入法と加減法に共通する考え方を問う場面

を設定することが考えられる。

・具体的な問題の解決に方程式を利用するために、方程式の立式ができるようにする。

数量の関係をとらえて、ある特定の量に着目して式をつくるようにすること、また、線分図や

表で表したりして、等しい数量の関係をとらえられるようにすることが大切である。そのため、

問いかけを工夫して、数量の関係を等式にあらわすことができるようにすることが考えられる。



４．具体的な学習指導例 対象学年 中２

単元名 「連立方程式」

【指導のねらい】

２つの二元一次方程式を両方とも成り立たせる文字の値の組を調べ、連立方程式の解、連立方

程式を解くことの意味を理解させる。

【指導過程】

学習のねらいと発問 学習活動 評価・つまずきへの手立て

１ 課題への興味づけ 容器にビー玉を入れて、数当て

ゲームをする

２ 課題１の把握 課題１ 同じ数のビー玉が入っ □関進んで課題解決に取り組もうとして

○問 それぞれの箱にビー た赤いふたの容器３箱と青いふ いるか。

玉は何個ずつ入ってま たの容器が２箱あります。ビー

すか。 玉が全部で３０個あるとき、容 マグネットで容器を

器それぞれには何個ずつ入って 黒板に貼れるようにしてイメー

いるでしょう。 ジしやすいようにする。

・図、絵、式など特に指定せず

３ 多様な考え方の交流 自由に解かせてみる。

① 図で表してみる。 □考多様な考え方、方法でビー玉の数

○問 文字を使った式を作 ② 文字を使って表を作る を求めることができる。

って解けますか。 ○図や表を用いて文字を使った式が

作れることに気づかせる。

□表文字を使った式で表すことができ

る。

４ 課題２の把握

○問 新しい条件を式で表 課題２ 青い方には赤い方より ○課題１と同じ形の式がもう１つで

してみましょう。 も５個多く入っているとしたら きて、２つの式をともに満たす解が

どうなりますか。 必要なことに気づかせる。

５ 連立方程式とその解 ・課題１と同様に考えさせる。

の意味を知る。 □知２つの式を満たす解が１組しかな

いことを知る。

６ 演習問題

【準備物】

ふたを色分けした半透明の容器（冷凍用の小さなタッパー、必要数）

ビー玉（３０～４０個）

【学習指導上の配慮など】

・箱の中身が見えるように半透明な容器を使うなどして視覚的に訴えながら、式を作っていく

過程を全員でなぞっていけるよう配慮する。

・生徒の多くは方程式の解は１つに決まると思っているが、二元一次方程式の解は無数にあり、

２つの値の組で表されることをきちんと理解させるようにする。また、連立方程式になるこ

とでそれらの解が１組に収束することを知らせ、方程式への理解を深めるようにする。



中学校 数学Ａ ４ 線対称な図形・角の二等分線の作図

１．出題の趣旨

線対称な図形の対称の軸を理解しているかどうかをみる。

角の二等分線の作図の手順を理解しているかどうかをみる。

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

線対称な図形に対応する２点を結ぶ線分が 調査結果分布（％）

対称軸によって垂直に二等分されるというこ 正答 誤答 無答

（１）とをもとにして、等脚台形の対称軸を見つけ 滋賀県(公立) 84.2 14.9 0.9

ることができるかどうかをみるものである。 全 国(公立) 83.3 15.8 0.9

線対称な図形と対称軸との関係を把握するこ 等脚台形の対称軸を見付けることは、相

とは、基本的な作図の方法とその意味を理解 当数の生徒ができている。

するときに必要であり、ものの形の美しさを

感じることができる背景にある見方である。

◆学習指導要領における領域・内容

中学校第１学年 Ｂ 図形

角の二等分線の作図について図に示された 調査結果分布（％）

手順を理解しているかどうかをみるものであ 正答 誤答 無答

（２）る。作図の手順は、線対称な図形を見つけ、 滋賀県(公立) 85.8 13.3 0.9

そこに対称軸をかいていくという操作から確 全 国(公立) 85.7 13.5 0.8

認することができる。このような作図の方法 角の二等分線の作図の手順については、

を図形の対称性から見直すことは、線分の垂 相当数の生徒が理解している。

直二等分線、垂線の作図などにおいても必要

である。

◆学習指導要領における領域・内容

中学校第１学年 Ｂ 図形

３．今後の学習指導にあたって

平面図形の学習では、図形をかいたり紙を折ったりする活動を通して、図形の性質をとらえるこ

とができる。観察、操作や実験を通して見つけた性質を用いて、基本的な図形を調べたり、見通

しをもって作図をしたりできることが大切である。

・線対称な図形と対称軸との関係を理解できるようにする。

・作図で用いた図形の特徴から作図の手順を見直すことができるようにする。



４．具体的な指導事例  対象学年 中１ 
単元名 「平面図形」   

【指導のねらい】 
 平面図形の学習では、図形をかいたり紙を折ったりする活動を通して、図形の対称性をとらえさせたい。観察、操
作や実験を通して見つけた性質を用いて、基本的な図形を調べたり、見通しをもって作図したりできるようにする。 
【指導過程】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【学習指導上の配慮など】 
線対称な図形では、対称の軸に注目して辺や頂点の性質をとらえたり、合同な図形を見つけたりできるように支援

したい。基本的な作図では、ひし形の性質を例に、作図の手順とその操作の目的を理解させたい。 

また、どのような条件（仮定）があれば、結果（結論）が得られるのかを明確にし、作図の仕方が説明できるようにし

たい。２年生の証明の学習を見越した、操作活動や方法の説明をしておきたい。 

確認 ① 折り紙は、そのままだと正方形である。 
② 折り紙は１回以上折ってから切ること。 
③ はさみで切れるのは、直線で１回きりとする。 

課題 折り紙を何回か折って、それを１回切るだけでできあがる形について調べよう。 

問題 次の図形を作る

ことができるかな？ 

≪二等辺三角形≫

≪ひし形≫ 

折る回数：１回 

対称の軸：１本 

特別な場合が、

正三角形になる。

折る回数：２回 

対称の軸：２本 

特別な場合に、

正方形になる。

≪正六角形≫ 

折る回数：３回 

対称の軸：６本 

何回か折って 
１回だけ切って

広げると

折る回数：４回 

対称の軸：８本 

準備物 

・コンパス 

・定規 

・はさみ 

・折り紙 

折り紙 
(正方形) 

≪正八角形≫ 

問題 角の二等分線の作

図を説明してみよう。 

① 

O 

Y 

X 

Ｐ
③

②

②

Ａ 

Ｂ 
ＯＡ＝ＡＰ，ＯＢ＝ＢＰとなるように

作図するとひし形が見えるよ。 

※ 折り紙を使ったり、同じ形を見

つけたりして、角を二等分している

線があることに気づかせたい。 

見方・考え方 

折り紙の体験を通して、

ひし形の性質を確認する

と、ひし形では、対角線は頂

点にできる角の二等分線に

なることに気づけます。 

このことから∠ＸＯＹの二

等分線は、直線ＯＸ，ＯＹ上

に２辺ＯＡ，ＯＢをもつひし形

ＯＡＰＢを考えると作図がで

きます。 

説明の例 

辺ＯＸ，ＯＹ上にＯＡ＝ＯＢ

となるような、点Ａ，Ｂを取

り、２点Ａ，Ｂから、それぞれ

ＯＡ＝ＡＰ，ＯＢ＝ＢＰとなる

点Ｐに印をつける。 

四角形ＯＡＰＢは、ひし形

で、直線ＯＰは、ひし形の対

角線になるので、直線ＯＰ

が∠ＸＯＹの二等分線にな

ることがいえる。 



 



中学校 数学Ａ ５ 空間図形

１．出題の趣旨

空間における直線や平面の位置関係について理解しているかどうかをみる。

平面図形の連動による空間図形の構成について理解しているかどうかをみる。

平面上での空間図形の表現について理解しているかどうかをみる。

柱体とすい体の体積の関係について理解しているかどうかをみる。

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

空間における直線や平面の位置関係（面と 調査結果分布（％）

辺の垂直、辺と辺のねじれの位置）について 正答 誤答 無答

（１）理解しているかどうかをみるものである。 滋賀県(公立) 69.7 26.3 4.0

① これらの位置関係を理解することは、空間 全 国(公立) 65.9 30.1 4.0

図形の考察や計量、実生活における空間の認 空間における直線や平面の位置関係（面

識に必要である。 と辺の垂直）の理解について課題がある。

誤答については、垂直な面を解答したも

◆学習指導要領における領域・内容 のと平行な面を解答したものの反応率を合

中学校第１学年 Ｂ 図形 わせると、18.5％である。

円すいの体積を、底面が合同で高さが等し 調査結果分布（％）

い円柱の体積との関係で理解しているかどう 正答 誤答 無答

（４）かをみるものである。 滋賀県(公立) 39.6 59.5 0.9

柱体とすい体の体積の関係は、実生活の中 全 国(公立) 36.5 62.7 0.8

で量（容積、体積、重さなど）について考察 円柱と円すいの体積の関係の理解に課題

する際に必要である。 がある。

誤答については、２杯と考えた反応率が3

◆学習指導要領における領域・内容 6.7％である。柱体とすい体の体積の関係を、

中学校第１学年 Ｂ 図形 平行四辺形と三角形の面積の比２：１と同

じようにとらえていると考えられる。

３．今後の学習指導にあたって

・空間における直線や平面の位置関係を理解できるようにする。

・平面図形の連動によって空間図形が構成されているとみることができるようにする。

・見取図や展開図の特徴とその関係について理解できるようにする。

・すい体と柱体の体積の関係を理解できるようにする。



４．具体的な学習指導例 対象学年 中１

単元名 「 空間図形」

【指導のねらい】

空間にある図形を観察、操作や実験を通して考察し、空間図形についての理解を深める。

また、図形の計量についての能力を伸ばす。

【指導過程】

学習のねらいと発問 学習活動 評価・つまずきへの手立て

１ 課題の把握 ○実際に模型を見せながら、各自に

○Ｔ三角すいの体積は、 予想させる。

三角柱の体積の何倍

でしょう。

・ に入る数を予想する。 □関進んで課題解決に取り組もうとして

・三角すい１杯にビーズを入れ、 いるか。

三角柱にビーズを移していく。 □考ビーズを使っての確かめ方に気づ

・ちょうど３杯目で三角柱がビ き、説明できる。

ーズで一杯になることを知る。

○生徒全員を教卓の周りに集め、教

師のビーズを使っての実験に注目さ

２ 課題を発展させる せる。

○Ｔ四角柱と四角すいの

場合はどうでしょう。 ○実際に模型を見せながら、各自に

予想させる。

○Ｔ円柱と円すいの場合 ○指名した生徒に実験をさせる。

はどうでしょう。

３ 考え方をまとめる ・教科書の練習問題に取り組む。

○Ｔ角すい、円すいの体

積の求め方を式でま

とめましょう。 □表文字を使った式で表すことができ

る。

４ いろいろなすい体の □表いろいろなすい体の体積を求める

体積を求めましょう。 ことができる。

【準備物】すい体の体積説明器、ビーズ

＊本授業では、辺（直径）・高さとも10cmのすい体・柱体で、直径1cmのビーズを３色用意し、

（各色350個）実験を行った。

【学習指導上の配慮など】

生徒の予想を大切にした授業展開を心がけたい。底面積と高さの等しい三角柱と三角すいの体

積比が３：１になることから、他の柱体とすい体の体積比についても予想させたい。

３色ビーズで強調！すい体の体積

・同様の方法で実験し，すい体

の体積は，柱体の体積の であ

ることを知る。

3
1

□知すい体の体積が，柱体の体積

の であることを理解する。
3
1

底面積Ｓ，高さｈとすると，

体積Ｖ＝ Ｓｈ
3
1

課題 三角すいの体積は，底面

積と高さがそれぞれ等しい三角

柱の体積の 倍である。



中学校 数学Ａ ６ 平行線の同位角と錯角・円周角の性質・平行四辺形の性質

１．出題の趣旨

平行線の性質を用いて、角の大きさを求めることができるかどうかをみる。

円周角の性質を用いて、角の大きさを求めることができるかどうかをみる。

記号で表された図形の構成要素間の関係をよみと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（抜粋）

設問 設問の趣旨・学習指導要領との関連 調 査 結 果

「１つの弧に対する円周角の大きさは、そ 調査結果分布（％）

れと同じ弧に対する中心角の大きさの２分の 正答 誤答 無答

（２）１に等しいこと」を理解しているかどうかを 滋賀県(公立) 86.2 7.8 6.0

みるものである。これは、高等学校で学習す 全 国(公立) 85.4 8.3 6.3

る円の性質について理解したり、それを証明 中心角と円周角の関係については、相当

したりする際に必要である。 数の生徒が理解している。

◆学習指導要領における領域・内容

中学校第２学年 Ｂ 図形

記号を用いて表された「平行四辺形になる 調査結果分布（％）

ための条件」を正しく理解しているかどうか 正答 誤答 無答

（３）をみるものである。記号が表す図形の性質を 滋賀県(公立) 68.8 30.2 1.0

的確に読みとったり、解釈したりできること 全 国(公立) 66.4 32.7 0.9

は、証明を構想したり、構成したり、振り返 記号で表された図形の性質をよみとるこ

ったりする際に必要である。 とに課題がある。

誤答については、２組の向かい合う辺に

◆学習指導要領における領域・内容 ついての条件（ア、イ）への反応率が、２

中学校第２学年 Ｂ 図形 つを合わせると 23.8％である。

３．今後の学習指導にあたって

・平行線における同位角、錯角の大きさが等しいことや円周角の定理は、図形の性質の考察に活

用されるため、確実に理解できるようにする必要がある。また、記号で表された内容を、その

図に即して理解することも大切である。

・課題を実際に自分の手で作図することができるようにする。



４．具体的な学習指導例 対象学年 中２

単元名 図形の性質と証明 「四角形」

【指導のねらい】

・１つの弧に対する円周角の大きさは、それと同じ弧に対する中心角の大きさの２分の１

に等しいことが理解できるようにする。

【教材例】

（啓林館「指導書」より）

①シミュレーションソフトも多数開発されており、円周上を移動した場合は、同じであること

を視覚的に観察をする。

円周角と中心角の大きさを比較してみよう

＜証明＞ 【ＡＰが直径になる円周角と中心角】

ＯＰとＯＢは半径で等しいから、

△ＯＢＰは二等辺三角形である。

よって ∠ＯＰＢ＝∠ＯＢＰ・・・①

三角形の内角と外角の関係から

∠ＯＰＢ＋∠ＯＢＰ＝∠ＡＯＢ・②

①、②より ∠ＡＯＢ＝２∠ＡＰＢ

したがって、同じ弧に対する円周角は

中心角の２分の１倍に等しい。

②発展的に「円に内接する四角形の性質」まで導けるとよい。

【準備物】

○作図ツール（指導書の添付ＣＤやＨＰで検索できるフリーソフトが利用できます）

【学習指導上の配慮など】

・視覚的に観察ができた後に、実際に条件にあった図を自分の手で作図することにより、その

認識したイメージを膨らませられるように工夫する。円に内接する四角形の性質については、

無理にその領域まで指導せず、結果的にその内容が自然と発見できるよう設問を考える。



中学校 数学Ａ ７・８ 証明の意義・三角形の合同条件

１．出題の趣旨

証明の意義について理解しているかどうかをみる。

証明をよみ、そこに用いられている三角形の合同条件を理解しているかどうかをみる。

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

証明の意義について理解することは、数学 調査結果分布（％）

的な推論の方法の特徴を理解するために必要 正答 誤答 無答

７ である。また、数や図形の性質について納得 滋賀県(公立) 71.9 26.5 1.6

したり、ことがらを説明したり、見いだした 全 国(公立) 72.9 25.9 1.2

りする際にも必要である。 誤答については、他の平行四辺形につい

てはもう一度証明する必要があると考えて

◆学習指導要領における領域・内容 いる解答の反応率が、14.2％である。

中学校第２学年 Ｂ 図形

図形の証明の場面では、合同な三角形をも 調査結果分布（％）

とにして、図形の性質の考察を進めていくこ 正答 誤答 無答

８ とが多い。したがって、三角形の合同条件を 滋賀県(公立) 73.7 25.1 1.2

理解することは、証明の中で合同であること 全 国(公立) 73.2 25.8 1.0

を推論の根拠として活用したり、図形の性質 誤答については、直角三角形の合同条件

の理解を深めたりする際に必要である。 を選んでいる解答（エ、オ）の反応率を合

わせると、10.7 ％であり、これを解答した

◆学習指導要領における領域・内容 生徒は、見た目で判断して∠ＢＤＣと∠Ｃ

中学校第２学年 Ｂ 図形 ＥＢが 90 °であると考えていると思われ

る。

３．今後の学習指導にあたって

・証明の意義について理解できるようにし、証明の学習の意欲を高める。

・三角形の合同条件を理解し、推論の根拠として活用できるようにする。

・証明に用いる図は、条件に当てはまるすべての図の代表として用いられていることを理解でき

るようにすることが大切である。例えば、形や大きさの異なる２つの図に対して、１つの証明

で成り立つことを確認することにより、そのことを理解させる工夫などが必要である。



４．具体的な学習指導例 対象学年 中２

単元名 平行と合同

【指導のねらい】

平面図形の性質を三角形の合同条件などを基にして確かめ、論理的に考察する能力を養う。

【指導過程】

学習のねらいと発問 学習活動 評価・つまずきへの手立て

１

１ 課題の把握 □関進んで課題解決に取り組もうと

○Ｔ作図の仕方が正しい ・角の二等分線の作図手順を確認 しているか。

ことを証明しよう。 し、この作図が正しいことの証明を、 ○分度器を使う説明以外に、より確かな

三角形の合同条件を利用して証明す 方法で説明することを意識させる。

２ 仮定と結論の意味 る。 □考△ AOP ≡△ BOP がいえればよいこと

・この証明において、はじめからわ に気付く。

かっていたことは何か、証明したこ □表△ AOP≡△ BOPを証明できる。

とは何かについて確認し、仮定と結 ○作図の仕方から、仮定と結論が何であ

論の意味を理解する。 るかをはっきり意識させる。

□知仮定と結論を理解できる。

３ 課題の発展 ・点 O を通る垂線を作図し、その作 □考垂線の作図の証明が、角の二等分線の

図の仕方が正しいことの説明を考え 証明と同じになることに気付く。

る。

【準備物】 コンパス、三角定規

【学習指導上の配慮など】

生徒は、角の二等分線と垂線の作図を独立した課題として受け止めることが多い。そこで、上

記のように板書することで、２つの作図の特殊・一般の関係について生徒自身に気付かせたい。

板書の仕方で解決！証明の意義

（課題）∠ XOYの二等分線 OP

を作図しよう。
△ＡＯＰと△ＢＯＰで，

作図から，

ＯＡ＝ＯＢ････①

ＡＰ＝ＢＰ････②

共通な辺だから，

ＯＰ＝ＯＰ････③

①②③から，

３組の辺がそれぞれ等しい

ので，

△ＡＯＰ≡△ＢＯＰ

対応する角より，

∠ＡＯＰ＝∠ＢＯＰ

（問題）OP が∠ XOY の二等

分線であることを証明しよ

う。

図は２つでも，

証明は１つ



中学校 数学Ａ ９ 比例の意味とグラフ

１．出題の趣旨

比例の意味を理解しているかどうかをみる。

比例のグラフから式を求め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

この問題は、比例の意味を理解しているか 調査結果分布（％）

どうかをみるものである。ここでは、小学校 正答 誤答 無答

（１）で学習した「χの値を２倍、３倍、‥‥にす 滋賀県(公立) 83.4 15.3 1.3

ると、それに対応するｙの値は２倍、３倍‥ 全 国(公立) 83.2 15.6 1.2

‥となる」という関係が、数を正の数と負の

数にまで拡張しても成り立つことを理解して 比例の意味については、相当数の生徒が

いることが求められる。比例の意味や性質に 理解している。

ついて理解することは、関数の学習や具体的

な事象の考察において必要である。

◆学習指導要領における領域・内容

中学校第１学年 Ｃ 数量関係

この問題は、与えられた比例のグラフから 調査結果分布（％）

χとｙの関係をｙ＝ａχの式で表すことがで 正答 誤答 無答

（２）きるかどうかをみるものである。グラフから 滋賀県(公立) 68.2 21.8 10.0

２つの数量の関係をとらえて式に表すこと 全 国(公立) 66.9 23.2 9.9

は、比例だけでなく、反比例、一次関数や関

数ｙ＝ａχ２などの学習において必要である。 比例のグラフから式を求めることに課題

また、関数を式に表すことは、具体的な事象 がある。

の考察において必要である。 比例定数を決定するために、具体的な座

標をχ、ｙに代入する方法だけでなく、グ

◆学習指導要領における領域・内容 ラフから変化の割合を求める方法について

中学校第１学年 Ｃ 数量関係 も指導することが大切である。

３．今後の学習指導にあたって

・比例の意味を正の数と負の数にまで拡張した範囲で理解できるようにする。

比例関係の事象を考察する機会を設定し、負の数まで拡張した範囲で、表や式やグラフを関連

させたり、反比例と比較しながら、比例の意味の理解を深める。

・式からグラフを、グラフから式をもとめることができようにする。

グラフから式を求めるには、グラフの特徴から比例であることが判断できること、比例の式の

形はｙ＝ａχであることを理解することが大切。比例定数ａが傾きを表すことや、直線の傾き

を調べて比例定数を求めることが理解できるよう指導する。



４．具体的な学習指導例 対象学年 中１

単元名 比例と反比例

【指導のねらい】

・比例のグラフを手際よくかくことができる。

・グラフから式を求めることができる。

【指導過程】

・比例のグラフを、対応表をつくることから、かくことができるようにしたのち、手際よく

グラフをかくことができるようにする。

○その１ （２点を結ぶ方法）

２
例① ｙ＝４χ ②ｙ＝－３χ ② ｙ＝０.８χ ③ ｙ＝―χ

３

χ ０ ２ χ ０ χ ０ χ ０

ｙ ０ ｙ ０ ｙ ０ ｙ ０

○その２

比例ｙ＝ａχのグラフは、原点と(１,ａ)の点を通る直線である。
例① ｙ＝２χ 原点より右に１すすんで２上がる。

② ｙ＝－３χ 原点より右に１すすんで－３上がる。 右に１すすんで３下がる。

１ １
③ ｙ＝―χ 原点から右に１すすんで―上がる。 右に２すすんで１上がる。

２ ２

【学習指導上の配慮など】

・その１の２点法は、原点以外どの点でもいい。ただ、比例定数が小数や分数のときは、座

標が整数値になるように工夫する。

・その２では、比例のグラフはいつでも原点を通るので、原点からスタートすること。必ず

はじめは右へ進むこと。そして、ａが正なら上へ上がり、負なら下に下がる。

「分母の数だけ右へすすんで、分子の数あがる」のは、分数の場合だけでなく整数でも当て

はまる。

比例のグラフは原点を通る直線である。

直線は２点がわかればひくことができる。

原点を必ず通るので、原点以外の点を１点見つければすぐかける。

ｙ＝ａχのグラフは原点から右に１すすんでａ上がる。

ａが分数なら、分母の数だけ右へ進んで、分子の数だけ上がればいい。



中学校 数学Ａ １０ 反比例の表とグラフ

１．出題の趣旨

反比例の関係を表す特徴をとらえて、χの値に対応するｙの値をもとめることができるかどう

かをみる。

反比例のグラフについて理解しているかどうかをみる。

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

反比例の関係を表す表から変化や対応の特 調査結果分布（％）

徴をとらえ、χの値に対応するｙの値を求め 正答 誤答 無答

（１）ることができるかどうかをみるものである。 滋賀県(公立) 48.4 46.7 4.9

数量の関係を表す表から変化や対応の様子 全 国(公立) 46.2 48.9 4.9

をとらえる方法は、比例や反比例、一次関数 反比例の関係に基づいて対応する値を求

などの関数の特徴を式やグラフによる表現と めることに課題がある。

関連付けて理解する際に必要である。また、 表において、変化（横方向）と対応（縦

具体的な事象の数量関係を考察する際にも必 方向）の両側面から関係をとらえることが

要である。 できるようにすることが大切である。

◆学習指導要領における領域・内容

中学校第１学年 Ｃ 数量関係

反比例のグラフは原点を通らない２つのな 調査結果分布（％）

めらかな曲線であることを理解し、比例定数 正答 誤答 無答

（２）が正の場合のグラフを指摘することができる 滋賀県(公立) 70.2 28.3 1.5

かどうかをみるものである。 全 国(公立) 67.9 30.8 1.3

反比例のグラフが比例定数の値によって座 反比例のグラフについての理解に課題が

標平面のどの部分に表れるかを理解したり、 ある。

グラフ上にとった点と点がどのように結ばれ 具体的な事象において式から表を作成し、

るかを理解したりすることは、一次関数や関 表、式、グラフを相互に関連づけて理解す

数ｙ＝ａχ２、高等学校での二次関数のグラ ることが大切である。

フの特徴を考える際に必要である。

◆学習指導要領における領域・内容

中学校第１学年 Ｃ 数量関係

３．今後の学習指導にあたって

・表、式、グラフによる表現を相互に関連させながら反比例の意味の理解を深める。

反比例の特徴を表から読み取り、その特徴を式による表現やグラフによる表現と相互に関連付

けて理解できるようにすることは大切である。このことで反比例の意味や理解が確かなものと

なり、反比例を「χが増えると、ｙは減る」という関係ととらえたりする誤りは減ると考えら

れる。

・表やグラフに表したりよんだりすることのよさを感得できるようにする。

関数の学習においては、表やグラフに表したりよんだりすることで、数量の変化や対応の特徴

をとらえることが大切である。

反比例の関係では、グラフ上の２点を結んだ線分上の点の座標と、そのχの値に対応するｙの

値を式から求めて比較することによって、グラフは折れ線にならないことのの理解が深まると

考えられる。このような活動を通して、関数関係を式で表すことや、表、式、グラフを相互に

関連付けて関数関係を考察することのよさを感得できるようにする。



４．具体的な学習指導例 対象学年 中１

単元名 「比例と反比例」

【指導のねらい】

具体的な事象の中には、反比例する２つの数量があることを知り、反比例の定義とその特徴を

理解する。

【指導過程】

学習のねらいと発問 学習活動 評価・つまずきへの手立て

１ 課題の把握 課題 □関進んで課題解決に取り組もうとして

○問 ５つの長方形の中で 右の５つの長方 いるか。

１つだけ他と違うもの 形のうち１つだけ ○マグネットで四角形を黒板に貼れ

を見つけましょう。 他と違うものがあ るようにしてイメージしやすいよう

ります。それをい にする。

いなさい。

２ 多様な考え方の交流 ・自由に考えを発表させる。 □考多様な考え方の発表を聞く中で面

○問 どうして違うと思い 積に着目する。

ますか。 ○たて、横の長さが変わって形も変

わるが、面積は変わらないことに気

づかせる。

３ 課題２の把握 課題２ □表 表を使ってまとめることができ

○問 表や式で表してみま 面積が１２㎝
２
の長方形を作 る。ｙをχの式で表すことができる。

しょう。 ったとき、たての長さをχ㎝、 ○χが増加するとｙが減少する関係

横の長さをｙ㎝として２つの関 というとらえ方でなく、２つの積が

係を調べなさい。 いつも同じになっていることに気づ

・ワークシートに記入させる。 かせる。

□知χ、ｙの積がつねに一定になる関

係であることを知る。

４ 反比例の定義をする。 ａ
χｙ＝ａ または ｙ＝ □知反比例の定義を知る。

χ

という形の式で表せるときｙは

χに比例するという。

５ グラフの概形を予想す ・ワークシートに概形を記入さ □考 表や式からグラフの形を予想す

る せる。 る。

マグネットの四角形

を貼り付けてイメージ

しやすいようにする。

６ 演習問題

【準備物】

ワークシート、マグネットシートで作った５つの長方形

【学習指導上の配慮など】

・長方形の面積の求め方はほとんどの生徒が知っていて、積一定の関係であることも理解しや

すいと思われるが、小学校では反比例について学習していないこともふまえ、表などを使っ

て丁寧に指導することが大切である。
ａ

・反比例の式はｙ＝ であるが、中学校でこのような分数式を扱うのはここだけなので、きχ
ちんと理解をさせるようにする。



中学校 数学Ａ 11 一次関数の意味とそのグラフ

１．出題の趣旨

具体的な事象で、２つの数量の関係が一次関数になることを理解しているかどうかをみる。

一次関数のグラフについて理解しているかどうかをみる。

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

この問題は、具体的な事象における２つの 調査結果分布（％）

数量の関係が、一次関数になることを理解し 正答 誤答 無答

（１）ているかどうかをみるものである。具体的な 滋賀県(公立) 62.0 35.7 2.3

事象における２つの数量の関係が一次関数に 全 国(公立) 63.8 34.4 1.8

なるものを見いだすには、取り出した２つの 具体的な事象で２つの数量の関係が一次

数量の関係が関数になっているか、またどの 関数になることの理解に課題がある。

ような式で表されるかなどを考える必要があ 誤答については、反比例の関係を一次関

る。 数ととらえている解答（ア、エ）の反応率

は、24.5％である。

◆学習指導要領における領域・内容

中学校第２学年 Ｃ 数量関係

この問題は、一次関数y＝aχ＋bにおいて、 調査結果分布（％）

aが直線の傾きを表し、bが切片を表すことと、 正答 誤答 無答

（２） aとbの値とグラフとの対応からグラフの特徴 滋賀県(公立) 58.2 39.7 2.1

を理解しているかどうかをみる問題である。 全 国(公立) 59.7 38.6 1.7

ここでは、aの符号をみて、グラフが右上が 一次関数の式をグラフに対応させること

りになるか右下がりになるかを判断し、bの に課題がある。

値によって、グラフとy軸との交点のy座標を 誤答については、傾きの符号を誤ったと

判断することが求められる。 考えられる解答（ア）が最も多く、その反

応率は12.7％である。

◆学習指導要領における領域・内容

中学校第２学年 Ｃ 数量関係

３．今後の学習指導にあたって

・具体的な事象の中から一次関数を見いだすことができるようにする。

２つの数量の関係を式で表したり、表をつくって関係を考察したりするなどの活動を通して、

２つの数量の関係の特徴を理解できるようにすることが大切である。

・式とグラフの特徴を関連させて考察できるようにする。

一次関数y＝aχ＋bのグラフの傾きや切片について、定数a，bの値をそれぞれ変化させたとき

のグラフの様子を視覚的にとらえ、それが何を表しているのかを考察する場面を設定すること

が大切である。



４．具体的な学習指導例 対象学年 中２

単元名 「一次関数」

【指導のねらい】

具体的な事象で、２つの数量が一次関数の関係になっているかどうかを、一次関数の特徴を

確認しながら理解させる。

【指導過程】

＜課題＞

次の①②で，□の中にy，12 を１つずつ入れて，χとyの関係を □
表にしてみよう。また、そのとき、yをχの式で表し、どのような

関数になるかを考えよう

① 縦の長さがχ㎝，横の長さが□㎝の長方形の面積が□㎝２

② 縦の長さがχ㎝，横の長さが□㎝の長方形の周の長さが□㎝

(1) ①②のそれぞれについて、２つの場合で表や式にしてみよう。

① (ｱ) 縦χ㎝、横12㎝、面積y㎝２ の場合 (ｲ) 縦χ㎝、横y㎝、面積12㎝２の場合

χ １ ２ ３ ４ ５ χ １ ２ ３ ４ ５

y 12 24 36 48 60 y 12 ６ ４ ３ 2.4

12
y＝12χ 比例（一次関数） y＝ 反比例

χ

② (ｳ) 縦χ㎝、横12㎝、周y㎝ の場合 (ｴ) 縦χ㎝、横y㎝、周12㎝の場合

χ １ ２ ３ ４ ５ χ １ ２ ３ ４ ５

y 26 28 30 32 34 y ５ ４ ３ ２ １

y＝2χ＋24 一次関数 y＝－χ＋6 一次関数

(2) (1)にあげた４つの関数をグループに分けよう。

(例１) χの値が増加するとyの値は増加するもの (ｱ)，(ｳ) 減少するもの (ｲ)，(ｴ)

(例２) 変化の割合が一定であるもの (ｱ)，(ｳ)，(ｴ) 一定でないもの (ｲ)

(例３) 式がy＝aχ＋bで表せるもの (ｱ)，(ｳ)，(ｴ) 表せないもの (ｲ)

一次関数の特徴 比例と一次関数の特徴を調べて、

・変化の割合が一定 比例y＝aχが１次関数y＝aχ＋b

・グラフが直線 のb＝0 になる特別な場合である

・式がy＝aχ＋b ことに気づかせたい。

【学習指導上の配慮など】

２つの数量の関係を調べるときに、すぐに式にするのだけでなく、表にするなどしてていねい

に進めたい。そのなかで、一次関数が、変化の割合が一定で、式がy＝aχ＋bで表せるなど、一

次関数の共通の特徴をていねいに理解させたい。

x㎝ 長方形



中学校 数学Ａ 12 グラフから速さを求めること

１．出題の趣旨

速さの求め方について理解しているかどうかをみる。

時間と距離の関係を表したグラフから速さを求め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

この問題は、進んだ距離とそれにかかった 調査結果分布（％）

時間が与えられたときに、速さの求め方につ 正答 誤答 無答

（１）いて理解しているかどうかをみるものであ 滋賀県(公立) 72.4 16.8 10.8

る。 全 国(公立) 74.9 15.5 9.6

速さのような単位量あたりの大きさを理解 誤答については、時間を考えずに100ｍだ

することは、実生活のいろいろな場面で必要 けに着目したと考えられるものや、「速さ

となる。 ＝距離×時間」と考えているものがある。

◆学習指導要領における領域・内容

小学校第６学年 Ｂ 量と測定

この問題は、グラフから時間とその間に進 調査結果分布（％）

んだ距離をよみとり、グラフの傾きや変化の 正答 誤答 無答

（２）割合などを用いて、速さを求めるかどうかを 滋賀県(公立) 58.8 27.8 13.4

みるものである。 全 国(公立) 61.0 27.1 11.9

グラフから必要な情報をよみとることは、 時間と距離をグラフからよみとり、速さ

グラフから具体的な事象を考察したり、いろ を求めることに課題がある。

いろな関数の利用を学習したりする際に必要 グラフ中の座標や線分が何を表している

である。 のかをよみとることができるようにするこ

とが大切である。

◆学習指導要領における領域・内容

中学校第２学年 Ｃ 数量関係

３．今後の学習指導にあたって

・速さについての理解を深めるようにする。

速さの比べるときに、必要に応じて、１分間あたりに移動した距離によって速さを比較したり、

距離を一定にしたときの移動にかかる時間によって速さを比較したりするなど、いろいろな視

点から速さをとらえることができるようにすることが大切である。

・具体的な事象とグラフを関連付けてとらえることができるようにする。

グラフから情報をよみとる学習では、グラフ中の線分が事象では何を表しているのか、グラフ

と事象とを対応させて、意味付けられるようにすることが大切である。具体的な事象とグラフ

との対応関係を考える場面を意図的に取り入れ、グラフで表現したり、グラフで表現されてい

ることを事象によみかえたりすることが大切である。



４．具体的な学習指導例 対象学年 中２

単元名 「一次関数」

【指導のねらい】

速さが単位あたりの量として、距離÷時間で表せることを確認し、一定の速さで進む様子を

時間と距離の関係で表したグラフでは、グラフの傾きが速さを示すことを理解させる。

【指導過程】

＜課題１＞

ＡさんとＢさんの２人の走った記録があります。どちらが速く走ったでしょうか。

いろいろな方法で考えてみよう。

Ａさんは、40ｍを６秒で走った。Ｂさんは、50ｍを８秒で走った。

（方法１) 走る時間をそろえて距離を比べる方法 どれでも比べらるけ

Ａさんは24秒で160ｍ、Ｂさんは24秒で150ｍ れど、方法３の速さを

(方法２) 走る距離をそろえて時間を比べる方法 求める方法が便利だ！

Ａさんは200ｍを30秒、Ｂさんは200ｍを32秒

(方法３) １秒間あたりの走った距離（速さ）で比べる方法
距離

Ａさんは１秒間で6.66…ｍ、Ｂさんは１秒間で6.25ｍ 速さ＝
時間

＜課題２＞

Ａさんが、家から1000ｍはなれた学校へいきました。下は、Ａさんが家を出発して

からx分後の進んだ距離をyｍとして、xとyの関係をグラフにしたものである。

このグラフをみて、いろいろと考えてみよう。

(1) Ａさんは、最初と中頃と最後の３回速さを変えて

いますが、どのときが一番速かったかを考えよう。

最初 ２分間で600ｍだから分速300ｍ

中頃 ４分間で200ｍだから分速50ｍ

最後 １分間で200ｍだから分速200ｍ 最初が一番速い

(2) ３つの部分のグラフの傾きをそれぞれ求めよう。

最初 傾き300 中頃 傾き50 最後 傾き200

グラフの傾きが yの増加量 進んだ距離
速さを示すことを 傾き＝変化の割合＝ ＝ ＝速さ

xの増加量 かかった時間

右図を参考に理解
させたい。

【学習指導上の配慮など】

課題１では、２人の歩く速さを比べる課題を通して、単位あたりの量として速さを求めること

が大切であることに気づかせたい。課題２では、グラフからていねいに速さを求める練習を通し

て、グラフの傾きが速さを表していることに気づかせたい。また、変化の割合の意味から、傾き

が速さを表すことになることも理解させたい。
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中学校 数学Ａ 13 連立方程式と一次関数のグラフの関係

１．出題の趣旨

連立二元一次方程式の解は、グラフの表した座標平面上の２直線の交点の座標として求められる

ことを理解しているかどうかをみる。

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

この問題は、連立二元一次方程式の解は、 調査結果分布（％）

グラフの表した座標平面上の２直線の交点の 正答 誤答 無答

１３ 座標として求められることを理解しているか 滋賀県(公立) 68.7 28.9 2.4

どうかをみるものである。 全 国(公立) 68.5 29.4 2.1

連立方程式と一次関数のグラフとの関係を 連立方程式の解とグラフの関係について

理解することは、一次関数を利用して具体的 の理解に課題がある。

な事象を考察したり、２つのグラフの関係に Ａ３(４)で連立方程式を解く問題が正答

ついて学習したりする際に必要である。 である生徒のうち、本問題が誤答である生

徒の割合は全体の13.1％である。これらの

◆学習指導要領における領域・内容 生徒は、連立方程式は解けるが、連立方程

中学校第２学年 Ｃ 数量関係 式の解をグラフの交点の座標と関連づけて

理解していないと考えられる。

３．今後の学習指導にあたって

・二元一次方程式をχとyの間の関数関係を表す式としてとらえられるようにする。

二元一次方程式を２つの変数χ，yの間の関数関係を表す式としてとらえ直すことで、その意

味の理解を深めることができると考えられる。指導に当たっては、二元一次方程式を満たすχ

とyの値の組を座標平面上に表していくことで、グラフは直線になることに気づいたり、二元

一次方程式方程式を一次関数の式y＝aχ＋bに直したときのグラフが、その直線と一致するこ

とを確かめたりする一連の活動を行うことが大切である。

・連立二元一次方程式の解と２直線の交点の座標が一致することを理解できるようにする。

二元一次方程式を満たすχとyの値の組を座標平面上に表すと、そのグラフは直線になる。こ

のことを理解する場面で、２つの二元一次方程式を取り上げ、そのグラフの２直線の交点の座

標が、２つの二元一次方程式を同時に満たすχとyの値の組であり、連立二元一次方程式の解

になることへの理解を深めることにつなげていくことが大切である。



４．具体的な学習指導例 対象学年 中２

単元名 「一次関数」

【指導のねらい】

二元一次方程式の解がグラフの直線上にあることを理解し、連立二元一次方程式の解が２つの

直線上の交点となることを理解させる。

【指導過程】

＜復習＞

次の二元一次方程式のグラフをかきなさい。

① χ＋y＝4

② 2χ－y＝5

（前時の学習の確認）

それぞれ、① y＝－χ＋4 ② y＝2χ－5 に

変形して、一次関数のグラフのかき方にした

がって、右のようなグラフをかく。

＜課題＞

次のア～オのχ，yの組があるとき，次の問いを考えよう。

χ＝1 χ＝4 χ＝2 χ＝5 χ＝3
ア イ ウ エ オ

y＝3 y＝3 y＝－1 y＝－1 y＝1

(1) ア～カのうち、χ＋y＝4 の解はどれですか。

答 ア，エ，オ

(2) ア～カのうち、2χ－y＝5 の解はどれですか。

答 イ，ウ，オ

(3) ア～カのうち、次の連立方程式の解はどれですか。

χ＋y＝4

2χ－y＝5

答 オ ①・②のそれぞれのグラフ上

に点（χ，y）があるかどうか

(4) (3)の解が本当に正しいか、実際に で、①・②の解になるかどうか

連立方程式を解いて確かめよう。 がわかることに気づかせたい。

【学習指導上の配慮など】

二元一次方程式の解かどうかを、グラフの直線上にあるかどうかで調べられることに気づかせ

たい。そのうえで、連立方程式の解が交点になることの理解を深めたい。
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中学校 数学Ａ １４ 確率の意味・場合の数

１．出題の趣旨

確率の意味について理解しているかどうかをみる。

場合の数を求め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

確率の意味に基づいて「１の目が出る確率 調査結果分布（％）

が 」であることの意味について理解して 正答 誤答 無答

（１）いるかどうかをみるものである。ある試行を 滋賀県(公立) 48.4 49.8 1.8

多数回繰り返したときに、ある事象の起こる 全 国(公立) 49.2 49.2 1.6

回数の割合はある安定した値をとるという傾 確率の意味の理解に課題がある。

向が見られる。ここでは、このような「大数 誤答については、「６回投げると１回は必

の法則」をもとにして確率の意味について理 ず１の目が出る」と考えている解答（イ）

解していることが求められる。 の反応率が、27.1％であり、「６回投げると
１から６までの目が必ず１回ずつ出る」と

◆学習指導要領における領域・内容 考えている解答（ウ）の反応率が、10.1 ％
中学校第２学年 Ｃ 数量関係 である。

総当たり戦（リーグ戦）の試合の総数を求 調査結果分布（％）

めることができるかどうかをみるものであ 正答 誤答 無答

（２）る。ここでは、樹形図をかいたり、組合せの 滋賀県(公立) 62.7 28.8 8.5

表を作ったりするなどして、場合の数を正し 全 国(公立) 67.6 24.6 7.8

く求めることが必要になる。 場合の数を求めることに課題がある。

誤答については、「Ａ対Ｂ」と「Ｂ対Ａ」

◆学習指導要領における領域・内容 を別の試合ととらえるなど、同じ場合を重

中学校第２学年 Ｃ 数量関係 複して数えていると考えられる解答（12 と
解答）の反応率が、14.1％である。

３．今後の学習指導にあたって

・具体的な事象についての観察や実験を通して、事象の起こり得る場合に関心を持ち、それを順

序よく整理することや、不確定な事象が起こり得る程度を考察することができるようにするこ

とが大切である。

・上記の大切さを考慮すると、できるだけ生徒に興味・関心を持たせながら、確率の指導をする

にふさわしい教材を、日常生活の中で見つける工夫が必要である。

１

６



４．具体的な学習指導例 対象学年 中２

単元名 「確 率」

【指導のねらい】

【指導例】

二人でじゃんけんをするとき、グー、チョキ、パーのどれが勝ちやすいかを考えてみよう。
２人組で１０回対戦し、何を出して勝敗が

どうであったかをワークシートに記入する

自 分 相 手 勝 敗 勝 敗

① グー チョキ ○ グー ○勝△負□分け

② パー グー ○ チョキ ○勝△負□分け

③ チョキ チョキ － パー ○勝△負□分け

④ グー パー ×

⑤ ・ ・ ・ ポイント１

⑥ ・ ・ ・

⑦ ・ ・ ・

⑧ ・ ・ ・ 回数が少ないと、勝ちやすいもの

⑨ ・ ・ ・ に偏りがでる可能性あり!!
⑩ ・ ・ ・

ポイント２

【学習指導上の配慮など】

・じゃんけんのデータについては、意図的な操作が入らないように注意する。

・確率とは一定のものではなく、大数の法則にもとづいて考えられた統計的確率であることを

おさえながら、「確からしい」という意味に触れる。



中学校 数学Ａ 15 平均の意味

１．出題の趣旨

平均の意味について理解しているかどうかをみる。

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

平均は、いろいろな教科や具体的な事象で、 調査結果分布（％）

資料がある範囲にわたって分布していると 正答 誤答 無答

１５ き、その傾向をとらえるための代表値として 滋賀県(公立) 80.9 17.1 2.0

用いられる。 全 国(公立) 81.9 16.3 1.8

平均の意味について理解することは、具体 平均の意味については、相当数の生徒が

的な事象について、平均を用いて統計的な考 理解している。

察をしたり表現したりする際に必要である。

◆学習指導要領における領域・内容

小学校第６学年 Ｄ 数量関係

３．今後の学習指導にあたって

平均の求め方を理解できるようにするだけでなく、平均の意味を理解できるようにすることが大

切である。例えば、いろいろな資料において、最頻値、中央値、最大値と最小値の相加平均を実

際に求めて平均と比較し、その違いを明確にして平均の意味を理解できるようにする活動が考え

られる。



４．具体的な学習指導例

小６ 平 均 グラフ等を使って

平均の意味を視覚的に捉える

下の表は、ある牛のとれた牛乳の量を

一週間記録したものです。 一番多い日は

曜日 日 月 火 水 木 金 土 何曜日

牛乳の量（ｌ） １８ １２ １５ １６ １４ １３ １７

毎日同じ量ずつとれたとすると、一日あたり何リットルずつ

とれたことになりますか。 少ない日は

何曜日

≪グラフに表してみよう≫

多いところから

少ないところに

分けてあげる。 でこぼこを

ならした

みたい

全部の量が

同じになる。

１８ １２ １５ １６ １４ １３ １７

全部合わせて １８＋１２＋１５＋１６＋１４＋１３＋１７＝１０５

７日に分けてやる。 全部の量の合計

１０５ ÷ ７ ＝１５

一日あたりの量

合計 ÷ 個数 ＝ 平均




