
中学校 Ｂ 主として「活用」に関する問題

中学校 数学Ｂ １ 情報の適切な選択と判断

１．出題の趣旨

複数の情報を組み合わせてとらえ、次のことができるかどうかをみる。

・与えられた情報を分類整理すること

・必要な情報を適切に選択し判断すること

・ことがらが成り立つ理由を数学的な表現を用いて説明すること

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

３つのグループに分類されたメニューから 調査結果分布（％）

１品ずつ選ぶときの選び方について、１つの 正答 誤答 無答

（１）グループのメニューを固定した場合に、その 滋賀県(公立) 66.4 31.5 2.1

選び方の総数を求める問題である。ここでは、 全 国(公立) 68.1 30.1 1.8

与えられた情報を樹形図や表などを用いて分

類整理することが求められる。Ｂグループの 日常的な場面で場合の数を求めることに

メニューを１つ選択している場合に、Ａグル 課題がある。

ープの２種類とＣグループの３種類のメニュ 場合の数を調べる際には、樹形図や表な

ーの組み合わせを整理し、その総数を求める どを用いると、数えもれや重なりがなくな

ことができるかどうかをみるものである。 り、能率よく調べられることを理解するこ

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

家族５人の中で、セットメニューに加えて 調査結果分布（％）

ドリンクサービスのプラス200円コースを注 正答 誤答 無答

（３）文した人がいたことを指摘し、その理由を説 滋賀県(公立) 49.5 48.0 2.5

明する問題である。ここでは、ことがらが成 全 国(公立) 52.9 44.6 2.5

り立つ理由を筋道立てて考え、数学的な表現

を用いて説明することが求められる。合計 事柄が成り立つ理由を数学的な表現を用

金額、セットメニューの金額、ドリンクサー いて説明することに課題がある。

ビスの金額の関係と、200円と150円のドリン 説明として必要な根拠と筋道を確かめ、

クサービスの組み合わせを考え、式や表現な 不十分な説明を手直しする活動を取り入れ

どを用いて説明できるかどうかをみるもので ることが大切である。

ある。

◆学習指導要領における領域・内容

中学校第２学年 Ａ 数と式

３．今後の学習指導にあたって

・情報の選択や判断に、数学的な知識・技能などを活用できるようにする。

問題解決の目的に応じて、図や表を活用したり、情報の整理を工夫する機会を設定することが

大切である。

・ことがらが成り立つ理由を、数学的な表現を用いて適切に説明できるようにする。

そのことがらの成り立つ理由を説明する場合に、言葉だけでなく記号や式などを組み合わせて

用いると、より簡潔でわかりやすい説明になる。例えば、方程式を解く対象としてだけでなく、

説明に用いる方法としてもとらえられ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 「二元一次方程式」

【指導のねらい】

問題の条件を満たす答えを出すためでなく、その理由を説明するのにも二元１次方程式を使

うことができるようにする。

【教材例】

・山口くんの所属しているラグビーチームがある試合で３８点をとって勝ちました。

ラグビーはトライ１本で５点、トライの後ゴールキックが決まればさらに２点入ります。

また相手の反則によるペナルティキックでゴールすれば３点入ります。

山口くんのチームは相手の反則によるペナルティキックで３本ゴールに成功しました。ト

ライの本数とその後のゴールキックは何本入ったかそれぞれ求めなさい。また、どのように

して求めたかも説明しなさい。

例 得点の計算の仕方（２５点の場合）

トライ …… ３本 ５点×３＝１５点

ゴール …… ２本 ２点×２＝ ４ 点 計２５点

ペナルティ…２本 ３点×２ ６ 点

答：トライをχ本、その後のゴールをｙ本とすると

５χ＋２ｙ＋３×３＝３８ あてはまる（χ，ｙ）の組の

うちともに自然数になるものを見つければよい。

あてはまるのは

（１，１２）、（３，７）、（５，２）の３組

トライの後しかゴールキックはできないので、χ＞ｙでな

ければならない。よって（５，２）のみがあてはまる。

答 トライ５本とゴールキック２本

・バスケットの試合で秋山くんは一人で１６点をとりました。バスケットには２点シュート

と３点シュートがあります。秋山くんが入れた３点シュートは最大何本だと考えられますか

また、そう考えられる理由も示しなさい。

答：３点シュートχ本、２点シュートｙ本すると、

３χ＋２ｙ＝１６にあてはまる（χ，ｙ）の組のうち

ともに自然数であるものを見つける。あてはまるのは

（２，５）、（４，２）の２組

３点シュートの最大数が答えなので、

答 ４本

【準備物】

ラグビーの得点表など

【学習指導上の配慮など】

変数が２つにあることで、解が１つにしぼれないわけであるが、そこに整数になるという条件

などが加わることによって１つにしぼれたり、無数にあるものがいくつかにしぼれるということ

に気づかせ、二元一次方程式への理解を深めさせる。

また、方程式は解いて解を求めるだけでなく、解くときの過程を通して問題の説明などにも使

えることを感得させるようにする。



中学校 数学Ｂ ２ 説明を振り返り、発展的に考えること

１．出題の趣旨

自然数の性質に関する説明をよみ、次のことができるかどうかをみる。

・説明を振り返って考えること

・発展的に考え、その結果を説明すること

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

連続する自然数の和について成り立つ性質 調査結果分布（％）

を、文字式からよみとる問題である。ここで 正答 誤答 無答

（１）は、説明を振り返って１つの文字式から異な 滋賀県(公立) 54.9 43.5 1.6

った意味をよみとることが求められる。連続 全 国(公立) 54.8 43.6 1.6

する３つの自然数の和が３の倍数になること 連続する自然数の和について成り立つ性

を示すための式３(ｎ＋１)を、「連続する３ 質の説明を振り返り、文字式から新たな性

つの自然数の中央の数ｎ＋１の３倍である」 質をよみとることに課題がある。

とよみとることができるかどうかをみるもの 誤答については、ウとオの反応率を合わ

である。 せると、20.1 ％である。これらの解答をし
た生徒は、「３倍である」ことはよみとれた

◆学習指導要領における領域・内容 が、「中央の数の３倍である」ことはよみと

中学校第２学年 Ａ 数と式 れなかったと考えられる。

問題の条件を変えたときに、新たにわかる 調査結果分布（％）

ことがらについて、その成り立つ理由を説明 正答 誤答 無答

（２）する問題である。ここでは、発展的に考える 滋賀県(公立) 39.9 26.7 33.4

ことが求められる。連続する３つの自然数の 全 国(公立) 40.9 29.9 29.2

和が３倍になることを示した説明をもとにし 結論が成り立つことを説明するために必

て、連続する５つの自然数の和が５の倍数に 要な条件を示すことに課題がある。

なることを説明することができるかどうかを 誤答については、根拠や結論に何らかの

みるものである。 誤りがある解答の反応率が、20.8％である。
この中には、計算過程に誤りがあるものや、

◆学習指導要領における領域・内容 根拠に誤りがあるもの、結論に誤りがある

中学校第２学年 Ａ 数と式 ものがある。

３．今後の学習指導にあたって

証明や説明をよみ、その結果を振り返り、問題の条件を変えるなど、発展的に考えて新たな性質

を見つけ、それを説明することが大切である。

・説明を振り返り、文字式の意味を多様によみとることができるようにする。

・問題の条件を変えるなどして、発展的に考えられるようにする。

・文字式を活用して、ことがらが成り立つ理由を説明できるようにする。



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】 
 事象の中に数量の関係を見いだし、文字を用いて式に表現し活用する能力を伸ばすとともに、文字を用いた式の

四則計算の有用性を感得させたい。また、数量および数量の関係をとらえるために文字式を利用し、式の読み取り

ができるようにする。 
【指導課程】 
  学習のねらいと発問 学習活動  評価・つまずきへの手立て 
 本時のテーマ 

○復習問題 
・いろいろな数を文字式

で表してみよう 

 
 
① ３の倍数  n3  （ n は整数） 
② ②偶数 n2  （ n は整数） 
③ 奇数 12 +n または 12 −n  

 （ n は整数）

④５で割ると２あまる数 
 25 +n または 35 −n  （ n は整数）

⑤連続する２つの整数 
 n , 1+n または 1−n ， n  （ n は整数）

 
 
具体的な数を答えさせて、特徴を確認する 
偶数は、２の倍数であることを押さえる 
偶数と、奇数を比較し式へと発展させる 
奇数は、２で割ると１あまる数と見ることがで

きることを利用する 
連続する２つの整数をいくつか書き上げて

式と対比させる 

 課題の把握 
・縦に並んだ３つの数を

選び、太郎君の気づきは

正しいか調べてみよう 
・文字を使ってどのように

説明できるだろうか 

  

 

 

  
 
 
 
解答例を示す 
解き方の手順 
について解説 
する 

 ・縦に並んだ３つの数を 
7−n , n , 7+n  （ｎ＞７）と表してもよい 

  
 

 発展 
・ 数 字 の 選 び 方 を 変 え

て、カレンダーの数の決

まりを見つけてみよう 
また、文字を使って説明

してみよう 

 
 

 ○まとめ 
・お互いに発見したことを

交流しよう 

 
レポート用紙または、ワークシートに整理し

たものを使って、発表する 

 
 
 
 

・解き方の手順に従って説

明できるような、ワークシー

トを準備する 
・友だちの発表を聞いて、新しい見方を知る

場面を設定する。 

【学習指導上の配慮など】 
整数の性質などを考察する場面では、具体的な数値を文字で表すことによって、性質の一般性を保証することができるので、

文字式を活用する有効性を感じさせたい。 

特に、例題からすぐに解き方（文字式を使った説明）に入るのではなく、いくつか具体例を挙げて計算をしてみる時間を入れ

ておきたい。また、数値を使った計算式を書き並べることで、結果の推測が容易になることに気づかせておきたい。 

例題の後は、練習問題を与えるのではなく、自分で条件を変えて作るところから、多くの発見を導き出せるようにする。また、

「縦に並んだ３つの数の真ん中の数は、３つの数平均を表している」というように、条件を変えなくても別の見方ができることにも

触れられるとよい。 

 

文字式の利用「カレンダーに隠された、数の秘密をみつけよう」 

 教 室 の カ レ

ンダーを使っ

てもよい 

① 文字式  縦に並んだ３つの数を 
n , 7+n , 14+n と表すと（ n は自然数）

② 式 )14()7( ++++ nnn  
③ 計算   147 ++++= nnn  
          213 += n  
④ 式変形  )7(3 += n  
⑤ よみとり よって、縦に並んだ３つの数の

和は、その真ん中の数の３倍になる 

【例題】 

 ある月のカレンダーをながめていた

太郎君は、縦に並んだ３つの数の和は、

その真ん中の数の３倍になることに気

がつきました。どこで選んでもこのこ

とが正しい理由を、説明してみよう。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

具体的な数を挙げ

て、計算してみよう 

②数量関係を式にする 

③式の計算をする 

⑤計算結果のよみとりをする 

④目的に応じた式変形をする 

解き方 ①求めたい数量を文字式で表す 

一般化

形式化

具体化（例）数字を横（斜め）に３つ選ぶ 

数字を横（縦）に５つ選ぶ 

正方形に４つの数字を選ぶ 

ひし形に５つ数字を選ぶ など 

条件を変えて新しい決まりをみつける 

活用 

定着 



中学校 数学Ｂ ３ 問題解決の構想と結果の振り返り

１．出題の趣旨

表により与えられた数値や情報をよみとり、次のことができるかどうかをみる。

・与えられた情報を的確に処理すること

・問題解決のための構想を立てたり、その構想を振り返って改善したりすること

・ことがらが成り立つ理由を数学的な表現を用いて説明すること

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

各チームの合計点数を求め、それらを比較 調査結果分布（％）

することで、１位のチームを指摘する問題で 正答 誤答 無答

（２）ある。 滋賀県(公立) 91.5 7.5 1.0

全 国(公立) 92.1 7.0 0.9

◆学習指導要領における領域・内容 与えられた方法に従って計算することは、

小学校第４学年 Ｄ 数量関係 相当数の生徒ができている。

新しい順位の決め方を考えて文字式で表 調査結果分布（％）

し、その式を用いてＱチームとＲチームが同 （式） 正答 誤答 無答

（３）点で１位になる理由を説明する問題である。 滋賀県(公立) 48.4 14.0 37.6

ここでは、新たな条件が与えられたときに、 全 国(公立) 49.8 15.2 35.0

問題解決のための構想を立て、結果を振り返

りながら、自分の考えを数学的な表現を用い （理由） 正答 誤答 無答

て説明することが求められる。与えられた式 滋賀県(公立) 39.9 15.9 44.2

３ａ＋ｂの各項の係数を変えるなどしなが 全 国(公立) 42.7 17.2 40.1

ら、新しい順位の決め方を考案し、その式を 新たな条件が与えられたときに、順位の

用いて２チームが同点で１位になる理由を説 決め方を考案して文字式で表すことや、計

明できるかどうかをみるものである。 算結果の理由を数学的な表現を用いて説明

することに課題がある。

◆学習指導要領における領域・内容 説明に必要な根拠とその示し方、説明の

中学校第２学年 Ａ 数と式 順序を、生徒自身が理解し構想した上で、

実際に説明をしたり、手直ししてよりよい

ものにしたりすることが大切である。

３．今後の学習指導にあたって

・問題解決のための構想を立て、結果を振り返って改善できるようにする。

問題解決のための構想を立てるには、問題に含まれる条件などを明らかにし、整理し、解決へ

の見通しをもつ必要がある。また、その構想は実践結果の検証にもとづいて、必要に応じて改

善することも必要である。例えば、ある証明の後、その証明を見直し、よりよい証明を考える

機会を設定することが大切である。

・ことがらが成り立つ理由を、数学的な表現を用いて適切に説明できるようにする。

文字式を用いた説明や図形の論証の学習場面に限らず、数学科の学習全般にわたって、説明す

べきことがらの根拠と、それによって説明される結論の両方を述べる機会を意図的に設定する

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 式と計算、確率

【指導のねらい】

与えられた条件を満たす場合について、それを表す式を求め、それを用いて条件を満たす理由

も説明できるようにする。

【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 課題の把握と解決 □関進んで課題解決に取り組もうとして

○Ｔ対戦結果が下のようになり いるか。

ました。どのチームが 1 位で

しょうか。 ○身近な場面からの課題の設定。

○ワークシートで星取表を与え、考

えさせる。

○２チームが勝ち点４で並ぶことの

不都合を感じさせる。

○Ｔ 1 位のチームが１つに決ま （例）式 ３ａ＋ｂの場合 ○困っている生徒が多ければ、教師

るような式をａ、ｂを使って から４ａ＋２ｂの式を使って試行し

表しなさい。また、その式で 1 てみせる。

位のチームがただ１つ決まる

ことを説明しなさい。 □表文字を使った式で表し、説明する

ことができる。

□知文字を使うことのよさを知る。

２ 課題を発展させる □考勝ち点の並ぶ例を多くあげること

○Ｔ勝ち点が並ぶ例を他にもあ ができる。

げてみよう。 ○左のような例の場合は、いかなる

式をつくろうとも、ＣとＤは勝ち点

が並ぶことに触れる。

３ まとめ

【準備物】星取り表（黒板掲示用）、ワークシート

【学習指導上の配慮など】

特に、サッカーワールドカップドイツ大会前後に扱いたい内容である。大会の勝者がどのよう

に決まっていくのか興味を持たせつつ、勝ち点方式の醍醐味を味わわせたい。

ワールドカップで数学しよう！

A B C D 勝ち点

A ○ △ △ 4
B × ○ ○ 4
C △ × ○ 3
D △ × × 1

A B C D 勝ち点

A ○ △ △ 5
B × ○ ○ 6
C △ × ○ 4
D △ × × 1

勝ち点は，勝った試合数をａ，

引き分けた試合数をｂとする

とき，２ａ＋ｂの値で求まる。

A B C D 勝ち点

A ○ × ×
B × △ △
C ○ △ △
D ○ △ △

４チームで予選リーグを戦

う。勝ったチームには勝ち点

２，引き分けは勝ち点１が両

チームに与えられる。勝ち点

の多いチームを上位とする。

ワールドカップ予選リーグでは，勝ち点は３ａ＋ｂで求められ，勝

ち点が同じ場合は得失点差，勝ち点と得失点差が同じ場合は総得点，

ここまで同じ場合は，直接対決で勝ったチームが上位チームが上位

となることを知る。



中学校 数学Ｂ ４ 証明の評価・改善

１．出題の趣旨

図形についての証明をよみ、次のことがらができるかどうかをみる。

・証明を振り返って評価すること

・評価にもとづいて証明を改善すること

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

仮定と結論の意味を正しく理解し、証明の 調査結果分布（％）

中の誤りを指摘する問題である。ここでは、 正答 誤答 無答

（１）証明を振り返り評価することが求められる。 滋賀県(公立) 56.7 18.8 24.5

結論「ＰＡ＝ＰＢ」が証明の中で根拠として 全 国(公立) 58.4 18.3 23.3

使われていることに気づき、証明の誤ってい 証明において結論を根拠として用いるこ

る部分を指摘することができるかどうかをみ とはできないことの理解に課題がある。

るものである。 誤答については、「ＡＭ＝ＢＭ」や「ＰＭ

＝ＰＭ（ＰＭは共通）」に下線を引いている

◆学習指導要領における領域・内容 解答の反応率が、9.9％である。
中学校第２学年 Ｂ 図形

設問（１）で指摘した誤りを正しく書き直 調査結果分布（％）

す問題である。ここでは、与えられた証明の 正答 誤答 無答

（２）評価にもとづき、それを改善することが求め 滋賀県(公立) 45.9 34.5 19.6

られる。証明の中での結論「ＰＡ＝ＰＢ」が 全 国(公立) 47.9 34.7 17.4

使われている部分を、正しい根拠にもとづき 評価に基づいて証明を改善することに課

「∠ＰＭＡ＝∠ＰＭＢ」に書き直し、それに 題がある。

伴い三角形の合同条件を「２辺とその間の角 誤答については、証明の中での結論「Ｐ

がそれぞれ等しい」に改めることができるか Ａ＝ＰＢ」が使われている部分を、「∠ＰＭ

どうかをみるものである。 Ａ＝∠ＰＭＢ」に書き直してはいるものの、

合同条件を正しく書き直すことができてい

◆学習指導要領における領域・内容 ない解答の反応率が、4.7％である。
中学校第２学年 Ｂ 図形

３．今後の学習指導にあたって

数学科の学習の様々な場面で、自分や他者が行った証明（説明）を評価し、その評価にもとづい

て、それを改善しようとすることが大切である。

・仮定と結論を区別し、全体の構想を立てながら証明できるようにする。

・証明を見直して、改善できるようにする。



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 「三角形」

【指導のねらい】

・証明の意義と方法について理解することができるようにする。

二等辺三角形の底角が等しいことを、頂角の二等分線
を作図して証明してみよう。

ポイント

＊自分の作図した条件

が仮定であり、発見

できたことが結論で

ある。

∠Ａの二等分線をひき、ＢＣとの交点をＤとする。

△ＡＢＤと△ＡＣＤにおいて

仮定より ＡＢ＝ＡＣ ①

作図より ∠ＢＡＤ＝∠ＣＡＤ ②

また、ＡＤは共通 ③

①②③より２組の辺とその間の角が

それぞれ等しいので

△ＡＢＤ≡△ＡＣＤ

∴ ∠Ｂ＝∠Ｃ

【学習指導上の配慮など】

証明をするにあたって、命題の全体像をしっかりと把握するために、自分で作図をし、図に

記号を記入させるなど、用意された条件（仮定：板書では黄色）をまとめることにより、発見

（結論：板書では赤）すべき内容を明らかにさせ、仮定と結論の意味を把握させる。



中学校 数学Ｂ ５ 事象の数学的な解釈と問題解決の方法

１．出題の趣旨
２つの数量の変化の様子をよみとり、次のことができるかどうかをみる。

・日常的な事象を理想化したり、単純化したりしてその特徴をとらえること
・ことがらの特徴を的確にとらえて説明すること
・問題解決の方法を数学的に説明すること

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

水を熱し始めてからの時間に対応する水温 調査結果分布（％）
を、グラフからよむ問題である。ここでは、 正答 誤答 無答

（１）グラフの横軸、縦軸の意味をとらえて座標を 滋賀県(公立) 91.7 3.1 5.2

よむことが求められる。横軸の 10 分に対応 全 国(公立) 93.0 2.5 4.5
する縦軸の水温の値をよめばよいことを理解 水温をグラフからよむことは、相当数の
しているかどうかをみるものである。 生徒ができている。

◆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

実験から得られた数値にもとづくχ、ｙの 調査結果分布（％）
関係を表すグラフの点の並び方から、ｙはχ 正答 誤答 無答

（２）の一次関数であるとみてよい理由を説明する 滋賀県(公立) 31.9 35.1 33.0
問題である。ここでは、ｙはχの一次関数で 全 国(公立) 31.1 39.4 29.5
あると理想化したり、単純化したりしてとら 目的に応じて、２つの数量の関係を理想
えることが求められる。グラフの点の並び方 化したり、データを単純化したりして一次

から、グラフを直線とみてよいことを指摘し 関数とみなしてグラフの特徴を説明するこ
て説明できるかどうかをみるものである。 とに課題がある。

日常的な場面や他教科の学習の場面にお

◆学習指導要領における領域・内容 いて、数学的な表現や処理をし、それらを
中学校第２学年 Ｃ 数量関係 用いて数量関係の特徴を明らかにし、わか

りやすく説明することが大切である。

グラフに示されていない水温に対応する時 調査結果分布（％）
間の求め方について、グラフの直線を延ばさ 正答 誤答 無答

（３）ずに求める方法を説明する問題である。ここ 滋賀県(公立) 35.3 22.7 42.0
では、問題解決の方法を数学的に説明するこ 全 国(公立) 38.7 22.7 38.6
とが求められる。水温(ｙ℃)は熱し始めてか グラフに示されていない数量の求め方に

らの時間(χ分)の一次関数であるとみな ついて説明することに課題がある。
し、水温が８０℃になるとき時間を求める方 方法を説明する場合、何をどのように用
法について、式や表などの「用いるもの」と いるのかを明確に示す必要があることを理

「その用い方」を明示して説明できるかどう 解することが大切である。
かをみるものである。

◆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
・日常的な事象を理想化し、単純化して数学的に解釈することができるようにする。

・根拠とその根拠にもとづいた結論を整理して説明できるようにする。
・問題解決のために数学を活用する方法を考え、説明できるようにする。



４．具体的な学習指導例 対象学年 中２

単元名 「一次関数」

【指導のねらい】

実験結果から、一次関数の関係であることを理解する。また、その性質を利用して、先の

結果を予測することができるようにする。

【指導過程】

○線香の実験

線香に火をつけ、13cm になったときを、スタートとして、記録用紙（グラフ用紙）に焼き
跡をつけ、その後１分おきに焼き跡をつけていく。点火してからの時間の経過と線香の長さと

の間に、どのような関係があるか調べる。

３人でグループをつくり、点火係、時計係、記録係、焼き跡つけ係など、実験の内容を考え

て分担して取り組む。実験中に線香を折ったり、息をかけて速く燃やしたりしないこと。

10

5

0 5 10 15 20

経過時間 χ分 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
線香の長さ ｙ cm

問 ①この結果から 30分後の線香の長さを推測しなさい。

②このときのχとｙの間にはどのような関係がありますか。

③何分後に線香は燃えてしまうだろうか。

またその理由を説明しなさい。

【準備物】線香、マッチ、時計(ストップウオッチなど)、記録用紙

【学習指導上の配慮など】

・線香に点火した直後は燃える速さが違うので、１分ほどたってから、13cm になったところ
から計測をスタートさせるとより直線に近くなる。

・計測開始して 10分程度計測した後、問の問題を考えさせる。
・数学的な思考で予測をし、実際に 30分後の長さを計測し確かめる。
・また、13cm の線香なら時間内に燃え尽きるので、推測が正しかったかどうか検証して１時
間の授業を終えることができる。

・なぜそうなるのかの説明を、口頭で言わせたり、または書かせたりする。

・説明が困難な生徒には、ヒントとして、ｷｰﾜｰﾄﾞ「一定」という言葉を使って説明してみるよ

う助言する。単位時間ごとの燃える長さが一定であることを実感させたい。

・時計は教室の時計に秒針があればよい。

説明が困難な生徒
には、キーワードと
して、「一定」とい
う言葉を使って説
明してみるよう助言
する。



中学校 数学Ｂ ６ グラフから事象を数学的に解釈し，説明すること

１．出題の趣旨

時間と距離の関係を表すグラフをみて、次のことができるかどうかをみる。

・必要な情報をよみとり、事象を数学的に解釈すること。

・ことがらが成り立つ理由を数学的な表現を用いて説明すること。

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

与えられた事象に対応するグラフの部分を 調査結果分布（％）

見いだし、その時間をよみとる問題である。 正答 誤答 無答

（２）ここでは、設問(1)と逆に、事象を数学的に 滋賀県(公立) 73.5 19.7 6.8

解釈してグラフに対応させることが求められ 全 国(公立) 75.3 18.7 6.0

る。図書館にいることを、家からの距離が 誤答の中には、「30」や「50」といった解

1200mで一定ととらえて、その部分に対応す 答がある。これらの生徒は、グラフ上で図

る時間をグラフからよみとることができるか 書館にいた部分の判別はできていたが、そ

どうかをみるものである。 の時間のグラフのメモリのよみが不十分で

あったと考えられる。

◆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

「家から公園まで」の区間と「公園から図 調査結果分布（％）

書館まで」の区間の速さを比較し、どちらが 正答 誤答 無答

（３）速いかを指摘して、その理由を説明する問題 滋賀県(公立) 57.0 39.1 3.9

である。ここでは、必要な情報をグラフから 全 国(公立) 61.2 35.2 3.6

よみとり、判断した理由を数学的な表現を用 一次関数の知識・技能などを用いて、２

いて説明することが求められる。時間や距離、つの区間での速さを比較してどちらが速か

傾きなどをグラフからよみとり、２つの区間 ったのかを判断し、その理由を説明するこ

の速さのどちらが速いかを判断し、その理由 とに課題がある。

の根拠をあげて説明できるかどうかをみるも 誤答については、「イ 公園から図書館ま

のである。 で」を選択したが理由が不十分である、ま

たは、理由を書いていない解答の反応率を

◆学習指導要領における領域・内容 合わせると、20.4％である。
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

・日常的な事象の考察のためにグラフを活用できるようにする。

生徒が身近な日常的な事象をグラフに表現したり、グラフから事象を数学的に解釈したりする

など、事象とグラフとを対応させて考える活動を取り入れることが大切である。

・数学的な解釈を根拠として理由を説明できるようにする。

日常的な事象における問題解決を取り上げ、説明する際に、数学的な表現を考えていく活動を

取り入れ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】

時間と距離の関係を考える具体的な事象において、そのグラフの表す意味を知り、一次関数の

グラフの傾きと速さとの関係を理解したうえで、それを問題解決に利用することができる。

【指導過程】

＜課題提示１＞

次のグラフは、Ａさんが家から 1500ｍはなれた学校へ向かった進み方を、時間と距離
の関係として表したものである。次のことを考えてみよう。

(課題1) Ａさんの進み方をお話にしてみよう。

自分で話をつくっているうちに、グラフの

意味がわかってきて、おもしろい！

お話の例

Ａさんは、自転車で家を出発した

が、途中で故障した。その場で修理

をしてみたが無理なので、自転車を

押して学校まで行った。

（課題２) グラフからいろいろな数量を読みとろう。

① Ａさんが止まっていたのは、どの地点で ② 止まる前までの進む速さと、止まった

何分間だろう。 後から進んだ速さをそれぞれ求めよう。

(答) 家から 1200mの地点で、２分間止まっている。 (答) 前 → 分速 200m 後 → 分速 50ｍ

＜課題提示２＞

Ａさんが家を出てから４分後に、Ａさんのお兄さんが家を毎分 250ｍの速さで出かけた。
次のことを考えてみよう。

(課題３) お兄さんの進み方をグラフにかいて、２人が

出会うのは、いつ、どの地点かを考えてみよう。

(答) 家から 1250mの地点 グラフで表すと、

Ａさんが出てから９分後 動きがよくわかる。

グラフの交点が、

2人の出会うとき！

【学習指導上の配慮など】

グラフで表されている３つの部分が、それぞれどのような場面を示しているのかを考えさせる

時間を十分に取りたい。また同様に、２人が出会う場面はグラフでどのように表れるか、速さが

グラフでどのように表されるかなど、具体的な事象をグラフ上でどのように解釈するかを考える

指導を心がけたい。
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