
年 度 平成３０年度 平成２９年度

種 別 数学Ａ 数学Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

平均 県 23.2問／36問 6.3問／14問 22.1問／36問 6.8問／15問

正答数 全国 23.8問／36問 6.6問／14問 23.3問／36問 7.2問／15問

平均 県 ６４％ ４５％ ６１％ ４６％

正答率 全国 ６６％ ４７％ ６５％ ４８％

課題１＜Ａ問題＞ 設問番号１(２)
＜本県の主な誤答傾向＞

【設問の概要】 ※ 類型は小数第１位を四捨五入したため，類
絶対値の意味を理解している。 型の合計が100％にならないこともある。

正答 解答類型 類型(%)
◎ ６，－６と解答 ５６

【平均正答率(%)】 ６または－６と解答 ３

本県 全国 差 自校
上記以外の解答 ３０
無解答 １２

□１（２） ５６ ６９ －１３ 上記以外の自校の誤答を記入してみましょう。

○ 「１，２，３，６」や「６，１２，１８，･･･」という解答が見られた。６の絶対値の
意味と６の約数や６の倍数を混同していると考えられる。

○ 数直線上における原点からの距離が絶対値であることを理解できるようにする。例え
ば，絶対値が６である２つの数を数直線上に表すことを通して，絶対値が６である数は
６と－６の２つが存在することを確認する場面を設定することが考えられる。

○ 基本的な用語にかかわらず，本県では，半数程度の正答率であり，更に全国平均より
１３ポイントも低いことは深刻な問題である。。
指導に当たっては，用語の意味を確実に理解させ，普段の学習でも数学的な用語を用い
ることを意識して活動させる必要がある。

課題２＜Ａ問題＞ 設問番号１(３)

【設問の概要】 【平均正答率(%)】
指数を含む正の数と負の数の計算ができる。 本県 全国 差 自校

□１（３） ６３ ６９ －６

○ ２１％の生徒が｢50｣と誤って解答している。－５
2
を(－5)×(－5)と捉え，２×(－5)

×(－5)と計算してしまっている生徒がいる。指導に当たっては，指数を含む正の数と負
の数の計算では，計算の順序を理解し，確実に計算できるようにする。これは，定着が
図られていない問題であり，(－52)と(－5)2 の指数の位置の違いと計算の仕方を十分理
解させできるまで繰り返し定着を図る指導をすることが大切である。

課題１＜Ａ問題＞ 絶対値の意味を理解していること

課題２＜Ａ問題＞ 指数を含む正の数と負の数の計算ができること

課題３＜Ａ問題＞ 比例定数の意味を理解していること

課題４＜Ａ問題＞ 一次関数の意味を理解していること

課題５＜Ｂ問題＞ 構想を立てて説明し，問題解決の過程を振り返って考えること

課題６＜Ｂ問題＞ 証明を振り返り，発展的に考えること（四角形の対角線）

数 学【中学校第３学年】

正答の状況

今回の調査結果から明らかになった課題

課題が見られた問題の概要，問題点とその改善点（Ａ問題）

課題が見られた問題の概要

問題点とその改善点

問題点とその改善点



課題３＜Ａ問題＞ 設問番号□9 (１)
【設問の概要】
比例ｙ＝axにおける比例定数aの意味を理解している。

【平均正答率(%)】

□9 本県 全国 差 自校

(１)
６１ ６６ －５

＜本県の主な誤答傾向＞
正答 選択肢 類型（％）

アと解答 ８
イと解答 １１
ウと解答 １９

◎ エと解答 ６１

○ 「ア」，「イ」，「ウ」と解答した生徒が合計で３８％もいる。比例の関係や比例定数の
意味を正しく理解していない生徒がいる。

○ ｙがxに比例するとき，ｙとxの関係を表に表し，そこからxとｙの間にどのような関係
があるかを調べ，xとｙの対応関係や変化の様子を捉える活動を取り入れることが考えら
れる。

○ 指導に当たっては，表，式，グラフにおいて，どのような特徴として表されるかを言
葉で説明する活動を取り入れることが考えられる。本設問の式の場合，「ｙをxでわると
５になり商が一定で，比例定数に等しい」というように説明させる活動を取り入れる。

課題４＜Ａ問題＞ 設問番号□12

【設問の概要】
一次関数の意味を理解している。

【平均正答率(%)】

□12 本県 全国 差 自校

３１ ３６ －５

＜本県の主な誤答傾向＞
正答 選択肢 類型（％）

アと解答 １２
イと解答 ３１

◎ ウと解答 ３１
エと解答 ２５

○ 「イ」と誤って解答した生徒が３１％いる。この中には1500mの道のりを歩いた距離
が増えると残りの道のりが減っていくと捉え，ｘが増えればｙが減るとして反比例と考
えた生徒がいると考えられる。

○ 具体的な事象の中から２つの数量を取り出し，それらの変化や対応の様子を調べるこ
とを通して，２つの数量の関係が一次関数であるかどうかを判断することができるよう
に指導することが大切である。

○ 指導に当たっては，本問題を用いる場合は，ｘとｙの関係を x ＋ｙ＝1500のような式
で表し，この式をｙ＝－ｘ＋1500と変形し，一次関数と判断する場面を設定することが
大切である。また，併せて一次関数の特徴を説明できるようにもしたい。

今回は関数領域から11問の出題がありましたが，本県は，全国の平均正答率を上回ったも
のは１問しかありませんでした。なぜ，関数領域の定着が低いのか各学校で分析する必要が
あります。
この結果からは，これまで比例・反比例の定着がなされていないまま一次関数へと進んだ

り，一次関数の学習が定着していないまま二乗に比例する関数を進んでいたことが分かりま
す。次の単元に進む場合には，当該単元に入る前に十分に学び直しの時間を設定し，定着度
を確認したり，新たな関数の学習の途中で，これまでの関数の表，グラフ，式を確認しなが
ら，新たな関数の特徴を発見させたりするなど丁寧に学習を進める必要があります。
特に，一次関数の単元は，第２学年の後半での学習となります。この１次関数の問題が第

３学年の４月にできていないということは，十分に定着が図られないまま進んでしまってる
のではないでしょうか。授業時数を確保して，それぞれの特徴を記述させたり，説明させた
りし，繰り返し確認をしながら定着を図りましょう。

問題点とその改善点

問題点とその改善点



課題５＜Ｂ問題＞ 設問番号 □２ （２）

【設問の概要】
事柄が成り立つ理由を，構想を立てて説明することができる。

＜本県の主な誤答傾向＞
正答 主な解答 類型（％）
◎ ４（ｎ－３）と

して解答
【平均正答率(%)】 ◎ ４ｎ－１２とし

本県 全国 差 自校 て解答
上記以外の解答 ４０

□2（２） ３３ ３８ －５ 無解答 ２７

○ 説明が不十分な解答の中には以下のような反応がある。
（誤答例１） （誤答例２）
・ (n－４)×３＋n＝4n ・ (n－４)×３＋n ＝3n－12＋n
４の倍数であることを説明するために， ＝4n－12
４×(整数)の形にすればよいという見通 ＝4(n－12)
しにそって4nという式で表した。 4(n－3)と変形することができなかった。

誤答例１，誤答例２については，４の倍数は，４×(整数)の形にすればよいという見通
しは立っているが，分配法則でまとめるという基礎・基本ができていない。

○ 本設問を使って授業を行う際には，4n－12という表現にとどまっているものを取りあ
げ，４×（整数）の形にすればよいということを意識させ，見通しをもたせるとともに
共通な数４でまとめ，4(ｎ－12)に変形する活動，展開して確認する活動を設定する。

○ 一見複雑に見えるが，丁寧に解けば解答できる問題も多い。無解答率が２７％と高い
ため，指導に当たっては，まずは，問題の意味を自分で理解できるか確認をしたい。そ
の後，自分の考えをもたせ，記述させたり，説明させたりする活動を，言葉や式，図な
どと関連付けて学習する時間を設定することが必要である。

２１

１２

課題が見られた問題の概要，問題点とその改善点（Ｂ問題）

課題が見られた問題の概要

問題点とその改善点



課題６＜Ｂ問題＞ 設問番号 □４ （１）（２）

【設問(1)の概要】
証明を振り返り，証明された事柄を基にして，新たな性質を見いだすことができる。

【設問(2)の概要】
発展的に考え，条件を変えた場合について，証明の一部を書き直すことができる。

【平均正答率(%)】

本県 全国 差 自校

□4（１） ５１ ５５ －４

【平均正答率(%)】

本県 全国 差 自校

□4（２） ３８ ４２ －４

（1)について
○ 「ウ OE＝OF」と誤った解答が２７％であった。「OEとOFの長さが等しい」ことが，
四角形EBFDが平行四辺形であることを証明するために用いられた根拠であることを捉え
ることができなかったと考えられる。

○ 指導に当たっては，証明を書くこととともに，証明を読む場面を設定し，証明の結果
や過程を振り返り，新たな性質を見いだすことができるように指導する。

○ 本設問を使って授業を行う際には，優花さんの証明を振り返り，用いた関係と結論を
書き出して整理し，新たな性質を見いだす活動を取り入れることが考えられる。

（2)について
○ アを選択し，「平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わるから，OB＝ODとOE＝OF
になる。」という解答が見られる。これは，条件を変えた場合について，OE＝OFが成り
立つ根拠を記述する必要があることを理解できていないと考えられる。

○ 証明を読み結論を導くために欠かせない条件や性質を捉える場面を設定し，問題の条
件を変えて，発展的に考えることができるように指導することが大切である。

○ 本設問を使って授業を行う際には，問題の「平行四辺形ABCDの対角線AC上に点E，Fを
とる」から「平行四辺形ABCDの対角線AC上に点E，Fをとる」という条件に変えることで，
四角形EBFDがどのような四角形になるか考えさせ，証明の必要があることを確認し，証
明に取り組ませる活動を取り入れたい。

○ 例年，証明の根拠は何かを問う問題が問われている。証明問題では，「なぜ」そう言
えるのかを尋ね，根拠となるもの（仮定や定義，定理等）は何かを説明させた後，証明
を記述させる活動を繰り返し設定し，指導する必要がある。

問題点と改善点

課題が見られた問題の概要


