
３．教科に関する調査の各問題の分析結果と課題

（３）小学校 算数Ｂ
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算数Ｂ１ 図形の観察と論理的な考察・表現（敷き詰め模様）
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出題の趣旨

日常生活の事象を図形の構成要素や性質を基に観察し，図形を判断したり，事柄が成り立

つことを論理的に考察し，数学的に表現したりすることができるかどうかをみる。

・図形の構成要素や性質を基に判断すること。

・事柄が成り立つことを，図形の構成要素や性質を基に論理的に考察し，数学的に表現する

こと。

設問(1)

趣旨

合同な正三角形で敷き詰められた模様の中に，条件に合う図形を見いだすことができるか

どうかをみる。

■学習指導要領における領域・内容

〔第２学年〕 Ｃ 図形

(1) ものの形についての観察や構成などの活動を通して，図形を構成する要素に着目し，

図形について理解できるようにする。

イ 正方形，長方形，直角三角形について知ること。

〔第３学年〕 Ｃ 図形

(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，図形を構成する要素に着目し，図

形について理解できるようにする。

ア 二等辺三角形，正三角形について知ること。

〔第４学年〕 Ｃ 図形

(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，図形の構成要素及びそれらの位置

関係に着目し，図形についての理解を深める。

イ 平行四辺形，ひし形，台形について知ること。

〔第５学年〕 Ｃ 図形

(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，平面図形についての理解を深める。

ア 多角形や正多角形について知ること。

イ 図形の合同について理解すること。

ウ 図形の性質を見いだし，それを用いて図形を調べたり構成したりすること。
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１．解答類型と反応率

問題番号 解 答 類 型
反応率

正答
（％）

１ (1) １ １ と解答しているもの 3.0

２ ２ と解答しているもの 10.5

３ ３ と解答しているもの 71.8 ◎

４ ４ と解答しているもの 14.2

99 上記以外の解答 0.2

０ 無解答 0.3

２．分析結果と課題

○ 解答類型１と解答類型２を合わせた反応率が13.5％である。敷き詰められた模様の中の図

形の構成要素を捉えることができず，直角を含む図形を選択していると考えられる。

○ 解答類型４の反応率が14.2％である。正三角形四つではなく，正三角形六つでできている

図形を見いだしていると考えられる。

３．学習指導に当たって

敷き詰められた図形の中に，ほかの敷き詰めることができる図形を見いだすことができ

るようにする

○ 図形についての見方や感覚を豊かにするために，敷き詰められた図形の中に，ほかの敷き

詰めることができる図形を見いだし，図形の構成要素や性質を基に考察することができるよ

うにすることが大切である。

指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，合同な正三角形で敷き詰められたうろこ模

様の中に，正三角形四つでできている図形である平行四辺形を見いだし，平行四辺形である

ことを図形の構成要素や性質を基に説明する活動が考えられる。その際，正三角形は一つの

角の大きさが60°であることから，長方形や直角三角形などの直角を含む図形は見いだすこ

とができないことに気付くことができるようにすることが大切である。

さらに，例えば，合同な正三角形で敷き詰められたうろこ模様の中に，正三角形六つでで

きている図形である正六角形を見いだすことで，合同な正六角形で敷き詰められたきっこう

模様とみたり，合同な正三角形と合同な正六角形で敷き詰められたかごめ模様とみたりする

活動も考えられる。

このように，合同な多角形で敷き詰められた図形の中に，ほかの敷き詰めることができる

図形を見いだすことが，図形についての見方や感覚を豊かにすることにつながると考えられ

る。
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設問(2)

趣旨

敷き詰め模様の中から図形を見いだし，その構成要素や性質を基に，一つの点の周りに集

まった角の大きさの和が360°になっていることを言葉や式を用いて記述できるかどうかを

みる。

■学習指導要領における領域・内容

〔第３学年〕 Ｃ 図形

(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，図形を構成する要素に着目し，図

形について理解できるようにする。

ア 二等辺三角形，正三角形について知ること。

〔第４学年〕 Ｂ 量と測定

(2) 角の大きさについて単位と測定の意味を理解し，角の大きさの測定ができるように

する。

ア 角の大きさを回転の大きさとしてとらえること。

イ 角の大きさの単位（度（°））について知ること。

〔第４学年〕 Ｃ 図形

(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，図形の構成要素及びそれらの位置

関係に着目し，図形についての理解を深める。

イ 平行四辺形，ひし形，台形について知ること。

〔第５学年〕 Ｃ 図形

(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，平面図形についての理解を深める。

ア 多角形や正多角形について知ること。

イ 図形の合同について理解すること。

ウ 図形の性質を見いだし，それを用いて図形を調べたり構成したりすること。
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１．解答類型と反応率

問題番号 解 答 類 型
反応率

正答
（％）

１ (2) （正答の条件）

次の①，②の全てを書き，着目した図形の角の大きさを正しく書いて

いる。

① 着目した図形の名称

② 角の大きさを表す言葉や数とその角の大きさが幾つ分で360°に

なるかを表す言葉や式

（正答例）

・点Ｃのまわりには，正三角形が２つと正六角形が２つしきつめられて

います。正三角形の１つの角の大きさは60°で，正六角形の１つの角

の大きさは120°なので，点Ｃのまわりに集まった角の大きさの和は，

60×２＋120×２＝360で，360°です。

１
①，②の全てを書き，着目した図形の角の大きさを正しく書いてい

48.5 ◎
るもの

２
①，②の全てを書いているが，着目した図形の角の大きさを誤って

9.2
書いているもの

３ ②を書いているもの 5.8

①を書き，②については，角の大きさを表す言葉や数は書いている

４
が，その角の大きさが幾つ分で360°になるかを表す言葉や式は書い

2.6
ておらず，着目した図形の角の大きさについては，正しく書いている

もの

①を書き，②については，角の大きさを表す言葉や数は書いている

５
が，その角の大きさが幾つ分で360°になるかを表す言葉や式は書い

7.9
ておらず，着目した図形の角の大きさについては，誤って書いている

もの

６ ①を書いているもの 2.7

99 上記以外の解答 9.1

０ 無解答 14.3

２．分析結果と課題

○ 解答類型２の反応率が9.2％である。その中には，次のような解答がある。

(例)

・ 点Ｃのまわりに正三角形と正六角形が２つずつあって，１つの角の大きさは90°

なので，90×４＝360で，360°です。

このように解答した児童は，正三角形や正六角形といった図形の名称は記述できているが，

それらの図形の一つの角の大きさとしては誤った数値を基に360°になっていることを記述

していると考えられる。
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３．学習指導に当たって

図形の構成要素や性質を基に，事柄が成り立つことを説明することができるようにする

○ 図形の構成要素や性質を基に，筋道を立てて考え，事柄が成り立つことを説明することが

できるようにすることが大切である。

指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，合同な正三角形で敷き詰められたうろこ模

様と，ともやさんの「60×６＝360」の式を提示し，「60や６は，何を表していますか。」な

どと問いかけ，「60」が，敷き詰められている正三角形の一つの角の大きさであることや，

「６」が，点Ａの周りに集まった角の個数であることを説明し合う活動が考えられる。その

際，合同な多角形で敷き詰められているとき，敷き詰められた図形の一つの点の周りに集まっ

た角の大きさの和が360°になることを理解できるようにすることが大切である。さらに，

合同な正六角形で敷き詰められたきっこう模様と，かすみさんの「120×３＝360」の式を提

示し，「120や３は，何を表していますか。」などと問いかけ，「120」が，敷き詰められてい

る正六角形の一つの角の大きさであることや，「３」が，点Ｂの周りに集まった角の個数で

あることを説明し合う活動も考えられる。このように，式と図を関連付けて説明することが

できるようにすることが大切である。

その上で，二人の説明を基に，合同な正三角形と合同な正六角形で敷き詰められたかごめ

模様についても説明する活動が考えられる。

このような活動を通して，ほかの敷き詰められた図形でも，筋道を立てて考え，事柄が成

り立つことを説明することができるようにすることが大切である。
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算数Ｂ２ 日常生活の事象の数理的な処理と解釈・判断（玉入れゲーム）
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出題の趣旨

日常生活の問題の解決のために，示された情報を解釈し数理的に処理したり，示された方

法を解釈・適用し，条件に合う事柄について，適切に判断したりすることができるかどうか

をみる。

・複数の情報を解釈し，数量の関係に着目して，問題を解決すること。

・表を用いた考え方を解釈し，複数の場合に適用して，条件に合う事柄について，適切に判

断すること。

設問(1)

趣旨

示された情報を解釈し，条件に合う時間を求めることができるかどうかをみる。

■学習指導要領における領域・内容

〔第１学年〕 Ａ 数と計算

(2) 加法及び減法の意味について理解し，それらを用いることができるようにする。

ア 加法及び減法が用いられる場合について知ること。

〔第２学年〕 Ａ 数と計算

(2) 加法及び減法についての理解を深め，それらを用いる能力を伸ばす。

ア ２位数の加法及びその逆の減法の計算の仕方を考え，それらの計算が１位数など

についての基本的な計算を基にしてできることを理解し，それらの計算が確実にで

きること。また，それらの筆算の仕方について理解すること。

〔第２学年〕 Ｄ 数量関係

(1) 加法と減法の相互関係について理解し，式を用いて説明できるようにする。

〔第３学年〕 Ｂ 量と測定

(3) 時間について理解できるようにする。

イ 日常生活の中で必要となる時刻や時間を求めること。

１．解答類型と反応率

問題番号 解 答 類 型
反応率

正答
（％）

２ (1) １ ５ と解答しているもの 70.7 ◎

２ ８ と解答しているもの 2.6

３ ７ と解答しているもの 1.2

４ 12 と解答しているもの 0.2

５ 15 と解答しているもの 1.3

20 と解答しているもの

６ ３ と解答しているもの 7.1

２ と解答しているもの

７ ６ と解答しているもの 8.8

８ 34 と解答しているもの 0.5

99 上記以外の解答 6.1

０ 無解答 1.5
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２．分析結果と課題

○ 解答類型７の反応率が8.8％である。示された情報を解釈することができず，全体で使え

る時間から，示された情報の中の数値を全て引いていると考えられる。

３．学習指導に当たって

数量の関係に着目して，筋道を立てて考え，数理的に処理することができるようにする

○ 日常生活において，複数の条件に合わせて行動の計画を立てることはよく行われる。その

際，示された情報を解釈し，数量の関係に着目して，筋道を立てて考え，数理的に処理し，

条件に合う時間を求めることができるようにすることが大切である。

指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，複数の情報を図に整理して表し，筋道を立

てて考え，数理的に処理し，「ルールの説明」に使える時間を求める活動が考えられる。そ

の際，下のように，場面を表した図に数量を書き加えながら数量の関係を捉えることができ

るようにすることが大切である。

全体で使える時間

中休み

玉入れ

ゲーム

２回目

ルールの説明 結果発表と片付け

玉入れ

ゲーム

１回目

全体で使える時間

中休み

玉入れ

ゲーム

２回目

ルールの説明 結果発表と片付け

玉入れ

ゲーム

１回目

３分 ２分 ３分 ７分□分

20分

□ ３ ２ ３ ７＋ ＋ ＋ ＋ ＝ 20
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設問(2)

趣旨

示された考え方を解釈し，50秒，60秒の場合に適用して，その結果を表に整理することで，

条件に合う時間を判断することができるかどうかをみる。

■学習指導要領における領域・内容

〔第３学年〕 Ａ 数と計算

(2) 加法及び減法の計算が確実にできるようにし，それらを適切に用いる能力を伸ばす。

イ 加法及び減法の計算が確実にでき，それらを適切に用いること。

(3) 乗法についての理解を深め，その計算が確実にできるようにし，それを適切に用い

る能力を伸ばす。

イ 乗法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。

〔第３学年〕 Ｂ 量と測定

(3) 時間について理解できるようにする。

ア 秒について知ること。

イ 日常生活の中で必要となる時刻や時間を求めること。

〔第３学年〕 Ｄ 数量関係

(3) 資料を分類整理し，表やグラフを用いて分かりやすく表したり読み取ったりするこ

とができるようにする。

〔第３学年〕 算数的活動

(1) オ 日時や場所などの観点から資料を分類整理し，表を用いて表す活動
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１．解答類型と反応率

問題番号 解 答 類 型
反応率

正答
（％）

２ (2) （注意）

同じ量を表している時間も許容する。

（正答の条件）

の中にそれぞれ

と書き

の中に 50 と解答している。

（正答例）

表 答え

１ 50（秒）と解答しているもの 48.1 ◎

２ 40（秒）と解答しているもの 3.2

３ 60（秒）と解答しているもの 6.2

４
類型１から類型３以外の解答

2.2
と書いている 無解答

５ 「入った玉を数える時間」はど 50（秒）と解答しているもの 4.8

ちらも正しく書き，50秒の場合の 50（秒）以外を解答している

６ 「１回の玉入れゲームの時間」も もの 1.5

正しく書いている 無解答

７ 「入った玉を数える時間」は 50（秒）と解答しているもの 1.5

どちらも正しく書き，60秒の場合 50（秒）以外を解答している

８ の「１回の玉入れゲームの時間」 もの 0.7

も正しく書いている 無解答

９
50秒の場合の「入った玉を数

50（秒）と解答しているもの 0.8

える時間」と「１回の玉入れゲー
50（秒）以外を解答している

10
ムの時間」は正しく書いている

もの 0.6

無解答

11
60秒の場合の「入った玉を数

50（秒）と解答しているもの 0.9

える時間」と「１回の玉入れゲー
50（秒）以外を解答している

12
ムの時間」は正しく書いている

もの 0.5

無解答

表

４０

玉を

投げる時間
入った玉の個数

入った玉を

数える時間

１回の玉入れ

ゲームの時間

５１

６４５０

個秒 秒１０２ 秒１４２

秒 秒128 秒個

個８０秒６０ 秒 秒

玉を投げる時間を 50 秒にすればよい。

178

160 220

128

秒

秒

160 220

178

秒

秒

128

秒

秒

160 220

178

秒

秒
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「入った玉を数える時間」はどちらも正しく書いていないが，「１

13 回の玉入れゲームの時間」はどちらも「玉を投げる時間」と「入った 3.0

玉を数える時間」をたして求めているもの

「入った玉を数える時間」はどちらも正しく書いているが，「１回の玉入れ

14 ゲームの時間」はどちらも「入った玉を数える時間」と40（秒）をた 4.1

して求めているもの

「入った玉を数える時間」はどちらも，またはどちらか一方を正し

15 く書いておらず，「１回の玉入れゲームの時間」はどちらも「入った 2.3

玉を数える時間」と40（秒）をたして求めているもの

「入った玉を数える時間」はどちらも正しく書いているが，「１回の玉入れ

16 ゲームの時間」はどちらも「玉を投げる時間」と102（秒）をたして 0.2

求めているもの

「入った玉を数える時間」はどちらも，またはどちらか一方を正し

17 く書いておらず，「１回の玉入れゲームの時間」はどちらも「玉を投 0.2

げる時間」と102（秒）をたして求めているもの

類型９から類型12以外で，「入った玉を数える時間」はどちらも，

18
またはどちらか一方を正しく書いていないが，「１回の玉入れゲームの

1.0
時間」はどちらか一方を「玉を投げる時間」と「入った玉を数える時

間」をたして求めているもの

類型５から類型８，類型14，類型16以外で，「入った玉を数える時

間」はどちらも正しく書いているが，「１回の玉入れゲームの時間」

19 はどちらか一方を，「入った玉を数える時間」と40（秒）をたして求 0.5

めている，または「玉を投げる時間」と102（秒）をたして求めてい

るもの

類型９から類型12，類型18以外で，「入った玉を数える時間」はど

ちらも，またはどちらか一方を正しく書いておらず，「１回の玉入れ

20 ゲームの時間」はどちらか一方を，「入った玉を数える時間」と40（秒） 1.0

をたして求めている，または「玉を投げる時間」と102（秒）をたし

て求めているもの

「入った玉を数える時間」はどちらも正しく書いているが,「１回の玉入れ

21
ゲームの時間」はどちらも，「入った玉の個数」と「入った玉を数え

3.4
る時間」をたして求めている，または「玉を投げる時間」と「入った

玉の個数」と「入った玉を数える時間」をたして求めているもの

「入った玉を数える時間」はどちらも，またはどちらか一方を正し

く書いておらず，「１回の玉入れゲームの時間」はどちらも，「入った

22 玉の個数」と「入った玉を数える時間」をたして求めている，または 0.8

「玉を投げる時間」と「入った玉の個数」と「入った玉を数える時間」

をたして求めているもの

23
類型１から類型22以外で，「入った玉を数える時間」はどちらも正

2.3
しく書いているもの

99 上記以外の解答 8.5

０ 無解答 1.6
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２．分析結果と課題

○ 本設問の正答率は，48.1％である。なお，「入った玉を数える時間」について，50秒，

60秒の場合の両方とも正しく記述できている解答類型１から解答類型８，解答類型14，解答

類型16，解答類型19，解答類型21，解答類型23を合わせた反応率は，78.7％である。

○ 解答類型２から解答類型４を合わせた反応率が11.6％である。50秒，60秒の場合の「入っ

た玉を数える時間」と「１回の玉入れゲームの時間」は正しく記述できているが，「１回の

玉入れゲームの時間」を３分に最も近い時間にするための「玉を投げる時間」を判断するこ

とはできていないと考えられる。

○ 解答類型99の反応率が8.5％である。その中には，次のような解答がある。

（例）

・

このように解答した児童は，「玉を投げる時間」と「入った玉の個数」の差を求め，その

差を「入った玉の個数」にたして「入った玉を数える時間」を求め，さらに，「玉を投げる

時間」と「入った玉の個数」の差を「入った玉を数える時間」にたして「１回の玉入れゲー

ムの時間」を求めていると考えられる。

３．学習指導に当たって

日常生活の問題の解決のために，情報を収集し，それらを表に整理して，条件に合う事

柄について適切に判断することができるようにする

○ 日常生活の問題の解決のために，試行錯誤するなどして情報を収集し，それらを表に整理

して，条件に合う事柄について適切に判断することができるようにすることが大切である。

指導に当たっては，例えば，本設問の場面を基にして，右のページのように，１回の玉入

れゲームの時間を３分に最も近い時間にするために，玉を投げる時間を判断する活動が考え

られる。その際，例えば，40秒の場合の入った玉の個数を調べ，「玉を投げる時間＋入った

玉を数える時間＝１回の玉入れゲームの時間」，「入った玉は１個あたり２秒で数える」と

いう条件を基に，結果をメモにまとめ，その上で，50秒の場合，60秒の場合を試行して，結

果を表に整理し，条件に合う時間を判断することができるようにすることが大切である。

このような活動を通して，試行して集めた複数の情報を基に事柄を判断する際，児童自ら

が試行した結果を表に整理し比較しようとする態度を育てることが大切である。

78

秒

秒

100 120

92

秒

秒
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60秒の場合まで書いた表を見てみると，「玉を投げる時間」が50秒の場合に，

「１回の玉入れゲームの時間」は178秒で，２分58秒となるので，３分に最も

近くなります。だから，「玉を投げる時間」は50秒にしましょう。

50秒の場合の結果を，下のように表に書き加えました。

もしかすると，「玉を投げる時間」が60秒の場合には，「１回の玉入れゲーム

の時間」はもっと３分に近くなるかもしれないですよ。60秒の場合も調べて

みましょう。

玉を

投げる時間
入った玉の個数

入った玉を

数える時間

１回の玉入れ

ゲームの時間

個秒 秒 秒

50 64 128 178個秒 秒 秒

40 51 102 142

60 80 160 220個秒 秒 秒

玉を

投げる時間
入った玉の個数

入った玉を

数える時間

１回の玉入れ

ゲームの時間

個秒 秒 秒

個秒 秒 秒50 64 128 178

40 51 102 142

40秒の場合のメモを基にして，結果を下のように表にまとめてみました。

入った玉の個数

40 51 102 142個秒 秒 秒

玉を

投げる時間

入った玉を

数える時間

１回の玉入れ

ゲームの時間

「１回の玉入れゲームの時間」は142秒で，２分22秒となるので，３分までは

まだ時間があります。「玉を投げる時間」をもう少し増やしてみませんか。

「玉を投げる時間」を変えて，「１回の玉入れゲームの時間」を調べよう。

「１回の玉入れゲームの時間」を，３分に最も近い時間にしよう。
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算数Ｂ３ 情報の関連付けと解釈・表現及び判断（アンケートの結果調べ）
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出題の趣旨

日常生活の事象を，グラフの特徴を基に，複数の観点で考察したり表現したりすることが

できるかどうかをみる。

・複数の観点で示された情報とグラフを関連付けて解釈し，表現すること。

・グラフの特徴を理解し，複数のグラフから読み取ることができることを，適切に判断する

こと。

設問(1)

趣旨

メモの情報と棒グラフを組み合わせたグラフを関連付け，総数や変化に着目していること

を解釈し，それを言葉や数を用いて記述できるかどうかをみる。

■学習指導要領における領域・内容

〔第３学年〕 Ｄ 数量関係

(3) 資料を分類整理し，表やグラフを用いて分かりやすく表したり読み取ったりするこ

とができるようにする。

ア 棒グラフの読み方やかき方について知ること。

１．解答類型と反応率

問題番号 解 答 類 型
反応率

正答
（％）

３ (1) （正答の条件）

次の①，②の全てを書いている。

① メモ１が12月の人数に着目して書かれていることを表す言葉や数

② メモ２が７月の人数と12月の人数の差に着目して書かれているこ

とを表す言葉や数

（正答例）

・メモ１は，12月の人数に着目して書かれていて，メモ２は，７月の人

数と12月の人数の差に着目して書かれています。

１ ①，②の全てを書いているもの 20.9 ◎

12月の人数に着目して書かれていることと，７月の人数と12月の人

２
数の差に着目して書かれていることは書いているが，メモ１とメモ２

0.1
のどちらを対象としているのかが明確ではないもの，または対象を

誤って書いているもの

①を書き，②について，７月の人数と12月の人数に着目して書かれ

３ ていることは書いているが，人数の差に着目して書かれていることは 0.4

書いていないもの

４ ①を書いているもの 11.2

５ ②を書いているもの 5.9

②について，７月の人数と12月の人数に着目して書かれていること

６ は書いているが，人数の差に着目して書かれていることは書いていな 0.5

いもの

99 上記以外の解答 43.1

０ 無解答 17.9
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２．分析結果と課題

○ 解答類型４の反応率が11.2％である。その中には，次のような解答がある。

(例)

・ メモ１は12月の人数で，メモ２は７月の人数です。

このように解答した児童は，メモ１については，示された数値が，12月の人数であること

を捉えることはできているが，メモ２については，示された数値が，二つの月の人数の差で

あることを捉えることはできていないと考えられる。

○ 解答類型99の反応率が43.1％である。その中には，次のような解答がある。

(例)

・ メモ１はめあてに取り組んだ人数で，メモ２はめあてに取り組めなかった人数です。

このように解答した児童は，それぞれのメモに示されている数値が，グラフのどの部分に

着目したものなのかを捉えて記述できていないと考えられる。

○ Ａ９と本設問Ｂ３(1)のクロス集計から次のことが考えられる。

・ Ａ９，Ｂ３(1)ともに正答の児童の割合は，18.2％である。これは，Ｂ３(1)で正答の児

童の86.8％に当たる。これらの児童は，棒グラフを組み合わせたグラフから，メモの情報

が総数や変化に着目していることを解釈することはできており，折れ線グラフから変化の

特徴を読み取ることもできていると考えられる。

Ａ９とＢ３(1)のクロス集計表 (％)

Ｂ３(1)

正答 誤答 無解答 合計

正答 18.2 37.4 8.2 63.9

Ａ９
誤答 2.3 20.5 6.2 29.0

無解答 0.5 3.2 3.4 7.2

合計 20.9 61.2 17.9 100.0

※合計の欄は，当該問題の解答類型と反応率の表の値を示している。

３．学習指導に当たって

グラフの特徴を複数の観点で捉えて，情報を読み取ることができるようにする

○ グラフの特徴を複数の観点で捉えて，情報を読み取ることができるようにするために，他

者が読み取った情報や観点をグラフと関連付けて解釈することができるようにすることが大

切である。

指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，「12月に進んであいさつをした人は約570人」

や「進んであいさつをした人は７月から12月で約50人増えた」などの読み取った情報を，総

数や変化といった観点で分類し，それぞれの情報について意見を出し合う活動が考えられる。

その際，グラフのどの部分に着目して情報を読み取ったのかを説明し合うことで，他者が読

み取った情報とグラフを関連付けて，「メモ１は，12月の人数に着目して書かれている」と

いうことや，「メモ２は，７月と12月の人数の差に着目して書かれている」ということを解

釈することができるようにすることが大切である。
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設問(2)

趣旨

一つの事柄について表した棒グラフと帯グラフから読み取ることができることを，適切に

判断することができるかどうかをみる。

■学習指導要領における領域・内容

〔第３学年〕 Ｄ 数量関係

(3) 資料を分類整理し，表やグラフを用いて分かりやすく表したり読み取ったりするこ

とができるようにする。

ア 棒グラフの読み方やかき方について知ること。

〔第５学年〕 Ｄ 数量関係

(4) 目的に応じて資料を集めて分類整理し，円グラフや帯グラフを用いて表したり，特

徴を調べたりすることができるようにする。

〔第５学年〕 算数的活動

(1) オ 目的に応じて表やグラフを選び，活用する活動

１．解答類型と反応率

問題番号 解 答 類 型
反応率

正答
（％）

３ (2) ㋐ ㋑

１ ５ と解答しているもの 24.0 ◎

２
１ と解答

４ と解答しているもの 4.6

３
類型１，類型２以外の解答

0.5
無解答

４ ２ と解答しているもの 2.6

５ ４ と解答しているもの 52.2

６
３ と解答 類型５以外の解答

14.5
無解答

99 上記以外の解答 0.6

０ 無解答 1.0

２．分析結果と課題

○ 解答類型５の反応率が52.2％である。二つのグラフではなく，グラフ２のみで判断してい

ると考えられる。

○ 解答類型６の反応率が14.5％である。その中には，㋐に３，㋑に５という解答がある。㋐

に関してはグラフ２で判断し，㋑に関してはグラフ１で判断していると考えられる。
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３．学習指導に当たって

目的に応じてグラフを作り，複数のグラフを関連付けて考察することができるようにする

○ あるグラフから読み取った情報が適切かどうかを検討したり，考察した結果から見いだし

た新たな問題を解決したりするために，グラフを新たに作り，それぞれのグラフから読み取

ることができる情報を関連付けながら考察することができるようにすることが大切である。

指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，人数を表したグラフだけでなく，目的に応

じて割合を表したグラフを新たに作り，それぞれのグラフから読み取ることができる情報を

関連付けながら考察する活動が考えられる。その際，２学年ごとの全体の人数が異なる場合

では，めあてに取り組んだと答えた人数だけで判断することが適切ではなく，割合で比較す

ることも必要であると気付き，グラフを新たに作ることができるようにすることが大切であ

る。その上で，めあてに取り組んだと答えた人数を表したグラフと，めあてに取り組んだと

答えた人数の割合を表したグラフを読み取り，「５・６年生は，めあてに取り組んだと答え

た人数は一番多いが，割合は一番小さい」などと，二つのグラフから読み取ることができる

情報を関連付けて考察することができるようにすることが大切である。

このような活動が，他教科の学習や日常生活の問題の解決において，読み取った情報が適

切かどうかを検討し，目的やデータの種類に応じてグラフを新たに作り，複数のグラフを関

連付けて考察し結論をまとめようとする態度の育成につながると考えられる。
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算数Ｂ４ 論理的，発展的な考察と数学的な表現（九九の表）
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出題の趣旨

算数の問題場面から見いだした数量の関係を基に，論理的，発展的に考察し，数学的に表

現することができるかどうかをみる。

・論理的に考察したことを，式を用いて表現すること。

・発展的に考察したことを，数学的に表現すること。

設問(1)

趣旨

示された考えを解釈し，条件を変更した場合の数量の関係を考察して，分配法則を用いた

式に表現することができるかどうかをみる。

■学習指導要領における領域・内容

〔第２学年〕 Ａ 数と計算

(1) 数の意味や表し方について理解し，数を用いる能力を伸ばす。

エ 一つの数をほかの数の積としてみるなど，ほかの数と関係付けてみること。

(3) 乗法の意味について理解し，それを用いることができるようにする。

ウ 乗法九九について知り，１位数と１位数との乗法の計算が確実にできること。

〔第２学年〕 算数的活動

(1) イ 乗法九九の表を構成したり観察したりして，計算の性質やきまりを見付ける活動

〔第３学年〕 Ａ 数と計算

(3) 乗法についての理解を深め，その計算が確実にできるようにし，それを適切に用い

る能力を伸ばす。

ウ 乗法に関して成り立つ性質を調べ，それを計算の仕方を考えたり計算の確かめを

したりすることに生かすこと。

〔第４学年〕 Ｄ 数量関係

(2) 数量の関係を表す式について理解し，式を用いることができるようにする。

ア 四則の混合した式や（ ）を用いた式について理解し，正しく計算すること。

(3) 四則に関して成り立つ性質についての理解を深める。

ア 交換法則，結合法則，分配法則についてまとめること。
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１．解答類型と反応率

問題番号 解 答 類 型
反応率

正答
（％）

４ (1) （注意）

㋐と㋑を入れ替えている場合も，同一の解答類型に分類する。

㋐ ㋑

１ （４＋５)×８ と解答しているもの 57.8 ◎

（５＋４)×８ と解答しているもの

２
４×８＋５×８ と解答

８×(４＋５） と解答しているもの 0.9 ○

８×(５＋４） と解答しているもの

３
類型１，類型２以外の解答

4.5
無解答

４
８×４＋８×５ と解答

（４＋５)×８ と解答しているもの 3.4 ○
４×８＋８×５ と解答

８×４＋５×８ と解答 （５＋４)×８ と解答しているもの

５ ５×８＋４×８ と解答 ８×(４＋５） と解答しているもの 0.8 ○

８×５＋８×４ と解答 ８×(５＋４） と解答しているもの

６
５×８＋８×４ と解答 類型４，類型５以外の解答

1.5
８×５＋４×８ と解答 無解答

類型１から類型６以外の
（４＋５)×８ と解答しているもの

７ 解答
（５＋４)×８ と解答しているもの

2.1

無解答
８×(４＋５） と解答しているもの

８×(５＋４） と解答しているもの

８
分配法則を正しく用いているが，類型１，類型２，類型４，類型５

1.6
以外の式を書いているもの

99 上記以外の解答 21.3

０ 無解答 6.1

正答率 62.9

２．分析結果と課題

○ 解答類型99の反応率が21.3％である。その中には，㋐に４×８，㋑に５×８という解答が

ある。32と40をそれぞれほかの数の積として４×８，５×８と捉えることはできているが，

４の段と５の段の縦に並んでいる二つの数の和が９の段の数になることを分配法則を用いた

式に表現することはできていないと考えられる。
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３．学習指導に当たって

数量の関係について論理的に考察したことを，式を用いて表現することができるように

する

○ 算数の問題場面における数量の関係を帰納的に考察し，見いだした数量の関係を式を用い

て表現することができるようにすることが大切である。

指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，４の段と５の段の縦に並んでいる二つの数

の和が９の段の数になることを具体的な数を用いて確かめ，その理由を分配法則を用いた式

に表現する活動が考えられる。その際，九九の表のかけられる数とかける数を基に，32が

４×８，40が５×８と表すことができることを確認し，32と40の和を４×８＋５×８と表す

ことができるようにすることが大切である。さらに，４×８＋５×８を分配法則を用いて

（４＋５)×８とし，９×８と表すなど，４の段と５の段の縦に並んでいる二つの数の和が

９の段の数になることを，式を用いて簡潔に表現することができるようにすることも大切で

ある。

また，例えば，「２の段と３の段と４の段の縦に並んでいる三つの数の和は，９の段にな

るのではないか」や「５の段と７の段の縦に並んでいる二つの数の和はどうなるのか」など

と児童自らが問いをもち，発展的に考察する活動も考えられる。

設問(2)

趣旨

示された考えを解釈し，条件を変更した場合について考察した数量の関係を，表現方法を

適用して言葉と数を用いて記述できるかどうかをみる。

■学習指導要領における領域・内容

〔第２学年〕 Ａ 数と計算

(2) 加法及び減法についての理解を深め，それらを用いる能力を伸ばす。

ア ２位数の加法及びその逆の減法の計算の仕方を考え，それらの計算が１位数など

についての基本的な計算を基にしてできることを理解し，それらの計算が確実にで

きること。また，それらの筆算の仕方について理解すること。

(3) 乗法の意味について理解し，それを用いることができるようにする。

ア 乗法が用いられる場合について知ること。

ウ 乗法九九について知り，１位数と１位数との乗法の計算が確実にできること。

〔第２学年〕 算数的活動

(1) イ 乗法九九の表を構成したり観察したりして，計算の性質やきまりを見付ける活動

〔第４学年〕 Ａ 数と計算

(3) 整数の除法についての理解を深め，その計算が確実にできるようにし，それを適切

に用いる能力を伸ばす。

イ 除法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。
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１．解答類型と反応率

問題番号 解 答 類 型
反応率

正答
（％）

４ (2) （正答の条件）

次の①，②，③の全てを書き，横に並んでいる七つの数の和と真ん中

の数の関係（以下，和と真ん中の数の関係）を正しく書いている。

① 「横に並んでいる七つの数４，６，８，10，12，14，16の和」を

示していることがわかる言葉（以下，「和を示す言葉」）と，和の数

の「70」

② 「真ん中の数」を示していることがわかる言葉（以下，「真ん中

の数を示す言葉」）と，真ん中の数の「10」

③ ７倍であることを表している言葉や数

（正答例）

・横に並んでいる７つの数「４，６，８，10，12，14，16」の和70は，

真ん中の数10の７倍になっています。

１
①，②，③の全てを書き，和と真ん中の数の関係を正しく書いてい

51.8 ◎
るもの

①，③を書き，②の「真ん中の数を示す言葉」を書いており，和と

２ 真ん中の数の関係は正しく書いているが，②の「10」は書いていない 0.9 ○

もの

①，③を書き，②の「10」を書いており，和と真ん中の数の関係は

３ 正しく書いているが，②の「真ん中の数を示す言葉」は書いていない 4.5 ○

もの

４
②，③を書き，①の「和を示す言葉」を書いており，和と真ん中の

1.3 ○
数の関係は正しく書いているが，①の「70」は書いていないもの

５
②，③を書き，①の「70」を書いており，和と真ん中の数の関係は

0.3 ○
正しく書いているが，①の「和を示す言葉」は書いていないもの

③を書き，①の「和を示す言葉」，②の「真ん中の数を示す言葉」

６ を書いており，和と真ん中の数の関係は正しく書いているが，①の 0.9 ○

「70」，②の「10」は書いていないもの

③を書き，①の「和を示す言葉」，②の「10」を書いており，和と

７ 真ん中の数の関係は正しく書いているが，①の「70」，②の「真ん中 0.1 ○

の数を示す言葉」は書いていないもの

③を書き，①の「70」，②の「真ん中の数を示す言葉」を書いてお

８ り，和と真ん中の数の関係は正しく書いているが，①の「和を示す言 0.0 ○

葉」，②の「10」は書いていないもの

③を書き，①の「70」，②の「10」を書いており，和と真ん中の数

９ の関係は正しく書いているが，①の「和を示す言葉」，②の「真ん中 0.1 ○

の数を示す言葉」は書いていないもの

③を書き，①の「和を示す言葉」，「70」の両方，またはどちらか一

10
方と，②の「真ん中の数を示す言葉」，「10」の両方，またはどちらか

0.1
一方は書いているが，和と真ん中の数の関係は正しく書いていないも

の

11
③を書き，①の「和を示す言葉」，「70」の両方，またはどちらか一

0.3
方を書いているもの

12
③を書き，②の「真ん中の数を示す言葉」，「10」の両方，またはど

0.2
ちらか一方を書いているもの
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13 ③を書いているもの 0.1

①の「和を示す言葉」，「70」の両方，またはどちらか一方と，②の

14 「真ん中の数を示す言葉」，「10」の両方，またはどちらか一方を書い 12.1

ているもの

15
①の「和を示す言葉」，「70」の両方，またはどちらか一方を書いて

4.8
いるもの

16
②の「真ん中の数を示す言葉」，「10」の両方，またはどちらか一方

3.6
を書いているもの

99 上記以外の解答 7.9

０ 無解答 11.2

正答率 59.8

２．分析結果と課題

○ 解答類型14の反応率が12.1％である。その中には，次のような解答がある。

(例)

・ 横に並んでいる７つの数「４，６，８，10，12，14，16」の和60は，真ん中の数10

の６倍になっています。

このように解答した児童は，問題に示されている【はるなさんの説明】から，和と真ん中

の数に着目することはできているが，横に並んでいる七つの数の和を正しく求めることがで

きず，求めた和60と真ん中の数10の関係から６倍と捉えていると考えられる。
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３．学習指導に当たって

数量の関係を発展的に考察し，数学的に表現することができるようにする

○ 算数の学習では，児童自らが数量の関係を見いだして考察し，さらに，その数量の関係が

ほかの場合でも成り立つことを確かめて，確かめた数量の関係を的確に表現することができ

るようにすることが大切である。

指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，【はるなさんの説明】を解釈し，ほかの場

合でも成り立つかどうかを調べる活動が考えられる。その際，横に並んでいる五つの数の和

について，６＋12＋18＋24＋30＝90であること，真ん中の数が18であること，18の５倍が90

であることを確かめ，ほかの五つの数を選んだ場合でも，和は真ん中の数の５倍といえるか

どうかを調べることができるようにすることが大切である。その上で，九九の表のどの数に

着目しても，「横に並んでいる３つの数の和は，真ん中の数の３倍」，「横に並んでいる５つ

の数の和は，真ん中の数の５倍」といった和と真ん中の数の関係が成り立つことを捉え，「横

に並んでいる７つの数の和は，真ん中の数の７倍」や「横に並んでいる９つの数の和は，真

ん中の数の９倍」などと見いだしていくことができるようにすることが大切である。

さらに，【はるなさんの説明】から，見いだした関係がなぜ成り立つのかを，下のように

図や式を用いて説明する活動も考えられる。

なお，九九の表に興味をもち，九九の表の横に並んでいる数から，縦に並んでいる数や斜

めに並んでいる数に条件を変えて着目したり，九九の表にある数の総和も，真ん中の数の何

倍かと表すことができるかどうかを考察したりすることで，児童自らが発展的に考えようと

する態度を育てることも大切である。

18 18181818６ 12 18 24 30

６ 12 18 24 30＋＋ ＋ ＋ ＝ 18 × ５

６

12
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算数Ｂ５ 情報の解釈・判断と根拠の説明（輪飾り）
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出題の趣旨

日常生活の問題の解決のために，複数の情報を関連付けて論理的に考察し，数学的に表現

したり，条件に合う事柄について，適切に判断したりすることができるかどうかをみる。

・複数の情報を関連付けて論理的に考察し，判断の理由を数学的に表現すること。

・規則性を解釈し，条件に合う事柄について，適切に判断すること。

設問(1)

趣旨

折り紙の枚数が100枚あれば足りる理由を，枚数，本数，個数などの数量を関連付け，根

拠を明確にして式や言葉を用いて記述できるかどうかをみる。

■学習指導要領における領域・内容

〔第２学年〕 Ａ 数と計算

(3) 乗法の意味について理解し，それを用いることができるようにする。

ア 乗法が用いられる場合について知ること。

〔第２学年〕 Ｂ 量と測定

(1) 長さについて単位と測定の意味を理解し，長さの測定ができるようにする。

ア 長さの単位（ミリメートル（mm），センチメートル（cm），メートル（ｍ））につ

いて知ること。

〔第３学年〕 Ａ 数と計算

(3) 乗法についての理解を深め，その計算が確実にできるようにし，それを適切に用い

る能力を伸ばす。

イ 乗法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。

(4) 除法の意味について理解し，それを用いることができるようにする。

ア 除法が用いられる場合について知ること。また，余りについて知ること。

〔第４学年〕 Ａ 数と計算

(3) 整数の除法についての理解を深め，その計算が確実にできるようにし，それを適切

に用いる能力を伸ばす。

イ 除法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。
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１．解答類型と反応率

問題番号 解 答 類 型
反応率

正答
（％）

５ (1) （正答の条件）

次のＡまたはＢまたはＣのいずれかで，それぞれＡ①α，Ａ②α，Ａ

③の全てまたはＡ①β，Ａ②β，Ａ③の全てまたはＢ①α，Ｂ②α，Ｂ

③の全てまたはＢ①β，Ｂ②β，Ｂ③の全てまたはＣ①，Ｃ②，Ｃ③，

Ｃ④の全てを書いている。

Ａ 黒板に輪かざりをつけるために必要な折り紙の枚数を求め，その

枚数と100枚を比較して，わけを書いている。

Ａ①α 黒板に輪かざりをつけるために必要な折り紙の輪の個数を

求める式や言葉

Ａ②α 黒板に輪かざりをつけるために必要な折り紙の輪の個数を

基に，黒板に輪かざりをつけるために必要な折り紙の枚数を

求める式や言葉

Ａ①β 輪かざり１本を作るために必要な折り紙の枚数を求める式

や言葉

Ａ②β 輪かざり１本を作るために必要な折り紙の枚数を基に，黒

板に輪かざりをつけるために必要な折り紙の枚数を求める式

や言葉

Ａ③ 黒板に輪かざりをつけるために必要な折り紙の枚数を適切

に示していること

Ｂ 黒板に輪かざりをつけるために必要な輪かざりの本数を求め，そ

の本数と折り紙100枚から作ることができる輪かざりの本数を比較

して，わけを書いている。

Ｂ①α 折り紙100枚から作ることができる折り紙の輪の個数を求める式や

言葉

Ｂ②α 折り紙100枚から作ることができる折り紙の輪の個数を基

に，折り紙100枚から作ることができる輪かざりの本数を求

める式や言葉

Ｂ①β 輪かざり１本を作るために必要な折り紙の枚数を求める式

や言葉

Ｂ②β 輪かざり１本を作るために必要な折り紙の枚数を基に，折

り紙100枚から作ることができる輪かざりの本数を求める式

や言葉

Ｂ③ 折り紙100枚から作ることができる輪かざりの本数を適切に

示していること
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Ｃ 黒板に輪かざりをつけるために必要な折り紙の輪の個数を求め，

その個数と折り紙100枚から作ることができる折り紙の輪の個数を

比較して，わけを書いている。

Ｃ① 黒板に輪かざりをつけるために必要な折り紙の輪の個数を求

める式や言葉

Ｃ② 黒板に輪かざりをつけるために必要な折り紙の輪の個数を適

切に示していること

Ｃ③ 折り紙100枚から作ることができる折り紙の輪の個数を求め

る式や言葉

Ｃ④ 折り紙100枚から作ることができる折り紙の輪の個数を適切

に示していること

（正答例）

・Ａ

・Ｂ

・Ｃ

黒板の横の長さは７ｍなので，７００ｃｍです。

黒板のはしからはしまで輪かざりをつけるために必要な

輪かざりの本数は，７００÷５０＝１４で，１４本です。

だから，折り紙の枚数は，100枚あれば足ります。

輪かざり１本を作るために必要な折り紙の枚数は，

30÷５＝６で，６枚です。
Ｂ①β

折り紙100枚から作ることができる輪かざりの本数は，

100÷６＝16あまり４で，16本です。

Ｂ②β

Ｂ③

黒板の横の長さは７ｍなので，７００ｃｍです。

黒板のはしからはしまで輪かざりをつけるために必要な

輪かざりの本数は，７００÷５０＝１４で，１４本です。

だから，折り紙の枚数は，100枚あれば足ります。

黒板に輪かざりをつけるために必要な折り紙の輪の

個数は，30×14＝420で，420個です。

Ｃ①

Ｃ②

折り紙100枚から作ることができる折り紙の輪の

個数は，５×100＝500で，500個です。

Ｃ③

Ｃ④

だから，折り紙の枚数は，100枚あれば足ります。

黒板に輪かざりをつけるために必要な折り紙の輪の

個数は，30×14＝420で，420個です。
Ａ①α

黒板に輪かざりをつけるために必要な折り紙の枚数は，

420÷５＝84で，84枚です。

Ａ②α

Ａ③

黒板のはしからはしまで輪かざりをつけるために必要な

輪かざりの本数は，７００÷５０＝１４で，１４本です。

黒板の横の長さは７ｍなので，７００ｃｍです。

-91--91-

本文_CS6.indd   91 2018/08/01   20:21



１ Ａ①α，Ａ②α，Ａ③の全てを書いているもの 10.2 ◎

２ Ａ①β，Ａ②β，Ａ③の全てを書いているもの 15.7 ◎

３ Ｂ①α，Ｂ②α，Ｂ③の全てを書いているもの 4.1 ◎

４ Ｂ①β，Ｂ②β，Ｂ③の全てを書いているもの 0.5 ◎

５ Ｃ①，Ｃ②，Ｃ③，Ｃ④の全てを書いているもの 4.3 ◎

Ａ②α，Ａ③を書いているもの

６
Ａ②β，Ａ③を書いているもの

8.6 ○
Ｂ②α，Ｂ③を書いているもの

Ｂ②β，Ｂ③を書いているもの

７
Ｃ①，Ｃ②，Ｃ④を書いているもの

0.7
Ｃ②，Ｃ③，Ｃ④を書いているもの

Ａ①α，Ａ②αを書いているもの

Ａ①β，Ａ②βを書いているもの

Ｂ①α，Ｂ②αを書いているもの

８ Ｂ①β，Ｂ②βを書いているもの 1.5

Ｃ①，Ｃ②，Ｃ③を書いているもの

Ｃ①，Ｃ③，Ｃ④を書いているもの

Ｃ①，Ｃ③を書いているもの

Ａ②αを書いているもの

９
Ａ②βを書いているもの

0.4
Ｂ②αを書いているもの

Ｂ②βを書いているもの

Ａ①αを書いているもの

10 Ｃ①，Ｃ②を書いているもの 3.0

Ｃ①を書いているもの

Ｂ①αを書いているもの

11 Ｃ③，Ｃ④を書いているもの 1.3

Ｃ③を書いているもの

12
Ａ①βを書いているもの

1.8
Ｂ①βを書いているもの

99 上記以外の解答 31.3

０ 無解答 16.5

正答率 43.5

２．分析結果と課題

○ 解答類型99の反応率が31.3％である。その中には，次のような解答がある。

(例）

・ 100÷５＝20

20－14＝６

このように解答した児童は，折り紙100枚で輪かざり20本を作ることができると誤って捉

え，20本と14本を比較していると考えられる。
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３．学習指導に当たって

日常生活の問題の解決のために，複数の情報を関連付けて論理的に考察し，判断の理由

を説明することができるようにする

○ 日常生活の問題の解決のために，複数の情報を解釈し関連付けて論理的に考察し，判断の

理由について根拠を明確にして説明することができるようにすることが大切である。

指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，複数の情報から，枚数，本数，個数などの

数量を解釈し関連付けて論理的に考察する活動が考えられる。その際，「50cmごとに輪かざ

り１本をかざる」，「折り紙の輪30個で輪かざり１本を作る」，「折り紙１枚で折り紙の輪５個

を作る」などの数量の関係を的確に捉えることができるようにすることが大切である。その

上で，捉えた数量の関係を基に，「折り紙の輪30個で輪かざり１本を作る」と「折り紙１枚

で折り紙の輪５個を作る」から，「折り紙６枚で輪かざり１本を作ることができる」などの

ように，数量の関係を児童自らが見いだすことができるようにすることが大切である。

また，例えば，折り紙が100枚で足りる理由を，筋道を立てて考え，根拠を明確にして説

明する活動も考えられる。その際，「折り紙６枚で輪かざり１本を作ることができます。14本

の輪かざりを作るので，６×14＝84で，84枚です。」などと説明した場合には，「折り紙６枚

で輪かざり１本を作ることができるということは，どのように考えたのですか。」や「84と

は何の数ですか。」などと学級全体に問いかけ，用いた数の意味や式の意味，答えの意味な

ど，根拠を明確にしながら説明することができるようにすることが大切である。このような

活動が，児童自らが自分の考えをより分かりやすく伝えようとする態度の育成につながると

考えられる。

設問(2)

趣旨

折り紙の輪の色の規則性を解釈し，それを基に条件に合う色を判断することができるかど

うかをみる。

■学習指導要領における領域・内容

〔第１学年〕 Ａ 数と計算

(1) ものの個数を数えることなどの活動を通して，数の意味について理解し，数を用い

ることができるようにする。

イ 個数や順番を正しく数えたり表したりすること。

〔第２学年〕 Ａ 数と計算

(1) 数の意味や表し方について理解し，数を用いる能力を伸ばす。

ア 同じ大きさの集まりにまとめて数えたり，分類して数えたりすること。

〔第３学年〕 Ａ 数と計算

(4) 除法の意味について理解し，それを用いることができるようにする。

ア 除法が用いられる場合について知ること。また，余りについて知ること。

〔第４学年〕 Ａ 数と計算

(3) 整数の除法についての理解を深め，その計算が確実にできるようにし，それを適切

に用いる能力を伸ばす。

イ 除法の計算が確実にでき，それを適切に用いること。

〔第５学年〕 Ａ 数と計算

(1) 整数の性質についての理解を深める。

イ 約数，倍数について知ること。
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１．解答類型と反応率

問題番号 解 答 類 型
反応率

正答
（％）

５ (2) １ １ と解答しているもの 8.3

２ ２ と解答しているもの 66.7 ◎

３ ３ と解答しているもの 11.1

４ ４ と解答しているもの 5.5

99 上記以外の解答 0.1

０ 無解答 8.3

２．分析結果と課題

○ 解答類型３の反応率が11.1％である。「赤，青，黄，緑，赤，青，黄，緑，赤」の九つの

折り紙の輪が一つのまとまりとして繰り返されると誤って捉え，30個目の折り紙の輪の色は

「黄」と判断していると考えられる。

３．学習指導に当たって

事象を観察して，規則性を見いだし，条件に合う事柄について適切に判断することがで

きるようにする

○ 日常生活の問題の解決のために，事象から規則性を見いだし，変化や対応の関係を基に，

合理的，能率的に処理し，条件に合う事柄について適切に判断することができるようにする

ことが大切である。

指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，輪飾りを作るときの折り紙の輪の色の規則

性を見いだし，30個目の折り紙の輪の色を判断する活動が考えられる。その際，輪飾りを観

察し，「赤，青，黄，緑」の順に四つの折り紙の輪が一つのまとまりとして繰り返されてい

ることを確認し，下のような図を用いて，４の倍数のときの折り紙の輪の色がいつも緑になっ

ていることに気付くことができるようにすることが大切である。そして，30に近い４の倍数

である28を基に，28個目が緑であり，さらに，29個目は赤，30個目は青と判断することがで

きるようにすることが大切である。

何個目 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13

折り紙の輪の色

１ ２ ３ ４

赤 青 黄 緑 赤 青 黄 緑 赤 青 黄 緑 赤

一つのまとまり

14

青
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