
出題の趣旨

与えられた情報を読み、次のことができるかどうかをみる。

・事象の特徴を的確に捉えること

・事象を理想化したり単純化したりすること

・数学的に表現したことを事象に即して解釈し、問題解決の方法を数学的に説明すること

日常生活や社会の事象を考察する場面では、事象を理想化したり単純化したりして、その特

徴を的確に捉え、事象を数学的に解釈することが求められる場合がある。その際、問題解決の

方法を考え、それを数学的に説明することが大切である。

本問では、二酸化炭素の削減量について、得られたデータを基に目標を達成するまでの日数

を予測する場面を取り上げた。この場面において、日数と二酸化炭素削減量の合計の関係をグ

ラフに表した際の点の並びが一直線上にあると考えることで、その関係を比例とみなし、目標

を達成するまでの日数を求める方法を説明する文脈を設定した。

設問(１)

趣旨

与えられた表やグラフから、必要な情報を適切に読み取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〕 Ｃ 関数

(1) 比例、反比例について、数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができる

よう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

（ウ）座標の意味を理解すること。

イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。

（イ）比例、反比例を用いて具体的な事象を捉え考察し表現すること。

数学８ 日常的な事象の数学化と問題解決の方法

（二酸化炭素量の削減の取り組み）

８
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出題の趣旨

与えられた情報を読み、次のことができるかどうかをみる。

・事象の特徴を的確に捉えること

・事象を理想化したり単純化したりすること

・数学的に表現したことを事象に即して解釈し、問題解決の方法を数学的に説明すること

日常生活や社会の事象を考察する場面では、事象を理想化したり単純化したりして、その特

徴を的確に捉え、事象を数学的に解釈することが求められる場合がある。その際、問題解決の

方法を考え、それを数学的に説明することが大切である。

本問では、二酸化炭素の削減量について、得られたデータを基に目標を達成するまでの日数

を予測する場面を取り上げた。この場面において、日数と二酸化炭素削減量の合計の関係をグ

ラフに表した際の点の並びが一直線上にあると考えることで、その関係を比例とみなし、目標

を達成するまでの日数を求める方法を説明する文脈を設定した。

設問(１)

趣旨

与えられた表やグラフから、必要な情報を適切に読み取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〕 Ｃ 関数

(1) 比例、反比例について、数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができる

よう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

（ウ）座標の意味を理解すること。

イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。

（イ）比例、反比例を用いて具体的な事象を捉え考察し表現すること。

数学８ 日常的な事象の数学化と問題解決の方法

（二酸化炭素量の削減の取り組み）

８
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設問(２)

趣旨

事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明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〕 Ｃ 関数

(1) 比例、反比例について、数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができる

よう指導する。

イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。

（イ）比例、反比例を用いて具体的な事象を捉え考察し表現すること。

１．解答類型と反応率

問題番号 解 答 類 型
反応率

正答
（％）

８ (2) （正答の条件）

次のことについて記述しているもの。

＜グラフを用いることについて記述している場合＞

次の(a)、(b)について記述している。

(a) 直線のグラフをかいて利用すること。

(b) y座標が３００のときの x座標を読むこと。

＜式を用いることについて記述している場合＞

次の(c)、(d)について記述している。

(c) 比例の式又は一次関数の式を求めて利用すること。

(d) y＝３００ を代入して、xの値を求めること。

＜表や数値を用いることについて記述している場合＞

次の(e)、(f)について記述している。

(e) 表や数値を用いて割合を求めて利用すること。

(f) 二酸化炭素削減量の合計が３００ｋｇになる日数を算出すること。

（正答例）

・ 原点Ｏを通る直線のグラフをかき、y＝３００ のときの x座標を読

む。（解答類型１）

・ yを xの比例の式で表し、その式に y＝３００ を代入し、xの値を

求める。（解答類型６）

・ 表の数値を用いて比例定数を調べ、その比例定数で二酸化炭素削減

量の合計が３００ｋｇになる日数を計算する。（解答類型10）

１．解答類型と反応率

問題番号 解 答 類 型
反応率

正答
（％）

８ (1) １ （５，３７．８） と解答しているもの。 55.3 ◎

２ （３７．８，５） と解答しているもの。 1.8

３
（５，□） と解答しているもの。

20.3
（□は３７．８以外の数、又は無解答）

99 上記以外の解答 15.6

０ 無解答 7.0

２．分析結果と課題

○ 解答類型３の中には、（５，３７）や（５，３８）という解答がみられた。これらは、点Ｅ

の座標をグラフ上のおよその位置で判断できているが、二酸化炭素削減量の合計の記録のグ

ラフと表を関連させて読み取ることができなかった生徒がいると考えられる。

○ 解答類型99の中には、（３７，５）や（３８，５）という解答がみられた。これらは、点Ｅ

の座標をグラフ上のおよその位置で判断した上で、x座標と y座標を混同した生徒がいると

考えられる。

また、（５x，３７．８ y）という解答がみられた。これは、座標の表し方を理解していない

生徒がいると考えられる。

３．学習指導に当たって

○ 与えられた表やグラフから情報を読み取り、座標平面上の点を座標を用いて表すことがで

きるようにする

表やグラフと具体的な事象を対応させ、グラフ上の点が具体的な事象では何を表している

のかを捉える活動を取り入れ、与えられた表やグラフを関連付けて、必要な情報を適切に読

み取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、二酸化炭素削減量の合計の記録のグラフと表とを相互

に関連させて、例えば、グラフ上の点Ｅ（５，３７．８）について、「５日目までの二酸化炭素

削減量の合計が３７．８ｋｇである」と捉えるなど、グラフ上の点が具体的な事象では何を表

しているのかを捉える活動を通して、必要な情報を適切に読み取ることができるように指導

することが考えられる。

８
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設問(２)

趣旨

事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明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〕 Ｃ 関数

(1) 比例、反比例について、数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができる

よう指導する。

イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。

（イ）比例、反比例を用いて具体的な事象を捉え考察し表現すること。

１．解答類型と反応率

問題番号 解 答 類 型
反応率

正答
（％）

８ (2) （正答の条件）

次のことについて記述しているもの。

＜グラフを用いることについて記述している場合＞

次の(a)、(b)について記述している。

(a) 直線のグラフをかいて利用すること。

(b) y座標が３００のときの x座標を読むこと。

＜式を用いることについて記述している場合＞

次の(c)、(d)について記述している。

(c) 比例の式又は一次関数の式を求めて利用すること。

(d) y＝３００ を代入して、xの値を求めること。

＜表や数値を用いることについて記述している場合＞

次の(e)、(f)について記述している。

(e) 表や数値を用いて割合を求めて利用すること。

(f) 二酸化炭素削減量の合計が３００ｋｇになる日数を算出すること。

（正答例）

・ 原点Ｏを通る直線のグラフをかき、y＝３００ のときの x座標を読

む。（解答類型１）

・ yを xの比例の式で表し、その式に y＝３００ を代入し、xの値を

求める。（解答類型６）

・ 表の数値を用いて比例定数を調べ、その比例定数で二酸化炭素削減

量の合計が３００ｋｇになる日数を計算する。（解答類型10）

１．解答類型と反応率

問題番号 解 答 類 型
反応率

正答
（％）

８ (1) １ （５，３７．８） と解答しているもの。 55.3 ◎

２ （３７．８，５） と解答しているもの。 1.8

３
（５，□） と解答しているもの。

20.3
（□は３７．８以外の数、又は無解答）

99 上記以外の解答 15.6

０ 無解答 7.0

２．分析結果と課題

○ 解答類型３の中には、（５，３７）や（５，３８）という解答がみられた。これらは、点Ｅ

の座標をグラフ上のおよその位置で判断できているが、二酸化炭素削減量の合計の記録のグ

ラフと表を関連させて読み取ることができなかった生徒がいると考えられる。

○ 解答類型99の中には、（３７，５）や（３８，５）という解答がみられた。これらは、点Ｅ

の座標をグラフ上のおよその位置で判断した上で、x座標と y座標を混同した生徒がいると

考えられる。

また、（５x，３７．８ y）という解答がみられた。これは、座標の表し方を理解していない

生徒がいると考えられる。

３．学習指導に当たって

○ 与えられた表やグラフから情報を読み取り、座標平面上の点を座標を用いて表すことがで

きるようにする

表やグラフと具体的な事象を対応させ、グラフ上の点が具体的な事象では何を表している

のかを捉える活動を取り入れ、与えられた表やグラフを関連付けて、必要な情報を適切に読

み取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、二酸化炭素削減量の合計の記録のグラフと表とを相互

に関連させて、例えば、グラフ上の点Ｅ（５，３７．８）について、「５日目までの二酸化炭素

削減量の合計が３７．８ｋｇである」と捉えるなど、グラフ上の点が具体的な事象では何を表

しているのかを捉える活動を通して、必要な情報を適切に読み取ることができるように指導

することが考えられる。

８

-64- -65-

P01-80_本文_中学校_数学_CC2020.indd   65P01-80_本文_中学校_数学_CC2020.indd   65 2022/08/19   21:36:532022/08/19   21:36:53



12
(e)のみを記述しているもの。（(e)について「割合」についての記

13.5
述が十分でないものを含む。）

13
(f)のみを記述しているもの。（(f)について求める日数の記述が十分

2.4
でないものを含む。）

99 上記以外の解答 6.4

０ 無解答 24.0

正答率 39.0

２．分析結果と課題

○ 解答類型３の具体的な例としては、以下のようなものがある。

（例）

・ 直線をひいてグラフを読み取る。

・ グラフに、ＯからＧまでを通る直線を引く。

・ 原点Ｏから点Ｇまでの点をつないだ直線を３００ｋｇのところまで延長させる。

このように記述した生徒は、直線のグラフを用いることは記述しているが、その用い方と

して、二酸化炭素３００ｋｇの削減が何日目に達成されるかを求めるために、座標平面上で y

座標が３００のときの x 座標を読み取ることを明示して説明することができなかったと考え

られる。

○ 解答類型12の具体的な例としては、以下のようなものがある。

（例）

・ １日あたりの二酸化炭素量削減量の平均を求める。

・ ５日で３７．８ｋｇだから、それをもとに求めるとよい。

・ １日に約７ｋｇの二酸化炭素が削減できているので、７をたしていく。

このように記述した生徒は、「１日あたり」や「５日あたり」のように、表や数値から割

合を求めて用いることは記述しているが、その用い方として、二酸化炭素削減量の合計が

３００ｋｇになる日数を算出することを明示して説明することができなかったと考えられる。

○ 平成25年度【中学校】数学Ｂ３(2)（正答率32.6％）、平成29年度【中学校】数学Ｂ３(2)

（正答率19.1％）及び令和３年度【中学校】数学７(2)（正答率28.2％）で類題を出題して

いる。「平成25年度【中学校】報告書」、「平成29年度【中学校】報告書」及び「令和３年度

【中学校】報告書」において、「事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明す

ること」に課題があると分析している。これに関連して本設問では、「目標の３００ｋｇを達

成するまでの日数を求める方法を説明すること」をみる問題を出題した（正答率39.0％）。

今回の結果から、事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明することに、引き

続き課題がある。

(a)、(b)について文で記述しているもの。

１ 又は、実際にグラフをかき、y座標が３００のときの x座標を読むこ 6.4 ◎

とについて記述しているもの。

(a)について「直線」についての記述が十分でなかったり、(b)に
ついて「 y＝３００」の記述がなかったりするが、グラフを用いるこ

ととその用い方について記述しているもの。

２ 0.8 ○
（正答例）

・ ２つの点を結んで、y＝３００ のときの xの値を読む。

・ 原点Ｏを通る直線のグラフをかき、x座標を読む。

３
(a)のみを記述しているもの。（(a)について「直線」についての記

9.1
述が十分でないものを含む。）

４
(b)のみを記述しているもの。（(b)について「 y ＝３００」の記述が

0.5
ないものを含む。）

５
グラフを用いることについて記述しているが、(a)、(b)について

2.7
記述していないもの。

(c)、(d)について文で記述しているもの。

６ 又は、実際に比例の式又は一次関数の式を求めて、 y＝３００ を代 7.0 ◎

入して xの値を求めることについて記述しているもの。

(c)について「比例」又は「一次関数」についての記述がなかった

り、(d)について「 y＝３００」の記述がなかったりするが、式を用い

ることとその用い方について記述しているもの。

７
（正答例）

1.2 ○
・ 式で表し、 y＝３００ を代入して xの値を求める。

・ yを xの比例の式で表し、yに削減量を代入して xの値を求

める。

８
(c)のみを記述しているもの。（(c)について「比例」又は「一次関

2.3
数」についての記述がないものを含む。）

９
(d)のみを記述しているもの。（(d)について「 y＝３００」の記述が

0.1
ないものを含む。）

(e)、(f)について文で記述しているもの。

10
又は、実際に表や数値から変化の割合について調べて、二酸化炭素

12.2 ◎
削減量の合計が３００ｋｇになる日数を求めることについて記述してい

るもの。

(e)について「割合」についての記述が十分でなかったり、(f)につ

いて求める日数の記述が十分でなかったりするが、表や数値を用いる

こととその用い方について記述しているもの。

（正答例）

11 ・ 表の数値を用いて、二酸化炭素削減量の合計が３００ｋｇになる 11.4 ○

日数を求める。

・ １日あたりに７．５ｋｇ削減することができることを用いて、日数

を計算する。

８
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12
(e)のみを記述しているもの。（(e)について「割合」についての記

13.5
述が十分でないものを含む。）

13
(f)のみを記述しているもの。（(f)について求める日数の記述が十分

2.4
でないものを含む。）

99 上記以外の解答 6.4

０ 無解答 24.0

正答率 39.0

２．分析結果と課題

○ 解答類型３の具体的な例としては、以下のようなものがある。

（例）

・ 直線をひいてグラフを読み取る。

・ グラフに、ＯからＧまでを通る直線を引く。

・ 原点Ｏから点Ｇまでの点をつないだ直線を３００ｋｇのところまで延長させる。

このように記述した生徒は、直線のグラフを用いることは記述しているが、その用い方と

して、二酸化炭素３００ｋｇの削減が何日目に達成されるかを求めるために、座標平面上で y

座標が３００のときの x 座標を読み取ることを明示して説明することができなかったと考え

られる。

○ 解答類型12の具体的な例としては、以下のようなものがある。

（例）

・ １日あたりの二酸化炭素量削減量の平均を求める。

・ ５日で３７．８ｋｇだから、それをもとに求めるとよい。

・ １日に約７ｋｇの二酸化炭素が削減できているので、７をたしていく。

このように記述した生徒は、「１日あたり」や「５日あたり」のように、表や数値から割

合を求めて用いることは記述しているが、その用い方として、二酸化炭素削減量の合計が

３００ｋｇになる日数を算出することを明示して説明することができなかったと考えられる。

○ 平成25年度【中学校】数学Ｂ３(2)（正答率32.6％）、平成29年度【中学校】数学Ｂ３(2)

（正答率19.1％）及び令和３年度【中学校】数学７(2)（正答率28.2％）で類題を出題して

いる。「平成25年度【中学校】報告書」、「平成29年度【中学校】報告書」及び「令和３年度

【中学校】報告書」において、「事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明す

ること」に課題があると分析している。これに関連して本設問では、「目標の３００ｋｇを達

成するまでの日数を求める方法を説明すること」をみる問題を出題した（正答率39.0％）。

今回の結果から、事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明することに、引き

続き課題がある。

(a)、(b)について文で記述しているもの。

１ 又は、実際にグラフをかき、y座標が３００のときの x座標を読むこ 6.4 ◎

とについて記述しているもの。

(a)について「直線」についての記述が十分でなかったり、(b)に
ついて「 y＝３００」の記述がなかったりするが、グラフを用いるこ

ととその用い方について記述しているもの。

２ 0.8 ○
（正答例）

・ ２つの点を結んで、y＝３００ のときの xの値を読む。

・ 原点Ｏを通る直線のグラフをかき、x座標を読む。

３
(a)のみを記述しているもの。（(a)について「直線」についての記

9.1
述が十分でないものを含む。）

４
(b)のみを記述しているもの。（(b)について「 y ＝３００」の記述が

0.5
ないものを含む。）

５
グラフを用いることについて記述しているが、(a)、(b)について

2.7
記述していないもの。

(c)、(d)について文で記述しているもの。

６ 又は、実際に比例の式又は一次関数の式を求めて、 y＝３００ を代 7.0 ◎

入して xの値を求めることについて記述しているもの。

(c)について「比例」又は「一次関数」についての記述がなかった

り、(d)について「 y＝３００」の記述がなかったりするが、式を用い

ることとその用い方について記述しているもの。

７
（正答例）

1.2 ○
・ 式で表し、 y＝３００ を代入して xの値を求める。

・ yを xの比例の式で表し、yに削減量を代入して xの値を求

める。

８
(c)のみを記述しているもの。（(c)について「比例」又は「一次関

2.3
数」についての記述がないものを含む。）

９
(d)のみを記述しているもの。（(d)について「 y＝３００」の記述が

0.1
ないものを含む。）

(e)、(f)について文で記述しているもの。

10
又は、実際に表や数値から変化の割合について調べて、二酸化炭素

12.2 ◎
削減量の合計が３００ｋｇになる日数を求めることについて記述してい

るもの。

(e)について「割合」についての記述が十分でなかったり、(f)につ

いて求める日数の記述が十分でなかったりするが、表や数値を用いる

こととその用い方について記述しているもの。

（正答例）

11 ・ 表の数値を用いて、二酸化炭素削減量の合計が３００ｋｇになる 11.4 ○

日数を求める。

・ １日あたりに７．５ｋｇ削減することができることを用いて、日数

を計算する。

８
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数学９ 見いだした図形の性質を、与えられた条件を基に考察すること

（四角形と正三角形）

３．学習指導に当たって

○ 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

様々な問題を数学を活用して解決できるようにする際に、問題解決の方法に焦点を当て、

例えば、表、式、グラフなどの「用いるもの」と、それらを問題解決するためにどう用いた

かといった「用い方」について考え、説明できるように指導することが大切である。その際、

実際に行った解決の過程を振り返り、そのときに用いた方法について、「用いるもの」や「用

い方」のいずれか一方の説明にとどまらず、「用いるもの」とその「用い方」の両方を指摘

し、的確に説明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、二酸化炭素削減量の合計の記録のグラフにおける各点

がグラフでほぼ一直線上に並んでいることを基に、二酸化炭素削減量は、取り組みを始めて

からの日数に比例するとみなして解決することが大切である。その上で、例えば、グラフを

用いて問題を解決する場合を取り上げ、その方法について、原点Ｏを通る直線をかいて得ら

れたグラフ（「用いるもの」）と、y 座標が３００のときの x 座標を読むこと（「用い方」）の

両方を明確にし、問題解決の方法を的確に説明する活動を取り入れることが考えられる。

なお、問題解決の過程を振り返る場面において、解決の見通しをもつ場面で出された「グ

ラフを使って求める。」や、「 y ＝３００を代入する。」などという不十分な表現を取り上げて

吟味し、より洗練された表現に高めていく工夫が考えられる。

本問全体の学習指導に当たって

○ 日常生活や社会の事象における問題の解決に数学を活用できるようにする

具体的な場面において、事象を理想化したり単純化したりして、日常生活や社会の事象に

おける問題を数学の問題として捉え、数学を活用して解決できるように指導することが大切

である。さらに、その解決の過程や結果を振り返り、新たな問題を見いだすなど、日常生活

や社会の事象の考察や問題解決に数学を活用する態度を育成することが大切である。

例えば、世界が目指す持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）における、１７の目標の中の「気候

変動に具体的な対策を」という目標について考えることを契機に、自分たちにできる二酸化

炭素削減の取り組みについて考える場面を設定することが考えられる。本問のように、「こ

のまま同じように取り組みを続け、二酸化炭素削減量の合計３００ｋｇを達成できるのは、お

よそ何日目になるか」について、関数を活用して考察することが大切である。

なお、本問のような日常生活や社会の事象における問題について、教科等横断的な視点で、

他の教科等における指導との関連付けを図りながら、学習場面を設定することも求められて

いる。

※出典等

ＳＤＧｓの目標アイコンは、国際連合広報センターウェブページによる。

８
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