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授業アイディア例

数 学 「落とし物を減らす対策を考えよう」「落とし物を減らす対策を考えよう」

事象を数学的に表現し，その意味を的確に解釈する
TYPE Ⅰ・Ⅱ
B5⑴・⑶

参照▶

課題の見られた問題の概要と結果

B5　情報の適切な選択と判断

B5⑴　正答率 40.2％
B5⑴〔小学校第５学年〕
　　　  Ｄ　数量関係　⑶
　　　〔第１学年〕
　　　  Ｄ　資料の活用　⑴ イ
B5⑶〔第２学年〕
　　　  Ａ　数と式　⑴ イ

学習指導要領における領域・内容

　実生活の場面では，情報を適切に読み取ったり，事
象を数学的に表現し，その意味を的確に解釈したりす
ることが大切です。しかし，与えられた情報から必要
な情報を選択し，処理することに課題がみられました。

　そこで，本アイディア例では，目的に応じて割合を
求めて全体の傾向を捉えたり，重み付けをした値を考
えてその値の意味を解釈し判断の根拠に用いたりする
指導事例を紹介しています。

　１回目の調査で，落とし物の合
計のうち，文房具の占める割合を
求める式を答える。

B5⑶　正答率 67.8％
　記名のある落とし物を１個１点，
ない落とし物を１個２点として集
計するとき，表彰する学級の決め
方として正しい記述を選ぶ。
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ポイントポイント

a b
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a b

a b

a b

a b

「平成27年度 報告書 中学校 数学」P.125～P.131,「平成27年度 解説資料 中学校 数学」P.112～P.119

本授業アイディア例 活用のポイント!

a b

ポイントポイント

落とし物の合計に対する文房具の割合

は， １×　　＝ 0.535…

１年生
0

0 1

38 71
× 38―71

× 38―71
38―71

２年生 ３年生

文房具の合計に対する学年別の文房具の割合
１年生　  ３８÷２１２＝０.１７９…
２年生　  ９０÷２１２＝０.４２４…
３年生　  ８４÷２１２＝０.３９６…

（比べる量）÷（もとにする量）

９０÷１１３＝０.７９６…

１０６を１とみたときの
値を求めればよいので
８４：１０６＝x：１
  　  　  x＝０.７９２…

（割合）

（個数）

　そこで，本アイディア例では，目的に応じて割合を
求めて全体の傾向を捉えたり，重み付けをした値を考
えてその値の意味を解釈し判断の根拠に用いたりする
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教科名，本授業アイディア例のタイ
プ，該当設問を示しています。

タイトルではどのような活動を行う
のかを，サブタイトルではどのよう
な力を身に付けたいのかを示してい
ます。

調査結果から見られた課題について
の解説や本アイディアの作成意図，
指導の狙い等を記述しています。

本授業アイディア例において，特に
注目・留意をしていただきたい指導
上のポイントを記述しています。

本授業アイディア例を活用するに当
たって，授業づくりの参考となるよ
う，他の学年・各教科等での指導に
生かすことなど，参考となる情報や
指導上の留意点等を記述しています。

国立教育政策研究所で作成している
他の資料の関連部分を示しています。

について について

本授業アイディア例 活用のポイント!

参照▶

課題の解決に向けた観点として，次の３つのタイプを設けています。課題の解決に向けた観点として，次の３つのタイプを設けています。課題の解決に向けた観点として，次の３つのタイプを設けています。課題の解決に向けた観点として，次の３つのタイプを設けています。課題の解決に向けた観点として，次の３つのタイプを設けています。

TYPE

ⅠⅠ
TYPE

ⅡⅡ
TYPE

ⅢⅢ

授業アイディア例の見方授業アイディア例の見方

本授業アイディア例において，特に

について

ポイントポイント

調査問題の解答類型（※）等からつまずきの状況を把握し，
その解決を図る事例

P.7 「社会の中にある情報を自分と結び付けて考える」

P.9 「プロジェクターの最適な投映距離を見つけよう」
P.13 「落とし物を減らす対策を考えよう」

P.17 「キウイフルーツの秘密を探ろう」
P.20 「高度による気圧の違いについてモデルを使った
  実験で調べよう」

短時間で知識・技能を確認
して定着を図る事例

数時間にわたる学習過程の中
で，知識・技能の習得と活用
を図る事例

ケースに応じて ピンポイントで プロセスの中で

中学校
国　語

中学校
数　学

中学校
理　科

P.3 「問合せのメールに回答する」
P.4 「写真にキャプションを付けよう」

P.9 「プロジェクターの最適な投映
  距離を見つけよう」
P.13 「落とし物を減らす対策を考え
  よう」

P.20 「高度による気圧の違いについて
  モデルを使った実験で調べよう」

中学校
国　語

中学校
数　学

中学校
理　科

P.5 「テーマを決めて，プレゼンテー
  ション対決をしよう」

P.11 「証明を振り返り，条件を変えた
  場合の証明を考えよう」

P.15 「浮力の大きさは何に関係してい
  るかを調べよう」
P.19 「無接点充電器で電流が発生する
  仕組みを探ろう」
P.21 「木炭電池で豆電球を明るく光ら
  せよう」

中学校
国　語

中学校
数　学

中学校
理　科

調査問題に関係する学習指導要領
における領域・内容（区分・内容，
分野・内容）を示しています。

該当する設問の概要，正答率を示し
ています。

　解答類型は，一人一人の児童生徒の
具体的な解答状況を把握することがで
きるよう，設定する条件などに即して
解答を分類，整理するためのものです。
　正誤だけではなく，一人一人の誤答
の状況（どこでつまずいているのか）
等に着目した学習指導の改善・充実を
図る際に活用することができます。

※ 解答類型とは？
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な情報を選択し，処理することに課題がみられました。
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求めて全体の傾向を捉えたり，重み付けをした値を考
えてその値の意味を解釈し判断の根拠に用いたりする
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　１回目の調査で，落とし物の合
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８４：１０６＝x：１
  　  　  x＝０.７９２…

（割合）

（個数）

13 14

授業アイディア例

数 学 「落とし物を減らす対策を考えよう」「落とし物を減らす対策を考えよう」

事象を数学的に表現し，その意味を的確に解釈する
TYPE Ⅰ・Ⅱ
B5⑴・⑶

参照▶

課題の見られた問題の概要と結果

B5　情報の適切な選択と判断

B5⑴　正答率 40.2％
B5⑴〔小学校第５学年〕
　　　  Ｄ　数量関係　⑶
　　　〔第１学年〕
　　　  Ｄ　資料の活用　⑴ イ
B5⑶〔第２学年〕
　　　  Ａ　数と式　⑴ イ

学習指導要領における領域・内容

　実生活の場面では，情報を適切に読み取ったり，事
象を数学的に表現し，その意味を的確に解釈したりす
ることが大切です。しかし，与えられた情報から必要
な情報を選択し，処理することに課題がみられました。

　そこで，本アイディア例では，目的に応じて割合を
求めて全体の傾向を捉えたり，重み付けをした値を考
えてその値の意味を解釈し判断の根拠に用いたりする
指導事例を紹介しています。

　１回目の調査で，落とし物の合
計のうち，文房具の占める割合を
求める式を答える。

B5⑶　正答率 67.8％
　記名のある落とし物を１個１点，
ない落とし物を１個２点として集
計するとき，表彰する学級の決め
方として正しい記述を選ぶ。

a b

ポイントポイント

a b

a b

a b

a b

a b

a b

「平成27年度 報告書 中学校 数学」P.125～P.131,「平成27年度 解説資料 中学校 数学」P.112～P.119

本授業アイディア例 活用のポイント!活用のポイント!

a b

ポイントポイント

落とし物の合計に対する文房具の割合

は， １×　　＝ 0.535…

１年生
0

0 1

38 71
× 38―71

× 38―71
38―71

２年生 ３年生

文房具の合計に対する学年別の文房具の割合
１年生　  ３８÷２１２＝０.１７９…
２年生　  ９０÷２１２＝０.４２４…
３年生　  ８４÷２１２＝０.３９６…

（比べる量）÷（もとにする量）

９０÷１１３＝０.７９６…

１０６を１とみたときの
値を求めればよいので
８４：１０６＝x：１
  　  　  x＝０.７９２…

（割合）

（個数）

1 2

教科名，本授業アイディア例のタイ
プ，該当設問を示しています。

タイトルではどのような活動を行う
のかを，サブタイトルではどのよう
な力を身に付けたいのかを示してい
ます。

調査結果から見られた課題について
の解説や本アイディアの作成意図，
指導の狙い等を記述しています。

本授業アイディア例において，特に
注目・留意をしていただきたい指導
上のポイントを記述しています。

本授業アイディア例を活用するに当
たって，授業づくりの参考となるよ
う，他の学年・各教科等での指導に
生かすことなど，参考となる情報や
指導上の留意点等を記述しています。

国立教育政策研究所で作成している
他の資料の関連部分を示しています。

について について

本授業アイディア例 活用のポイント!

参照▶

課題の解決に向けた観点として，次の３つのタイプを設けています。課題の解決に向けた観点として，次の３つのタイプを設けています。

TYPE

ⅠⅠ
TYPE

ⅡⅡ
TYPE

ⅢⅢ

授業アイディア例の見方授業アイディア例の見方

ポイントポイント

調査問題の解答類型（※）等からつまずきの状況を把握し，
その解決を図る事例

P.7 「社会の中にある情報を自分と結び付けて考える」

P.9 「プロジェクターの最適な投映距離を見つけよう」
P.13 「落とし物を減らす対策を考えよう」

P.17 「キウイフルーツの秘密を探ろう」
P.20 「高度による気圧の違いについてモデルを使った
  実験で調べよう」

短時間で知識・技能を確認
して定着を図る事例

数時間にわたる学習過程の中
で，知識・技能の習得と活用
を図る事例

ケースに応じて ピンポイントで プロセスの中で

中学校
国　語

中学校
数　学

中学校
理　科

P.3 「問合せのメールに回答する」
P.4 「写真にキャプションを付けよう」

P.9 「プロジェクターの最適な投映
  距離を見つけよう」
P.13 「落とし物を減らす対策を考え
  よう」

P.20 「高度による気圧の違いについて
  モデルを使った実験で調べよう」

中学校
国　語

中学校
数　学

中学校
理　科

P.5 「テーマを決めて，プレゼンテー
  ション対決をしよう」

P.11 「証明を振り返り，条件を変えた
  場合の証明を考えよう」

P.15 「浮力の大きさは何に関係してい
  るかを調べよう」
P.19 「無接点充電器で電流が発生する
  仕組みを探ろう」
P.21 「木炭電池で豆電球を明るく光ら
  せよう」

中学校
国　語

中学校
数　学

中学校
理　科

調査問題に関係する学習指導要領
における領域・内容（区分・内容，
分野・内容）を示しています。

該当する設問の概要，正答率を示し
ています。

　解答類型は，一人一人の児童生徒の
具体的な解答状況を把握することがで
きるよう，設定する条件などに即して
解答を分類，整理するためのものです。
　正誤だけではなく，一人一人の誤答
の状況（どこでつまずいているのか）
等に着目した学習指導の改善・充実を
図る際に活用することができます。

※ 解答類型とは？


