
・

・

・

・

・

・

・

○内容
　　　・
　 領域

「数と式」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.97で、全国平均正答率
を下回っている。
(佐賀市64.1）（全国65.9）
「図形」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.96で、全国平均正答率を
下回っている。
(佐賀市64.1）（全国67.1）
「関数」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.92で、全国平均正答率を
下回っている。
(佐賀市47.7）（全国52.0）
「資料の活用」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.96で、全国平均正
答率を下回っている。
(佐賀市54.2）（全国56.5）

○グラフ

A問題（主として「知識」に関する問題）の結果

○全体 全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.95で、全国平均正答率を下回っている。
(佐賀市59.3）（全国62.2）

○評価
     の
   観点

「数学的な技能」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.96で、全国平均
正答率を下回っている。
(佐賀市64.4）（全国66.9）
「数量や図形などについての知識・理解」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の
割合は、0.94で、全国平均正答率を下回っている。
(佐賀市53.6）（全国56.8）

Ⅲ－(２)中学校数学科（１／５） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 平成28年9月30日

◆　　平成２８年度　全国学力・学習状況調査結果　《中学校・数学科》　　◆

■調査結果の概要
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○内容
　　　・
　 領域

「数と式」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.94で、全国平均正答率
を下回っている。
(佐賀市48.4）（全国51.5）

「図形」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.84で、全国平均正答率を
下回っている。
(佐賀市28.1）（全国33.3）
「関数」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.91で、全国平均正答率を
下回っている。
(佐賀市37.7）（全国41.4）
「資料の活用」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.97で、全国平均正
答率を下回っている。
(佐賀市38.3）（全国39.3）

○グラフ

○全体 全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.93で、全国平均正答率を下回っている。
(佐賀市40.8）（全国44.1）

○評価
     の
   観点

「数学的な見方や考え方」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.90で、
全国平均正答率を下回っている。
(佐賀市35.0）（全国38.9）
「数学的な技能」については、全国平均正答率に対する佐賀市平均正答率の割合は、0.97で、全国平均
正答率を下回っている。
(佐賀市56.6）（全国58.5）

Ⅲ－(２)中学校数学科（２／５） 佐賀市教育委員会
佐賀市ＨＰ用 平成28年9月30日

B問題（主として「活用」に関する問題）の結果
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○グラフ

B
１

（３）
A数と式 考え方

適切な事柄を判断し、そ
の事柄が成り立つ理由を
数学的な表現を用いて
説明することができる

方程式を解いたり、代入したりすることで日常的な事象を考察
し、その事柄が成り立つ理由を、数学的な表現を用いて簡潔
にわかりやすく説明することができている。

Ａ
１３
（２）

Ｄ資料 技能

簡単な場合について、
確率を求めることがで
きる

「同様に確からしい」ことの意味を理解し、そのときに起こり得
る場合の数を数え上げて、確立を求めることができている。

Ａ
９

（１）
Ｃ関数 技能

比例の関係を表す表か
ら変化や対応の特徴を
捉え、xの値に対応するy
の値を求めることができ
る

比例の意味を理解し、与えられた表から２つの数量の変化や
対応の特徴を捉えたり、それらの特徴を基にxの値に対応する
yの値を求めることができている。

Ａ
５

（１）
B図形 知識・理解

空間における直線と直線
との位置関係（辺と辺と
がねじれの位置にあるこ
と）を理解している

立体の考察を通して、ねじれの位置などの空間における直線
と直線との位置関係を理解することができている。

Ａ
３

（４）
Ａ数と式 技能

２つの等号で結ばれてい
る方程式が表す関係を
読み取り、２つの二元一
次方程式で表すことがで
きる

連立二元一次方程式について理解し、２つの等号で結ばれて
いる方程式を、１つの等号で結ばれた二元一次方程式で表す
ことができている。

Ａ
２

（２）
Ａ数と式 技能

整式の加法と減法の
計算ができる

簡単な整式の加法、減法及び単項式の乗法の計算をすること
ができている。

Ⅲ－(２)中学校数学科（３／５） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 平成28年9月30日

■調査結果の分析　【 成果 （強み） 】

問題番号 領域 観点 出題のねらい 分　　　　　　　　析
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○グラフ

B
６

（２）
Ａ数と式 考え方

与えられた式を用い
て、問題を解決する方
法を数学的に説明す
ることができる

具体的な事象の中に数量の関係を見いだし、それらを文字を
用いて式に表現したり、式の意味を読み取ったりする活動を取
り入れたり、処理の手順を数学的に考察し説明したりする場面
を設定する必要がある。

B
４

（１）
B図形 考え方

筋道を立てて考え、証
明することができる

結論を導くために何がわかればよいかを明らかにしたり、与え
られた条件を整理したり、着目すべき性質や関係を見いだし、
事柄が成り立つ理由を筋道を立てて考えたりする活動を取り
入れる必要がある。

B
２

（２）
C関数 考え方

加えるべき条件を判
断し、それが適してい
る理由を説明すること
ができる

前提となる条件が不足した問題については、考察する場面を
設定し、ある条件を設定した際の結果を求めたり、ある結果に
なるために必要な条件を考えたりするなど、前提について追究
する活動を取り入れる必要がある。

B
１

（２）
Ａ数と式 考え方

与えられた情報から必要
な情報を適切に選択し、
数量の関係を数学的に
表現することができる

実生活にみられる様々な問題を解決できるように、事象につい
て必要な条件を設定して方程式を用いて数学的に表現した
り、式を根拠として事柄が成り立つ理由などを的確に説明した
りする場面を設定する必要がある。

Ａ
１２
(２)

D資料 知識・理解

測定値が与えられた
場面において、近似
値と誤差の意味を理
解している

測定値には誤差があり、真の値の近似値であることを、感量
が異なる２つのはかりを用いて表示される値の違いを確認した
り、真の値の範囲を数直線に表して確認したりするなど、実感
を伴って理解できるようにする場面を設定する必要がある。

Ａ
１０
（３）

C関数 技能

一次関数のグラフか
ら、x の変域に対応す
る y の変域を求める
ことができる

ｘの変域の端点に対応するｙ座標だけを求めるだけでなく、そ
れらを端点とするグラフ上の部分がどこになるかを確認するな
ど、グラフを用いて変域を視覚的に捉える活動を取り入れる必
要がある。

Ａ
９

（４）
C関数 技能

反比例のグラフ上
の点の座標から、 x
と y の関係を式で
表すことができる

反比例のグラフからx座標とy座標の値の組を読み取り、xとyの
値の積が常に一定の値aになることを調べ、反比例がy=a/xの
式となることを確認するなど、グラフの特徴と式を関連付けて
考察する場面を設定する必要がある。

Ａ
４

（１）
B図形 知識・理解

垂線の作図の方
法について理解し
ている

手順通りの作図によって、何が作図できたのかを理解できるよ
うに、個々の手順で得られる点や線分の特徴を、図形の性質
と関連付けて読み取るような場面を設定する必要がある。

佐賀市ＨＰ用 平成28年9月30日

■調査結果の分析　【 課題 （弱み） 】

問題番号 領域 観点 出題のねらい 分　　　　　　　　析

Ⅲ－(２)中学校数学科（４／５） 佐賀市教育委員会
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■評価の観点については、以下のように表記しています。 ■内容・領域については、以下のように表記しています。

数量や図形などについての知識・理解 知識・理解 Ｃ関数 関数
Ｄ資料の活用 資料

数学的な見方や考え方 考え方 Ａ数と式 数と式
数学的な技能 技能 Ｂ図形 図形

○ 関数領域の分析と指導改善
　比例の関係を表す表から変化や対応の特徴を捉え、xの値に対応するyの値を求めることは理解できる。
　しかし、反比例のグラフ上の点の座標からｘとｙの関係を式で表すことや一次関数のグラフからｘの変域に対応するｙの変域
を求めること、前提となる条件について、加えるべき条件を判断し、それが適している理由を説明することに課題が見られる。
　そこで、比例や反比例のグラフからｘとｙの関係を式で表すことができるようにするために、グラフの特徴と式を関連付けて
考察する活動を設定する。また、変域を求めることができるようにするために、グラフを用いて変域を視覚的に捉える活動が
必要である。その際、電子黒板などのＩＣＴ器機を活用することで、変域の理解を深めさせたい。さらに、前提となる条件につ
いて、加えるべき条件を判断し、それが適している理由を説明することができるようにするために、条件を設定した際の結果
を求めたり、ある結果になるために必要な条件を考えたりさせるような活動を設定する。

　関数の学習では、比例、反比例、一次関数、関数ｙ＝aｘ２など、関連付けて考える場面を設定することが大切であると考えら
れる。

○ クロス集計の分析と指導改善
　生徒意識調査の数学に関する質問項目についてのクロス集計の結果を見ると、「数学の授業で問題の解き方や考え方が
わかるようにノートに書いていますか」という質問に対して、「当てはまる」と回答した生徒と「当てはまらない」と回答した生徒
の平均正答率の差は、Ａ問題では14.4ポイント、Ｂ問題では11.9ポイントである。そこで、問題解決へのプロセスをノートに記
述したり、どのように問題を解決していくかの方針について話し合ったことをまとめたりする活動が必要であると考えられる。
　また、「数学の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考えますか」という質問に対して、「当てはまる」と回
答した生徒と「当てはまらない」と回答した生徒の平均正答率の差は、Ａ問題では9.9ポイント、Ｂ問題では8.2ポイントである。
そこで、授業の中で実生活の場面を設定して、問題を解決する活動が必要であると考えられる。さらに、数学を活用して身近
な事象について考察することを通して、数学的な根拠に基づいて意思決定を行う態度の育成も必要であると考えられる。

評価の観点 表記 内容・領域 表記

佐賀市ＨＰ用 平成28年9月30日

■調査結果の分析　【指導改善について】

○ 興味・関心を高める指導法の工夫
　生徒意識調査の結果を見ると、「数学の勉強は好きだ」、「数学の勉強は大切だと思う」、「数学の授業で学習したことは、将
来、社会に出たときに役に立つと思いますか」などの数学に対する興味・関心に関する質問については、「当てはまる」と回
答した生徒の割合が、ほとんどの質問項目で全国の割合を上回っている。
　しかし、「今回の数学の問題について、解答を言葉や式を使って説明する問題がありましたが、最後まで解答を書こうと努
力しましたか」という質問については、「すべての書く問題で最後まで解答を書こうと努力した」と回答した生徒の割合は、全
国の割合を下回っている。そこで、Ｂ問題にある記述式の問題のみの無解答率の平均を比べてみると、佐賀市の無解答率
は全国の無解答率より3.1ポイント上回っている。既習事項を使って、問題解決の方法や手順を数学的な表現を用いて説明
する問題に対して、苦手意識が強い傾向にあると思われる。
　そこで、生徒が課題に対して問題意識を持ち、既習の内容や方法を生かして、問題に取り組む主体的な姿を養うことが、必
要であると考えられる。基礎的・基本的な知識・技能を確実に身につけるとともに、数学的な思考力・表現力を高めたり、数学
を学ぶことの楽しさや意義を実感したりするために、数学的活動を一層充実させ、言語活動を重視した指導を行っていくこと
が大切であると考えられる。また、実生活との関連を図ったり、学習したことが将来、どんな場面で役に立つのかを伝えたり
するなど、学習したことと生活のつながりを意識させることが必要であると考える。

○ 図形領域の分析と指導改善
　円柱と円錐の体積の関係、空間における直線と直線の位置関係については理解できている。
　しかし、垂線の作図の方法、合同な図形について筋道を立てて考え証明することに課題が見られる。また、数学的な見方
や考え方と記述式の問題では、無解答率が全国の割合と比べて上回っている。
　そこで、作図の学習については、作図の方法で得られた点や線分の特徴を、図形の性質と関連付けて考察できるようにす
るために、観察や操作、実験などの活動を通して、見通しをもって作図したり、図形の関係について調べたりするなど、図形
を論理的に考察し表現する活動を設定する。
　また、事柄が成り立つ理由を筋道を立てて考え、証明できるようにするために、結論を導くために何がわかればよいかを明
らかにしたり、与えられた条件を整理したり、着目すべき性質や関係を見いだし、事柄が成り立つ理由を筋道を立てて考えた
りする活動が必要である。その際、結論から仮定、仮定から結論の両方向から考えて証明する場面を設定する。
　図形の学習では、電子黒板等のICT機器を利用して視覚的に授業を展開し、図形の性質などを用いて事象を説明する場面
を多く設定していくことが大切であると考えられる。

Ⅲ－(２)中学校数学科（５／５） 佐賀市教育委員会


