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○グラフ

資料 66.0 63.5 1.04

数と式 72.1 71.1 1.01
図形 67.8 69.1 0.98

知・理 62.5 63.3 0.99

○内容
　　　・
　 領域

昨年度はすべての内容・領域で全国平均を下回っていたが，「数と式」，「資料の活用」については，全国
平均を上回った。「図形」，「関数」については，全国平均を下回り，どちらも対全国比は0.98であった。

内容・領域 佐賀市 全国 対全国比

○評価
     の
   観点

Ａ問題は，観点「数学的な技能」と「数量や図形などについての知識・理解」について出題され，「数学的
な技能」は全国平均を上回った。昨年度は2観点とも全国平均を下回っていたが，改善されている。

評価の観点 佐賀市 全国 対全国比

技能 71.7 70.4 1.02

関数 54.4 55.5 0.98

A問題（主として「知識」に関する問題）の結果

○全体 佐賀市の平均正答率は，全国平均とほぼ同値である。全36問中，全国平均を上回ったのは，19問であっ
た。全国平均には届かなかったものの昨年度より差は縮まっている。

佐賀市 全国
66 66.1

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30年9月30日

◆　　平成30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

佐賀市の平均は整数値で示さ
れています。
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■「評価の観点」や「内容・領域」については，以下のように表記しています。

Ｄ 資料の活用 資料

数学的な技能 技能 Ｂ 図形 図形

数量や図形などについての知識・理解 知・理 Ｃ 関数 関数

評価の観点 表記 内容・領域 表記

数学的な見方や考え方 考え方 Ａ 数と式 数と式

資料 36.8 38.0 0.97

○グラフ

図形 44.3 46.7 0.95
関数 50.7 52.8 0.96

○内容
　　　・
　 領域

「数と式」，「図形」，「関数」，「資料の活用」について，すべて全国平均正答率を下回り，対全国比は0.95
～0.97であった。

内容・領域 佐賀市 全国 対全国比

数と式 49.8 51.4 0.97

技能 49.8 51.3 0.97

○評価
     の
   観点

Ｂ問題は，観点「数学的な見方や考え方」「数学的な技能」について出題され，どちらも全国平均を下
回った。昨年度の同観点はそれぞれ0.92，0.89であったので，全国平均との差は縮まっている。

評価の観点 佐賀市 全国 対全国比

考え方 43.2 45.1 0.96

B問題（主として「活用」に関する問題）の結果

○全体 佐賀市の平均正答率は，全国平均を下回っている。全14問中，全国平均を上回ったのは，1問であっ
た。

佐賀市 全国
45 46.9

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30年9月30日

佐賀市の平均は整数値で示さ
れています。
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○グラフ

2つの列車のすれ違う地点を，2つのグラフの交点から解釈し，
太一さんが作ったグラフから交点のy座標を読み取り，列車の
すれ違いが1回起こるのがA駅からの道のりが2kmの地点である
こと，2回起こるのがA駅から4kmの地点であることを捉えること
ができている。正答率は全国平均と同等であった。

グラフから必要な
情報を読み取り，
事象を数学的に
解釈することがで
きる。

考え方C関数3(2)B

A 14(2) D資料 技能

与えられた資料か
ら中央値を求める
ことができる。

3年教科書p.209，210の内容を理解し，与えられた記録から中
央値を求めることができる。6％の生徒が中央値と平均値を混
同しているため，代表値の必要性や意味をしっかりと理解させ
る必要がある。

A 12 C関数 知・理

一次関数の意味
を理解している。

与えられた事象の中にある2つの数量の関係を式に表すことが
でき，それが一次関数であることを理解している。全国平均を
上回っているものの，更に定着させる必要がある。

A 3(4) A数と式 知・理

着目する必要が
ある数量を見いだ
し，その数量に着
目し，連立二元一
次方程式をつくる
ことができる。

問題文をきちんと捉え，「買ったプリンとドーナツの代金の合
計」という数量に着目し，その数量の関係から二元一次方程式
を正しくつくることができている。

A 2(4) A数と式 技能

具体的な場面で
関係を表す式を，
等式の性質を用
いて，目的に応じ
て変形することが
できる。

2年教科書p.28，29の内容を理解し，等式の性質を用いて，目
的に応じて正しく変形することができている。解答用紙に「a=　」
という表記がなくても，正しく「a=　」を付けて書くことができるよう
に，～について解くという数学的な意味をふまえて，理解させる
必要がある。

A 2(1) A数と式 技能

数量の大小関係
を不等式に表すこ
とができる。

1年教科書p.74，75の内容を理解し，「重さが15kg以上である」
ということは，「3a+4bが15または15より大きい」ということを正確
に捉えることができており，そのことから，数量の大小関係を正
しく捉え，不等号を用いて適切に表すことができている。全国
平均を上回っているものの，更に定着させる必要がある。

■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

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30年9月30日
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Ｂ ３(1) Ｃ関数 考え方

事象を理想化・単
純化することで表
された直線のグラ
フを，事象に即し
て解釈することが
できる。

列車の運行の様子が直線で表されていることの前提となってい
る事柄を選ぶ問題。一次関数について理解するとともに，一次
関数のグラフの傾きが何を表しているか理解する必要がある。
ダイヤグラムについては，2年教科書p.89の千思万考として提
示してある。グラフから必要とされる情報を読みとる力を養う活
動を充実させる必要がある。

Ｂ ４(1) Ｂ図形 考え方

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。

ある四角形が証明されたことで平行四辺形であることが分かり，
そこから，平行四辺形の別の性質を選ぶ問題。新たに分かるこ
とを選択しなければならないが，すでに証明されている事柄を
選択している誤答が目立つ。授業では，何を根拠に用いて証
明を行ったのか振り返る時間を設け，さらに，既習した平行四
辺形の性質と結びつけるような発展的な問題に取り組む場面を
設定する必要がある。

Ａ ９(2) Ｃ関数 技能

与えられた比例の
グラフから，χの
変域に対するｙの
変域を求めること
ができる。

与えられたχの変域の端点のχ座標3に対応するｙ座標のｙ＝
1，χ座標6に対応するｙ座標のｙ＝2を読み取る短答式問題。
無解答率も14％と高い。比例のグラフで，χの変域を示したと
き，それに対応するグラフ上の部分，さらに，対応するｙ軸上の
部分が視覚的に分かるようなコンテンツを活用し，χの変域とｙ
の変域を対比する学習活動を位置付けると効果的である。

Ｂ ２(2) A数と式 考え方

事象が成り立つ理
由を，構想を立て
て説明することが
できる。

はじめの数に，どんな整数を代入しても計算結果はいつでも4
の倍数になることを説明する記述式問題。具体的な事象の中
に数量の関係を見いだし，それを用いて式に表現したり，式の
意味を読み取ったりする能力が定着していない。そのため無解
答率が高く，まったく違う解答をしている割合も高い。2年の文
字式の利用では，文字式を使って整数の性質を明らかにする
こと，および式の結果を目的にそった形に変えることを扱ってい
る。教科書の例題などで学習したあと，条件がえによる新たな
問題をつくり，その説明を考えさせる活動を設定する必要があ
る。

問題番号 領域 観点 出題のねらい 分析

Ａ １（2） A数と式 知・理

絶対値の意味を
理解している。

絶対値が6である数をかく短答式問題。絶対値とは，ある数に
対応する点と原点との距離であることを理解し，授業では数直
線上に表し，正の数と負の数の2つがあることをしっかりと押さえ
る必要がある。

Ⅲ－(２)中学校数学科（４／５） 佐賀市教育委員会

佐賀市ＨＰ用 平成30年9月30日

■調査結果の分析　【 課題 （弱み） 】

４（1） Ｂ図形 知・理

ひし形は，線対称
な図形であり，点
対称な図形でもあ
ることを理解して
いる。

ひし形が線対称な図形か点対称な図形か選ぶ問題。解答類
型を見ると，ひし形が線対称な図形であることの理解はしてい
るようだが，点対称な図形でもあることを理解していないことが
分かる。2年教科書p.140，141でひし形の性質を学習している
が，いろいろな平面図形に対称軸や対称の中心を書きこんで
みたり，対称性に着目して図形を分類したりする活動を通して，
線対称と点対称についての理解を確かなものにすることが大切
である。

Ａ ５(1) Ｂ図形 知・理

空間における平
面と直線との位置
関係（面と辺が平
行であること）を理
解している。

直方体において，与えられた面に平行な辺をみつける問題。
空間における直線や平面の位置関係を理解できるようにする
必要がある。例えば，空間図形の見取り図を見るだけでなく，
立体の模型に触れたり，実際に立体を作ったりしながら，鉛筆
や下敷きを辺や面に見立てた操作活動を授業に位置付けると
効果的である。

Ａ

Ａ ４（2） Ｂ図形 知・理

折り目の線と角の
二等分線の関係
を理解している。

△ＡＢＣを辺ＡＢが辺ＡＣに重なるように折った線を作図するた
めの線を選ぶ問題。2辺が重なり合うように折った線がある角の
対称軸であることを理解できるようにするために，単純に角の二
等分線の作図ができるだけでなく，何のためにコンパスを使う
のか操作の意味を考えさせたり，角の二等分線など作図の意
味と図形の性質を関連付けるような操作活動を取り入れること
が必要である。



○

○

○

図形領域の分析及び指導改善
半円の直径を軸として回転させてできるの立体の名称を問うA５(2），円柱の見取図からその投影図を選ぶA５(3）に
おいて，佐賀市平均正答率は83.7％と84.5％で，どちらも全国平均を上回った。空間図形を直線や平面図形の移
動によって構成されるものととらえることができており，立体のいろいろな見方ができていると考えられる。平面図形
を実際に動かすなどの操作や観察，デジタル教科書を活用して視覚的に授業を展開しながら，立体の構成や名称
を確認している成果である。一方，線対称な図形や点対称な図形の定義や性質についての理解，基本的な作図
の方法を具体的な場面で活用に課題が見られた。ひし形の性質を問うA4(1)では，全国平均を4.7ポイント下回り，
ひし形は線対称な図形であり点対称な図形でないという誤答が28.4％だった。小6の学習内容であるが，１年の「５
章　平面図形」で回転移動や対称移動の指導の際，関連付けて扱うようにする。平成21年度調査でも平行四辺形
が線対称か点対称かを選ぶ問題で課題が見られたが，改善できていないといえる。折り目の線の作図を問うA４(2)
では，佐賀市平均正答率は48.6％で全国平均を6.3ポイント下回った。基本的な作図をすることだけに焦点化せ
ず，例えば，紙を折るという操作を通して，等しい線分や角を見いだし，折り目の線がどのような直線になるかを考
え，その上でどのように直線を作図すればよいかを判断できるように指導する。また平行四辺形の証明問題Ｂ４(1)
では，佐賀市平均正答率は51.3％で全国平均を4.1ポイント下回った。証明された事柄を基にして新たな性質を見
いだすことに課題が見られ，証明の過程で根拠として用いた性質を新たな性質と捉えている誤答が28.6％だった。
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する。本問題では，「四角形EBFDは平行
四辺形である」という結論を証明した後，見た印象だけで判断せず，丁寧に指導していく。

関数領域の分析及び指導改善
関数を指導するにあたっては，常に表，式，グラフを関連付けて扱いながら変化の様子を捉えることができるように
していく必要がある。比例におけるｙの変域を問うＡ９(2)は，佐賀市平均正答率は46.5％で，全国平均を8.5ポイント
下回った。無解答と解答類型99を合わせると38.6％で，ｙの変域の求め方と変域の表し方が定着していない。「変
域」については1年教科書p.108で学習するが，実際にχの変域とｙの変域が関連するのは，3年の放物線のグラフ
を書くときになる。2年の一次関数の利用でも扱うなど，折に触れて指導できるようにする必要がある。一次関数にお
けるχの値の変化に伴うｙの増加量を問うＡ１１(1)は佐賀市平均正答率42.1％で，全国平均を3.2ポイント下回っ
た。一次関数の変化の割合を求めることを通して，変化の割合は一定であること，その値がグラフの傾きに等しいこ
と，χの増加量が１のときのｙの増加量を表していることを押さえたい。また，直線のグラフを事象に即して解釈する
問題に課題が見られ,表やグラフなど与えられた情報をもとに問題解決の方法を数学的に説明するB3（3）の佐賀
市平均正答率は12.4％（無解答率32.1％）であった。このことから，身のまわりの具体的な事象の中から関数関係を
見いだし，与えられた事象を単純化したグラフの傾きなどが何を表しているのかを丁寧に確認するなどが必要であ
る。昨年と同じ傾向の問題で課題が見られ，改善ができていない。

クロス集計の分析及び指導改善
「数学の勉強は好きですか」や「大切だと思いますか」など興味・関心に関する項目については，「当てはまる」と回
答した生徒の割合が，どちらも全国の割合を上回っていた。また，「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ったが，最後まで解答を書こうと努力しましたか」という質問で，「全ての書く問題で最後
まで解答を書こうと努力した」と回答した生徒は54.0％で，平均正答率はＡ問題とＢ問題で，それぞれ75.6％，
55.7％であった。数学への関心・意欲があり，最後まで解く努力する生徒が多く，さらに，その生徒たちは理解でき
ていることを示している。しかし，「数学の問題の解き方が分からないときは，諦めずにいろいろな方法を考えます
か」に対して，「当てはまる」，「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28.4ポイント，Ｂ問
題で30.4ポイントであった。このことから，個人で問題解決するだけでなく，グループ活動や協働活動を位置付け，
根気強く取り組ませることが必要である。「数学の授業で公式やきまりを習うとき，その根拠を理解するようにしてい
ますか」に対して「当てはまる」，「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22.6ポイント，Ｂ
問題で21.6ポイントであった。また，Ａ問題で，数量や図形などについての知識・理解の問題は22問中13問が全国
平均を下回っていた。公式を覚えさせたり，それを利用して計算ができたりするだけではなく，生徒が公式を帰納的
に導いていくような指導や公式の意味を理解できるよう丁寧に指導していく必要がある。

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

■調査結果の分析　【指導改善について】
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