
令和 3 年度全国学力・学習状況調査結果分析【佐野市】 

小学校第６学年【国 語】 

○平均正答率は、全国と同程度である。 
○「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」「言葉の特徴や使い方に関する事項」全て

の領域において、平均正答率は全国と同程度である。 

〇無解答率は全体的に全国よりも低いと言え、指導の成果がうかがえる。 

〇問題形式としては、短答式、選択式、記述式の問題のいずれも平均正答率は全国と同程度であ

る。 

 

★「話すこと・聞くこと」領域に関する問題 

〇「資料を用いた目的を理解する１二」は、正答率が７割台であるが、他の「話すこと・聞くこ

と」の問題と比較すると正答率が低い傾向にあった。 

→資料を活用するとは、音声言語だけでは聞き手が理解しにくかったり、誤解を招きそうだったりす

る場合などに、資料を使いながら話すことである。この資料は、音声言語を補うものであるため、必

要な文言や数値などの引用、実物や画像・映像、図解したもの、重要な語句の定義付けなどの明示等

が例として挙げられる。資料を活用する際には、その資料が話す内容と整合性があるかどうか、適

切な時間や機会で提示されているかどうかを、事前に確かめる必要がある。「何の目的で、どのよう

な情報を補足、強調したいのか」などを理解したうえで、活用する資料を準備できるようにする指

導が必要である。 

 

→学習の場面では、聞き手の立場に立って話す内容を見直すとともに、自分の伝えたいことを伝える

ために必要な資料は何かを、目的や相手、状況に応じて取捨選択できるように指導することが重要

である。また、実際に発表する場面では、発表を相互に見合ったり、話し手や聞き手の様子を動画で

撮影したりして、自らの表現や聞き手の反応を客観的に捉えることも大切である。捉えたことを基

に、資料を提示しながら話す仕方について検討したうえで、発表を工夫・改善していく実践を積み

重ねていくことも効果的である。 

 

★「書くこと」領域に関する問題 

○「書くこと」の領域の「目的や意図に応じて、理由を明確にしながら、自分の考えが伝わるよ

うに書き表し方を工夫する３二」は、県をやや上回り、全国を上回る結果となっている。 

→目的や意図に応じて簡単に書いたり詳しく書いたりするとは、書く目的や意図を明確にした上で、

詳しく書く必要のある場合や簡単に書いた方が効果的である場合などを判断しながら書き表し方を

工夫することである。事実と感想、意見とを区別して書いたりするためには、事実を客観的に書く

こととともに、その事実と感想や意見との関係を十分捉えて書くことが重要である。さらに、事例

は客観的な事実に裏付けられているかなどを確かめて、自分の考えを深めることができるように指

導することが効果的である。 

 

→学習の場面では、まず事実と感想、意見とを区別して書くことができるように指導することが大切

である。具体的には、自分の考えとそれを支える理由や事例といった関係性が明確になっているか

どうかを確かめられるようなノートの書き方やワークシートの工夫など、視覚的に捉えさせる手立

てが考えられる。また、それらを区別して書くことによって、理由や事例を記述する際の表現を適

切に用いることができるようになることも期待できる。敬体と常体とを意識的に使い分けることや

文末表現に注意して書くことの指導との関連を図ることも有効である。 

 

★「読むこと」領域に関する問題 

○「読むこと」の領域は、全国と同程度の正答率である。 

○「文章全体の構成を捉え、内容の中心となる事柄を把握する２一」は正答率が８割程度で全国

と同程度だった。「目的に応じ、文章と図表とを結びつけて必要な情報を見付ける２三」は、

正答率が３割程度と低く、全国をやや下回る結果となった。 

→目的に応じて、必要な情報を見付けるとは、様々な読む目的に応じて、文章の中から必要な情報を

取捨選択したり、整理したり、再構成したりすることである。必要な情報は、目的に応じて変わるた
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め、読む目的を明確にすることが重要である。日常生活において児童が触れる文章には、図表やグ

ラフ、写真や挿絵などを含むものも多い。文章中に用いられている図表などが、文章のどの部分と

結び付くのかを明らかにすることによって、必要な情報を見付けたり、論の進め方を捉えたりする

ことが重要である。また、単一の情報のみに基づくのではなく、目的に応じて文章と図表などの情

報を関係付けて検討するなど、複数の情報を結び付けて考えを形成することが求められる。 

 

→学習の場面では、説明や解説などの文章を読む際に、図表などが文章のどの部分と結び付くのかを

明らかにし、文章と図表などとの関係を捉えて読むことが重要である。文章と図表それぞれに示さ

れている断片的な情報が、互いに内容を補完し合う関係にあることを捉えて読むことが大切である。

その上で本設問では、「かぎ状」という言葉を手掛かりにするなどして「フックがループにひっかか

ることによってくっつく」という情報を見付けることが求められる。文章中の言葉と図表などの言

葉を線で結び付けるなどして視覚的に理解できるようにすることが効果的である。タブレット端末

を活用し、必要だと考えた語や文にマーカーを引いて視覚的に結び付きを捉えたり、引いた部分を

検討してマーカーを引き直したりして全員で共有する活動を取り入れることなども効果的である。 

 

★「言葉の特徴や使い方に関する事項」領域に関する問題 

○「言葉の特徴や使い方に関する事項」の領域は、正答率が県・全国とも同程度であった。 

○「学年別漢字配当表に示されている漢字を文の中で正しく使う（転がって）３三（１）アと、

（原因）３三（１）エ」は、全国と同程度であった。しかし、「学年別漢字配当表に示されて

いる漢字を文の中で正しく使う（積み重ね）３三（１）ウ」は、全国を大きく下回った。「文

の中における修飾と被修飾との関係を捉える（『すぐに』がくわしくしている言葉）３三(２）

オ」は、全国と同程度だが正答率が４割台となった。  

→漢字の指導に当たっては、日常生活の中で適切に使うことができるようにすることが重要である。

高学年は、漢字による熟語などの語句の使用が一層増加する時期であるため、読み方や字形に注意

して繰り返し練習することにとどまらず、本設問のように、自分が書いた文章を読み返す中で、正

しい使い方を習得できるようにすることが大切である。必要に応じて、漢字を使って文や文章を書

く機会や、漢字を調べたり活用したりする機会を設定することも大切である。 

 

→文の中における修飾と被修飾との関係についての指導に当たっては、文章の内容を理解する場合だ   

 けでなく表現する場合にも、それぞれの文の中での語句の役割や、語句相互の関係に気を付けて、  

 文がどのように組み立てられているかを理解することが重要である。修飾語は、直前や直後の語句 

 を詳しくすると捉えてしまうことがあるため、離れた語句を修飾する場合もあることを理解できる  

ように指導することも必要である。 
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小学校第６学年【算 数】 

○平均正答率については、全国と同程度である。 

○領域別にみると、「数と計算」「測定」「変化と関係」「データの活用」の４領域においては

全国とほぼ同程度であるが、「図形」については全国よりやや下回る結果となっている。 

○観点別にみると、「知識・技能」「「思考・判断・表現」とも全国と同程度である。 

○問題形式（選択式、短答式、記述式）別の正答率は、それぞれ全国と同程度である。 

  

★「数と計算」領域に関する問題 

○「数と計算」の領域の正答率はおよそ６割で、全国と同程度である。 

○「示された除法の結果について、日常生活の場面に即して判断すること４(１)」については 

正答率が８割台で、指導の成果がうかがえる。 

○「商が１より小さくなる等分除(整数)÷(整数)の場面で、場面から数量の関係を捉えて除法の

式に表し、計算をすること４(２)」については、正答率が４割台で、全国、県と比べて下回っ

ており、課題である。 

○「小数を用いた倍についての説明を解釈し、他の数値の場合に適用して、基準値を1としたとき

に比較量が示された小数に当たる理由を記述すること４(３)」については、正答率が５割台で

全国、県と同様、課題である。 

→ 算数の学習では、数量の関係に着目し、式に表して計算したり、計算を日常生活に生かしたりす

ることが大切である。除法の場面では、何が被除数で何が除数かを捉えて立式することができる

ようにすることが重要である。本調査では、除法は「(大きい数)÷(小さい数)」で表されると捉え

ていたり、問題文に示されている数値の順序どおりに立式すると捉えたりしている誤答が多く見

られた。商が 1 または１より大きい場面（被除数≧除数）となるだけでなく、商が 1 より小さい

場面「被除数＜除数」となる除法についても、被除数に当たる数と除数に当たる数を判断して式

に表したり、商の意味を考えたりすることができるように指導することが大切である。 

 

→ 「基準量を 1 としたときにいくつ分に当たるか」という倍の意味について、ある量の何倍かを表

すのに小数を用いてもよいこと、小数は量を表すだけでなく、倍を表す場合があることを図や言

葉を用いて説明することができるようにすることが大切である。 

 

→ 記述式で答える問題に課題がある。適用する数の範囲を広げていきながら、統合的・発展的に考

え、計算に関して成り立つ性質を見いだし、表現することができるようにすることが重要である。

授業の中で、具体的な数値を用いて見付けた除法の性質を、児童自ら一般化して表現する活動が

有効である。そのためにも「商」などの算数の用語を適切に用いて表現することに慣れるように

することが大切である。 

 

★「図形」領域に関する問題 

○「図形」の領域の正答率はおよそ５割で、全国と比べ、やや下回っている。 

○「三角形の面積の求め方について理解すること２(１)」については正答率が４割台で、全国、

県と比べ下回っている。 

○「複数の図形を組み合わせた平行四辺形について、図形を構成する要素などに着目し、図形の

構成の仕方を捉えて、面積の求め方と答えを記述すること２(３)」については、正答率が４割

台で、全国、県と同様、課題である。 

 

→  図形の学習では、観察や構成などの活動を通して、図形を構成する要素などに着目して捉え、図

形の計量について筋道を立てて説明することが重要である。そのために、三角形や平行四辺形の

底辺と高さの関係の理解を確実にし、図形を構成する要素などに着目して、求積のためにどの部

分の長さを測る必要があるかを考えることで、基本図形の面積を求める公式の理解を深め、活用

できるようにすることが大切である。 

→ 公式を用いて面積を求める際には、底辺と高さの関係を理解し、必要な情報を選び出すことがで

きるようにすることが重要である。指導に当たっては、例えば公式を用いる上で不要な辺や線分

の長さを示した図を提示し、求積のために必要な情報を選び出す活動が考えられる。また、水平
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な辺を底辺としている場合だけでなく、水平になっていない辺を底辺としている場合についても、

必要な情報を選び出し、面積を求めることができるようにすることも重要である。 

→ 複数の図形を組み合わせた図形では、面積を求めるために必要な辺の長さや高さを、組み合わせ

る図形の辺の長さや高さから求めるなど、図形を構成する要素に着目して捉え、面積の求め方に

ついて、筋道を立てて説明できるようにすることが大切である。 

 

★「測定」領域に関する問題 

○「測定」の領域の正答率はおよそ７割台で、全国、県と同程度である。 

○「条件に合う時刻を求めること１(４)」については、全国、県と同様、正答率はおよそ９割で指

導の成果がうかがえる。 

→  日常生活において計画的に行動する際に、条件に合う時刻を設定することがよく行われる。その

際、ある事柄の開始時刻と終了時刻、所用時間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。指導に当たっては、正時を区切りとして時刻を考えることや 1 時間後を求めてその〇

分前を求めたり、30 分後の時刻を求めてからさらに□分後を求めたりするなど、自分なりの基準

を設けることができるようにすることが大切である。 

 

★「変化と関係」領域に関する問題 

○「変化と関係」の領域の正答率はおよそ７割台で、全国、県と同程度である。 

○「速さが一定であることを基に、道のりと時間の関係について考察すること１(２)」及び 

「速さと道のりを基に、時間を求める式に表すこと１(５)」については、全国、県と同様、正答

率は８割台で指導の成果がうかがえる。 

○「速さを求める除法の式と商の意味を理解すること１(３)」については、正答率が５割台であ 

り、全国、県と同様、課題である。 

→  日常生活で出会う様々な問題場面において、問題を解決するために、場面や状況に応じて、必要

な数量やその関係を捉え、図や式などに表したり、結果を適切に導いたりすることが重要である。

本調査では、示された除法の式が 1 分間当たりに進む道のりを求めるための式であることは理解

しているが、求めた商を比べた時、数値が小さいほうが速いと捉えていると考えられる誤答が多

かった。どちらが速いかを比べる際には、単位量を道のりまたは時間で比べる場合があり、どち

らを単位量として設定しているかについて考え、速さを求める除法の式と商の意味を理解できる

ようにすることが重要である。 

 

★「データの活用」領域に関する問題 

○「データの活用」の領域の正答率はおよそ７割で、全国と同程度である。 

○「棒グラフから数量を読み取ること(３(１)」「棒グラフから項目間の関係を読み取ること３ 

(２)」の正答率はおよそ９割で、指導の成果がうかがえる。 

○「帯グラフで表された複数のデータを比較し、示された特徴をもった項目とその割合を記述でき

る３(４)」の正答率は５割程度で、全国及び県と同様、課題が見られる。 

○「データを二次元の表に分類整理すること３(３)」の正答率は６割程度で、全国及び県と同様

課題が見られる。 

→ 身の回りの事象について、その事象の因果関係や傾向を漠然と捉えるだけでなく、データに基づ

いて判断する統計的な問題解決の方法を知り、その方法で考察していくことが重要である。その

ために、例えば身の回りの事象について、興味・関心や問題意識に基づき、統計的に解決可能な問

題を設定し、見通しを立て、どのようなデータをどのように集めるかについて計画を立てるとと

もに、データを集めて分類整理、目的に応じて観点を決めてグラフや表に表し、データの特徴や

傾向をつかんだ上で、問題に対する結論をまとめることが大切である。そして、さらに更なる問

題を見いだし、解決していくことも大切である。 

 

→ 二次元の表には、異なる項目間での関係について考察できるというよさがあり、目的に応じて集

めたデータを二つの観点から分類整理できるようにすることが重要である。指導に当たっては、

目的に応じ、ある観点から起こりうる場合を分類し、項目を決め、二次元表を作成する活動が有

効である。また、その際、落ちや重なりがないよう具体的に指導することも必要である。 
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中学校第３学年【国 語】 

○平均正答率は、全国と同程度である。 
○領域別に見ると、「話すこと・聞くこと」の領域において、全国よりやや下回る結果となって

いる。「書くこと」「読むこと」「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の領域にお

いては、全国とほぼ同程度である。 

〇問題形式（選択式、短答式、記述式）別の正答率は、それぞれ全国と同程度である。記述式の

問題については、全国と比べ、無回答率が高い。また、記述式は短答式に比べて２割近く正答

率が低く、課題である。 

 

★「話すこと・聞くこと」領域に関する問題 

                       

〇「話すこと・聞くこと」の領域は、全国の正答率をやや下回った。 

〇「話合いの話題や方向を捉えて、話す内容を考える（１三)」については、全国の正答率を下回

るとともに、正答率が５割程度であり、課題が見られる。 

→話合いは、話すことと聞くことが交互に行われるところにその特徴がある。話すことに関する指導

事項及び聞くことに関する指導事項との密接な関連を図って指導する必要がある。 

 

→話題や展開を捉えながら話し合うためには、何についてどのような目的で話し合っているかといっ

た、目指している到達点を常に意識するように指導することが大切である。その際、多くの発言に

よって考えを広げていく段階や、出された発言の内容を整理しながら考えをまとめる段階など、話

合いにおけるいずれの段階においても、話題を意識しながらその過程を捉えて話したり聞いたりす

るように指導することが重要である。また、ICT 機器を活用して話合いの様子を動画で記録し、発言

の仕方や内容を振り返るように指導することも効果的である。 

 

→国語科で育成するこのような言語能力については、各教科等における話合いを取り入れた言語活動

の更なる充実に資するものとなるよう、教科横断的な視点から教育課程の編成を図ることも大切で

ある。 

 

★「書くこと」領域に関する問題 

 

〇「書くこと」の領域は、全国の正答率と同程度である。 

〇「書いた文章を読み返し、語句や文の使い方、段落相互の関係に注意して書く(２一)」につい

ては、全国の正答率と同程度ではあるが、正答率が３割に満たず、課題である。 

〇「伝えたい事柄が相手に効果的に伝わるように書く(４四)」については、全国の正答率と同程

度ではあるが、無解答率が他の設問と比べ高く、書くことに対して抵抗のある生徒が、まだ一

定数いることが課題である。 

→文章を推敲する際には、目的や意図に応じて、読みやすく分かりやすい文章にするために、読み手

の立場に立って文章を整えるように指導する必要がある。その際、標記や語句の用法、叙述の仕方、

表現の効果などを確かめるように指導することが大切である。具体的な学習活動としては、自分の

考えを伝えたり印象付けたりする上で、書いた文章の表現がどのように働いているかを確かめるな

どの学習活動が考えられる。その際、自分が書いた文章を説明や具体例、描写などに着目して見直

し、これらの表現が、自分の考えを明確に伝えるために機能しているか、どのような効果を生んで

いるかなどについて検討し、その上で誤解のない表現やより効果的な表現にしていくように指導す

ることが重要である。 

 

→伝えたいことを読み手に分かりやすく伝えるためには、目的や意図に応じて説明や具体例を加えた

り、表現しようとする内容に最もふさわしい語句を選んで描写を工夫したりするように指導するこ

とが大切である。その際、これまでの学習を生かし、詳しく書く必要のある場合や簡単に書いた方

が効果的である場合などを判断しながら書き表し方を工夫するように指導することも重要である。 
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★「読むこと」領域に関する問題 

 

〇「読むこと」の領域は、全国の正答率と同程度である。 

〇「登場人物の言動の意味を考え、内容を理解する(３三）」については、全国の正答率をやや下

回った。 

〇「文章に表れているものの見方や考え方を捉え、自分の考えをもつ(３四）」については、全国

の正答率をやや上回ったものの、無回答率は全設問の中で最も高かった。 

→文学的文章を読む際には、登場人物の言葉や言動が話の展開などにどのように関わっているのかを

考えながら読むように指導することが大切である。具体的には、個々の場面や描写から直接分かる

ことを把握するだけでなく、複数の場面を相互に結び付けたり、各場面と登場人物の心情や行動、

情景等の描写とを結び付けたりすることによって、場面や描写に新たな意味付けを行うように指導

することが大切である。 

 

→文学的文章を読んで自分の考えをもつためには、「構造と内容の把握」や「精査・解釈」の学習過程

を通して理解したことを他者に説明したり、他者の考えやその根拠などを知ったりするように指導

すること必要がある。その上で、改めて自分が文章をどのように捉えて精査・解釈したのかを振り

返ることで自分の考えを確かなものにするよう指導することが大切である。 

 

→文学的文章を読むに当たっては、幅広く文学作品に目を向け、新たなものの見方や考え方を発見し

たり、様々な視点から物事について考えたりすることができるよう工夫して指導することが重要で

ある。 

 

 

★「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」領域に関する問題 

 

〇「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」は、全国の正答率と同程度である。 

〇「相手や場に応じて敬語を適切に使う（４三）」については、全国の正答率をやや上回ったも

のの、正答率は４割台となっており、全国、県と同様、課題である。 

→相手や場に応じて敬語を適切に使うことに課題がある。尊敬語と謙譲語の違いを理解し、適切に使

い分けることができていないことが考えられる。言葉遣いについては、小学校での学習を踏まえ、

敬語を含め広く相手や場に応じた言葉遣い全般について指導する必要がある。その際、公的な場面

で改まった言葉遣いをすることのほか、会話をしたり手紙を書いたりする際に相手に応じた語句を

選んで用いることなどにも留意するように指導することが大切である。社会生活に必要な手紙や電

子メールを書くなど、具体的な場面を設定し、指導することが効果的である。 
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中学校第３学年【数 学】 

○平均正答率については、全国と同程度であり、過去１０年間で全国との差が最も小さくなり、

指導の成果がうかがえる。 

○領域別にみると、「数と式」「図形」「関数」「資料の活用」の全ての領域において、全国と

同程度である。 

○観点別にみると、「数学的な見方や考え方」及び「知識・理解」については全国と同程度であ

るが、「数学的な技能」が全国をやや下回っている。 

○問題形式（選択式、短答式、記述式）別の正答率は、それぞれ全国と同程度であるものの、記

述式の問題については全国、県ともに課題となっている。 

  

★「数と式」領域に関する問題 

○「数と式」の領域の正答率はおよそ６割で、全国と同程度である。 

○「問題場面における考察の対象を明確に捉えること６（１）」については、正答率が８割台で

指導の成果がうかがえる。 

○「数学的な結果を事象に即して解釈し、事柄の特徴を数学的に説明すること６(３)」については

正答率が３割程度と、全国、県ともに課題である。 

○「目的に応じて式を変形したり、その意味を読み取ったりして、事柄が成り立つ理由を説明する

こと６(２)」については、正答率が５割台で全国に比べ下回っている。 

→ 数に関する事象を考察する場面では、成り立ちそうな事柄を予想し、予想を確かめ、事柄が成り

立つ理由について筋道を立てて考え、数学的に説明すること、さらに問題の条件を変えるなどし

て、発展的に考察することが大切である。また、いったん解決された問題やその解決過程を振り

返り、問題の条件や仮定を見直したり、共通する性質を見いだしたりすることを通して、統合的・

発展的に考察できるようにすることが大切である。 

 

→ 目的に応じて式を変形したり、その意味を読み取ったりして、事柄が成り立つ理由を説明するこ

とができるようにすることが必要である。指導に当たっては、事柄が一般的に成り立つ理由を、

構想を立てて説明する場面を設定し、文字式や言葉を用いて根拠を明らかにできるように指導す

ることが大切である。 

 

★「図形」領域に関する問題 

○「図形」の領域の正答率はおよそ５割で、全国と同程度である。 
○「平行四辺形になるための条件を用いて、四角形が平行四辺形になることの理由を説明するこ

と９(１)」については、正答率が４割台ではあるが、全国、県と比べやや上回っている。 

○「ある条件の下で、いつでも成り立つ図形の性質を見いだし、それを数学的に表現すること９ 

（３）」については、正答率が３割以下であり、全国や県と同様、課題となっている。 

○「扇形の中心角と弧の長さや面積との関係について理解すること３」については、正答率が６

割台であり、全国や県と比べやや下回っている。 

 

→  図形の性質を考察する場面では、予想した事柄が成り立つ理由を、筋道を立てて考えることや条

件を保ったまま図形を動かしても成り立つ事柄を見いだすことが大切である。指導に当たっては、

論理的に考察し表現するために、結論が成り立つための前提を表現することができるように指導

することが大切である。例えば、同位角や錯角が等しくなるための前提となる 2 直線の位置関係

を明らかにする活動を取り入れることなどが考えられる。その際、直線 FE と直線 BC が平行であ

ることを「FE//BC」と表すことなど、数学的に正しく表現できるよう指導することも大切である。 

 

→ 扇形を円の一部として捉えることについては、「とちぎっ子学習状況調査」の本市の調査結果に

おいても経年で課題となっている内容である。扇形を円の一部として捉え、中心角の大きさに伴

って変わる数量に着目し、その関係を見いだすことができるようにすることが重要である。指導

に当たっては、円を折ったり切ったりしてできた扇形と元の円を比べる活動を行うなど、観察や

操作、実験を通して、扇形と円を関連付けて捉える場面を設定することで、扇形の中心角の大き

さと弧の長さや面積との関係を見いだすことができるようにすることが大切である。 
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★「関数」領域に関する問題 

○「関数」の領域の正答率はおよそ６割で、全国、県と同程度である。 

○「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７(１)」については、正答率 

  が９割を超え、指導の成果がうかがえる。 

○「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７(２)」については、正答 

率が３割以下であり、全国、県をやや下回っている。 

→ 実生活の場面において、事象を理想化・単純化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。実生活で得られたデータを理想化したり単純化したりすることで、2 つの数量の

関係を比例と見なして問題を解決することができるようにすることが大切である。 

 

→ 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、「用い

るもの」とその「用い方」の両方を指摘し、問題解決の方法を的確に説明する活動を取り入れるこ

とが有効である。例えば、本設問を使って授業を行う際には、「砂が落ちるまでの時間」は「砂の

重さ」に比例するとみなした上で、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を通る直線のグラフをかくこと（「用いるもの」）と y 座標が 120 のとき

の x 座標を読むこと(「用い方」)の両方を指摘し、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。 

 

★「資料の活用」領域に関する問題 

○「資料の活用」の領域の正答率はおよそ５割で、全国と同程度である。 

○「与えられたデータから中央値を求めること５」及び「ヒストグラムからある階級の度数を読

み取ること８(１)」の正答率は８割を超え、指導の成果がうかがえる。 

○「相対度数の必要性と意味を理解すること８(２)」の正答率は４割台で全国及び県と同様、課

題となっている。また、「データの傾向を的確に捉え、判断の理由を数学的な表現を用いて説

明すること８(３)」の正答率は３割以下ではあるが、全国及び県と比較するとかなり上回っ

ている。」 

→ これまでの本調査結果から、相対度数を求めることやその理解について課題が見られた。相対度

数の必要性と意味を理解できるようにするためには、大きさの異なる２つ以上の集団のデータを

比較する際に、相対度数を求めるだけでなく、相対度数を用いた方がデータの傾向について比較

しやすくなることがあるということを知るなど、授業の中で相対度数の必要性について取り上げ

る場面を設定することが大切である。問題解決をした後に、相対度数を用いたときと用いていな

いときの度数分布表や度数分布多角形を比較し、相対度数を用いることのよさを振り返る場面を

取り入れることなどが考えられる。 

 

→ 日常生活や社会の事象を題材とした問題などを取り上げ、統計的に問題解決することができるよ

うにすることが大切である。その際、問題を解決するために計画を立て、必要なデータを収集し

て処理し、データの傾向を捉え、その結果を基に批判的に考察し判断するという一連の活動を充

実することが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


