小学校

の自校採点結果に基づいた指導資料

自校採点結果による正答率 ７０．７％（管内平均）

H29A ５

【問題】
平行な２本の直線を使って、平行四辺形や
三角形をかきました。
下の１から４までの三角形の中で、平行四辺
形アの面積の、半分の面積であるものはどれで
すか。すべて選んで、その番号を書きましょう。

【誤答の原因】
底辺と高さが同じ長さの平行四辺形と三
角形においては、三角形の面積は平行四
辺形の面積の半分であるという関係を、
○図形の向きが変わった場合も同様である
と判断できないため、２を選択しない。
○高さが図形の外部にある場合も同様であ
ると判断できないため、３を選択しない。

【予想される
誤答の例】
「２」だけを選択
「３」だけを選択

【指導のポイント】
・三角形を二つつないで平行四辺形をつくる、平行四辺形を対角線で
二つの三角形に分ける等、図形を〔操作する〕

・底辺、高さといった算数の言葉を使って、三角形と平行四辺形の面積
の関係を〔説明する〕

【出題の趣旨】
「底辺」も「高さ」も同じ長さのとき、平行四辺形の面積は、三角形の面積の２倍になる。
高さが等しい平行四辺形と三角形について、
三角形の面積は、平行四辺形の面積の半分になる。
底辺と面積の関係を理解しているかどうかを
みる。
・高さに任意の数を当てはめて面積を求めた場合でも、上記の関係が
成り立つことを〔たしかめる〕
【正答】
高さが４ｃｍの場合
「２」と「３」を選択
アの面積：８ｃｍ2 １の面積：６ｃｍ2 ２の面積：４ｃｍ2 ３の面積：４ｃｍ2 ４の面積：２ｃｍ2

【過去の類似問題】
全国学力・学習状況調査

平成１９年度Ａ５（１）（２） 平成２０年度Ａ５ 平成２１年度Ａ６ 平成２３年度Ａ４
平成２４年度Ａ５（２） 平成２５年度Ｂ３（１）（２） 平成２８年度Ａ５

自校採点結果による正答率 ８４．６％（管内平均）

H29A ８

【問題】
はじめにシールを何枚か持っていて、５人で等
しく分けたら、１人１０枚ずつになりました。
このことを、はじめに持っていたシールの枚数を
□枚として式に表します。
下の１から４までの中から、正しい式を１つ選
んで、その番号を書きましょう。
１
２
３
４

【予想される
誤答の例】

【誤答の原因】
○数量の関係を的確に捉えることができて
いない。
○具体的な場面と式をつなげることができ
ていない。

「４」を選択

【指導のポイント】
・場面における数量の関係を〔図に表す〕

□×５＝１０
１０×□＝５
□÷５＝１０
１０÷□＝５

１０枚
１人

１０枚
１人

□枚
１０枚
１人
５人

１０枚
１人

１０枚
１人

・図や言葉の式を関連させて、数量の関係を〔説明する〕
【出題の趣旨】
未知の数量を表す□を用いて、問題場面
を除法の式に表すことができるかどうかをみ
る。

１人分の
枚数
１０枚
１人

全体の枚数
１０枚
１人

□枚
１０枚
１人
５人

１０枚
１人

人 数
【正答】
「３」を選択

【過去の類似問題】
平成２６年度全国学力・学習状況調査Ａ ９

１０枚
１人

全体の枚数÷人数＝１人分の枚数

→ □ ÷ ５ ＝ １０

・式に任意の数を当てはめて、式が状況に適しているか〔たしかめる〕
□ ÷ ５ ＝ １０
□にあてはまる数は５０
問題に合う。

１０ ÷ □ ＝ ５
□にあてはまる数は２
問題に合わない。

小学校

の自校採点結果に基づいた指導資料

仮の平均を用いた考えを解釈し、示された数値を基準
とした場合の平均の求め方を記述できるかをみる。

自校採点結果による正答率 ３３．６％（管内平均）

かずやさんは、平均を求める計算を簡単にするために、７ｍをこえた部分
に着目し、次のように平均を求めました。

【問題】
７ｍ２０ｃｍをこえた部分に着目した平均の求め方を、言葉
や式を使って書きましょう。

H29B ３ （２）

【かずやさんの平均の求め方】
７ｍをこえた部分の平均を求めます。
（５２＋３１＋５４＋２０＋４３）÷５＝４０
７ｍに、求めた平均の４０ｃｍをたします。
車が進んだきょりの平均は、７ｍ４０ｃｍです。

表 車が進んだきょりの記録

回数

車が進んだきょり

１

７ｍ５２ｃｍ

２

７ｍ３１ｃｍ

３

７ｍ５４ｃｍ

４

７ｍ２０ｃｍ

５

７ｍ４３ｃｍ

【かずやさんの平均の求め方】を聞いた
はるなさんは、次のように考えました。
７ｍのかわりに、７ｍ２０ｃｍをこえた部分に
着目しても、平均を求めることができます。
【本調査問題を解決する際に必要となる子どもの力】
○ 平均の意味理解
〇 提示された考え（他者の考え）を理解する力

【正答例】
７ｍ２０ｃｍをこえた部分の平均を求めます。
（３２＋１１＋３４＋０＋２３）÷５＝２０
もとにした７ｍ２０ｃｍに、求めた平均の２０ｃｍをたします。
車が進んだきょりの平均は、７ｍ４０ｃｍです。

【予想される誤答の例】
７ｍ２０ｃｍを基準にすると、４回目の記録が０ｃｍになること
から、「÷５」ではなく「÷４」にする誤答

〇 提示された考え（他者の考え）を状況に応じて適用する力
〇 導き出した自分の考えが、状況に適応しているかを評価する力

他者の考えを理解し、発展的に考えることで、自分の考えを深める授業
表 車が進んだきょりの記録

ゴムで動く車をつくり、
車が進んだきょりの５
回分の記録をとったら、
右の表のようになりまし
た。
この車が進んだきょり
の平均は、何ｍ何ｃｍ
になりますか。

回数

車が進んだきょり

１

７ｍ５２ｃｍ

２

７ｍ３１ｃｍ

３

７ｍ５４ｃｍ

４

７ｍ２０ｃｍ

５

７ｍ４３ｃｍ

かずやさんは、平均を求める計算を簡単にするために、
７ｍをこえた部分に着目し、次のように平均を求めました。
【かずやさんの平均の求め方】
（５２＋３１＋５４＋２０＋４３）÷５＝４０
平均は７ｍ４０ｃｍです。

【かずやさんの平均の求め方】を聞いたはるなさんは、
次のように考えました。
７ｍのかわりに、７ｍ２０ｃｍをこえた部分に
着目しても、平均を求めることができます。
７ｍ２０ｃｍをこえた部分に着目した平均の求め方を、
言葉や式を使って書きましょう。

７ｍをこえた部分に着目する場合と、
７ｍ２０ｃｍをこえた部分に着目する場
合の考え方で、同じところや違うところ
はありますか。

かずやさんは、どのように考えたと
思いますか？

平均はどれくらいになりそうですか？
予想が正しいかどうか、実際に平均を
求めて確かめましょう。

〔図に表す〕
Point
・式の意味を考えさせる。
・グラフを用いて視覚的に捉えさせる。

Point
・結果を予想させる。

〔説明する〕

〔たしかめる〕
Point
・考え方の相違点に着目させる。
・考え方のポイントを整理させる。

基準（７ｍ）をこえた部分の平均を求
めているから、最後に基準（７ｍ）に足
せばいいことが分かりました。

だいたい７ｍ４０ｃｍぐらいになりそう。
全てを足して５で割れば正確な平均が
求められます。

展開

導入

終末

表 車が進んだきょりの記録

ゴムで動く車をつくり、
車が進んだきょりの５
回分の記録をとったら、
右の表のようになりまし
た。
この車が進んだきょり
の平均は、何ｍ何ｃｍ
になりますか。

回数

車が進んだきょり

１

７ｍ５２ｃｍ

２

７ｍ３１ｃｍ

３

７ｍ５４ｃｍ

４

７ｍ２０ｃｍ

５

７ｍ４３ｃｍ

①ｍの単位をｃｍの単位で表す。
７ ｍ５２ｃｍ→７５２ｃｍ

７ｍ３１ｃｍ→７３１ｃｍ

７ ｍ５４ｃｍ→７５４ｃｍ

７ｍ２０ｃｍ→７２０ｃｍ

７ ｍ４３ｃｍ→７４３ｃｍ

めあて

平均を簡単に求める方法について考えよう。

（ ７５２＋７３１＋７５４＋７２０＋７４３）÷５＝７４０

③□ｍ□ｃｍで表す。

かずやさんは、平均を求める計算を簡単にするために、
７ｍをこえた部分に着目し、次のように平均を求めました。
【かずやさんの平均の求め方】
（５２＋３１＋５４＋２０＋４３）÷５＝４０
平均は７ｍ４０ｃｍです。

７ｍ２０ｃｍをこえた部分に着目した平均の求め方を、
言葉や式を使って書きましょう。

７ｍをこえた部分の
きょり（５回分）の平均

・基準（７ｍ）をこえた部分だけの平均を求めている。

・基準をこえた部分の平均を求めて、最後に基準に足す。
かずやさん

・「０」があっても５回分
（３２＋１１＋３４＋０＋２３）÷５＝２０
７ｍ２０ｃｍ＋２０ｃｍ＝７ｍ４０ｃｍ

（５２＋３１＋５４＋２０＋４３）÷５＝４０

・回数（５回）は変わらない。

７ ４０ｃｍ→７ｍ４０ｃｍ

【かずやさんの平均の求め方】を聞いたはるなさんは、
次のように考えました。
７ｍのかわりに、７ｍ２０ｃｍをこえた部分に
着目しても、平均を求めることができます。

７ｍをこえた部分のきょり（５回分）

②平均を求める

もっと簡単に求める
方法があるよ。

４回目が０になったけど、５回分でわ
り算することで、同じ答えになりました。

・平均は、７ｍ４０ｃｍになる。（結果は同じ）

・基準は７ｍ２０ｃｍ

・こえた部分の平均は２０ｃｍ
・答えは変わらない
ま とめ

基準を決め、基準をこえた部分の
平均を基準に足すことで、簡単に平
均を求めることができる。

