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解答類型 正答

（正答例①）

（正答例②）

（注）いずれも，不等式を用いて記述しているものも可とする。

（正答の条件）

１ 正答の条件をすべて満たしているもの ◎

９ 上記以外の解答

０ 無解答

【正答の条件】
正答の要素に基づく，具体的な正答例及び正答の条件は以下のとおりである。

設問 〔1〕 (2) (ⅰ)
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【主な指導内容】
学習指導要領 「数学Ⅰ」

２ 内容
(2) 図形と計量

イ 図形の計量
三角比を平面図形や空間図形の考察に活用すること。

【出題のねらい】
登場人物の主張について，それが真の命題であることを証明するための方略（構

想）を見いだす力を問う問題である。具体的には，三角形において一辺の長さが固
定されているとき，その対角が最大となる場合は外接円の半径が最小となること，
正弦定理を根拠とすればよいことを見いだす力を問う問題である。

【解答させる内容（問題の例）と資質・能力，出題形式との関係について（素案）】
③問題を焦点化する（問題解決の方略など）

ある命題の真偽を調べる方法を求める。

【正答の要素】
命題が真であることの根拠として，正弦定理を利用すればよいことを見いだすこと

ができる。

設問 〔1〕 (2) (ⅱ)
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解答類型 正答

（正答例①）

（正答例②）

（正答例③）

（正答の条件）

１ 正答の条件をすべて満たしているもの ◎

９ 上記以外の解答

０ 無解答

【正答の条件】
正答の要素に基づく，具体的な正答例及び正答の条件は以下のとおりである。

設問 〔1〕 (2) (ⅱ)
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※解答させる内容と資質・能力，出題形式との関係は，代表的な例を挙げているものであり，問い方や場面等によっては別の出題形式等で問う可能性もあり得る。
※ここでの「テクスト」は，文章，及び，文章になっていない断片的な言葉，言葉が含まれる図表などの文章以外の情報を含む。

構造と内容の把握 精査・解釈 考えの形成

知識・技能
（略）

【創造的・論理的思考の側面】
➢情報を多角的・多面的に精査し構造化する力
・推論及び既有知識による内容の補足，精緻化
・論理（情報と情報の関係性：共通－相違，原因

－結果，具体－抽象等）の吟味・構築
・妥当性，信頼性等の吟味
➢構成・表現形式を評価する力

【感性・情緒の側面】
➢言葉によって感じたり想像したりする力，感情

や想像を言葉にする力
➢構成・表現形式を評価する力

【他者とのコミュニケーションの側面】
➢言葉を通じて伝え合う力
・相手との関係や目的，場面，文脈，状況等の

理解
・自分の意思や主張の伝達
・相手の心の想像，意図や感情の読み取り
➢構成・表現形式を評価する力

考えの形成・深化
➢考えを形成し深める力
・情報を編集・操作する力

考えの形成・深化
➢考えを形成し深める力

・新しい情報を，既に持ってい
る知識や経験，感情に統合し
構造化する力

・新しい問いや仮説を立てる
など，既に持っている考えの構
造を転換する力

テ
ク
ス
ト
の
内
容
や
解
釈
を
解
答
す
る
問
題

①テクストの
部分の把握，
精査・解釈

※テクストの
部分を把握，
精査・解釈し
て解答する
問題

構造や内容を把握して，テクストに
挿入すべき語句を答える。

構造や内容を把握して，テクストに挿入すべき語
句を答える。

構造や内容を把握して，テクストの
内容を答える。

構造や内容を把握して，テクストの内容を答える。

テクストの中における，比喩表現の
示す内容を答える。

テクストの中における，比喩表現の示す内容を答
える。

テクストの中における，抽象的表現
や難しい表現の意味内容を答える。

テクストの中における，抽象的表現や難しい表現
の意味内容を答える。

テクストの特定の場面における登場人物の心情，
ある心情に基づく言動を答える。

②テクストの
全体の把握，
精査・解釈

※テクストの
全体を把握，
精査・解釈し
て解答する
問題

テクストにおける筆者の主張とその主張の理由・
根拠を説明する。

テクストに表現された事物について，目的・場面・
文脈・状況等を説明する。

テクストの会話や表現等に着目して，登場人物の
心情の変化等を説明する。

テクストを通じて対比されている事項について考
察し，共通点や相違点について説明する。

条件として示された目的等に応じてテクスト全体
を要約し，論旨に沿って説明する。

考
え
を
解
答
す
る
問
題

③テクストの
精査・解釈
に基づく考
えの形成

※テクストの
精査・解釈
に基づく考
えを解答す
る問題

テクスト全体の論旨を把握し，推論による内容の
補足をして，筆者の主張について論じる。

テクスト全体の論旨を把握し，推論
による内容の補足をして，筆者の主
張について論じる。

テクスト全体の論旨を把握し，既有知識や経験に
よる内容の精緻化を行って論じる。

テクスト全体の論旨を把握し，既有
知識や経験による内容の精緻化を
行って論じる。

テクスト全体の論旨を把握し，条件として示された
目的等に応じて必要な情報を付加，統合して比
較したり，関連づけたりして論じる。

テクスト全体の論旨を把握し，条件
として示された目的等に応じて必要
な情報を付加，統合して比較したり，
関連づけたりして論じる。

複数のテクストの妥当性を吟味し，情報を統合・
構造化して論じる。

複数のテクストの妥当性を吟味し，
情報を統合・構造化して論じる。

条件として示された目的等に応じて，考えを形成
して論じる。

条件として示された目的等に応じて，
考えを形成して論じる。

④テクストの
精査・解釈
を踏まえた
自分の考え
の形成

※テクストの
精査・解釈
を踏まえて
発展させた
自分の考え
を解答する
問題

テクストにおける筆者の主張を踏まえつつ，自分
の考えを形成して論じる。

テクストにおける筆者の主張を
踏まえつつ，自分の考えを形
成して論じる。

テクストに示された図表等の情報を分析した上で，
仮説を立てて，自分の考えを論じる。

テクストに示された図表等の情
報を分析した上で，仮説を立て
て，自分の考えを論じる。

テクストの論旨を踏まえて，既有知識・経験を具
体的に挙げながら，自分の考えを論じる。

テクストの論旨を踏まえて，既
有知識・経験を具体的に挙げ
ながら，自分の考えを論じる。

テクストを踏まえて，テクストと自分自身との関わ
りについて考えたり，想像したりして，自分の考え
を形成して論じる。

テクストを踏まえて，テクストと
自分自身との関わりについて
考えたり，想像したりして，自分
の考えを形成して論じる。

学習指導要領の見直しの内容等も踏まえ，下記について更に整理する。

【国語】解答させる内容（問題の例）と資質・能力，出題形式との関係について（素案）

①選択式・短答式

②選択式・条件付記述式

③選択式・
条件付記述式

【参考】解答させる内容と資質・能力，出題形式との関係について

○テクストに書かれていること（構造や内容）を把握した
上で，テクストの一部分から精査・解釈する。
○テクストに含まれている情報について答える。

○テクストに書かれていること（構造や内容）を把握した
上で，テクスト全体から精査・解釈する。
○テクストに含まれている情報について答える。

○テクストに書かれていること（構造や内容）を把握した
上で，テクスト全体から精査・解釈し，それに基づき考え
を形成する。

○テクストに含まれている情報に基づく考えについて答
える。

○テクストに書か
れていること（構造
や内容）を把握した
上で，テクスト全体
から精査・解釈し，
それを踏まえなが
ら発展的に自分の
考えを形成する。

○（テクストに含ま
れている情報を用
いつつ，）テクスト
に含まれていない
自分の考えについ
て答える。

モデル問題例１ 問１

モデル問題例１ 問３
モデル問題例２ 問１

モデル問題例１ 問２
モデル問題例２ 問３

モデル問題例１ 問４
モデル問題例２ 問２

④自由記述式・小論文



44※解答させる内容と資質・能力，出題形式との関係は，代表的な例を挙げているものであり，問い方や場面等によっては別の出題形式等で問う可能性もあり得る。

知識・技能の利用 焦点化した問題を解決すること

○目的に応じて数・式，図，表，グラフな
どを活用し，一定の手順にしたがって数学
的に処理する力

○数学的な見方・考え方を基に，的確か
つ能率的に処理する力

○論理的に推論する力（帰納，類推，演
繹）

数学を活用した問題解決に向け
て，構想・見通しを立てること

○数学的な問題の本質を見い
だす力（洞察力）

○数学的な問題を解決するた
めの見通しを立てる力（構想力）

解決過程を振り返り，得られた結果を意味
づけたり，活用したりすること

○得られた結果を元の事象に戻してその
意味を考える力

○様々な事象に活用する力

解決過程を振り返るなどして概念を形成し
たり，体系化したりすること

○得られた結果を基に批判的に検討し，
体系的に組み立てていく力

○見いだした事柄を既習の知識と結びつ
け，概念を広げたり深めたりする力

○統合的・発展的に考える力

①焦点化された問
題を解く

※数学における基
本的な概念や原
理・法則等を理解
し，知識を用いて
与えられた問題を
解決すること

簡単な無理数の四則計算（無理
数の加法，減法，乗法公式など
を利用した乗法，分母が二項程
度までの分数の分母の有理化）

ある命題が，他の命題の必要
条件，十分条件，必要十分条件
のいずれかであるか判断する。

分配法則，たすき掛けを用いて，
式を展開したり因数分解したり
する。

正弦定理，余弦定理や三平方
の定理等を用いて，sinθ，cosθ，
tanθの数値を求める。

ある資料の，平均値，中央値，
最頻値，分散，標準偏差等の数
値を求める

②問題を焦点化す
る（数式，図表，グ
ラフ など）

※数学における基
本的な概念や原
理・法則等を理解
を基に，問題場面
に活用して問題を
解くこと

文字や数字で示された集合について，共
通部分，和集合などを，場合分けして考え
て解く。

おきかえや，交代式の性質などを用いた
りして，式の展開や因数分解を能率的に
行う。

絶対値を用いた一次不等式について，絶
対値の性質やグラフなどを用いて場合分
けして解く。

二次関数の式やグラフ等を用いて，関数
のとり得る値の範囲を求める。

やや複雑な二次関数の最大値や最小値
を条件に応じて場合分けをして求める。

絶対値の付いた二次関数について，場合
分けしてグラフをかいたり，グラフを基に
条件に適する数値の範囲を求める。

やや複雑な方程式をおきかえを利用した
りして簡単な方程式に変形し解を求める。

三角比や正弦定理，余弦定理を用いて条
件に適する図形やその特徴などを答える。

③問題を焦点化す
る（問題解決の方
略 など）

※問題場面で成り
立つことが予測さ
れる数学的な事
柄・事実や，問題
解決に向けた構想
を立てるなど問題
解決の方略を表現
すること

ある命題の真偽を調べる方法を求める。 ある命題の真偽を調べる方法を
求める。

事象を特定の図形に着目して考察し，そ
の結果を基に，問題解決の方法を数学的
に説明する方法を求める。

事象を特定の図形に着目して考
察し，その結果を基に，問題解決
の方法を数学的に説明する方法
を求める。

ある統計資料について，ヒストグラム，箱
ひげ図，平均，分散や標準偏差などを用
いて傾向を見いだし予測される数学的な
事柄について記述する。

ある統計資料について，ヒストグ
ラム，箱ひげ図，平均，分散や標
準偏差などを用いて傾向を見い
だし予測される数学的な事柄に
ついて記述する。

④問題解決のプロ
セス全体を表現す
る

※証明など，数学
的な問題解決のプ
ロセスを表現する
こと

ある命題を背理法で証明する。 ある命題を背理法で証明する。 ある命題を背理法で証明する。

平面図形や空間図形について三角比の
考え方を用いて，計量したり証明したりす
る。

平面図形や空間図形について三
角比の考え方を用いて，計量した
り証明したりする。

平面図形や空間図形について三角比の考
え方を用いて，計量したり証明したりする。

二次関数や二次不等式の特徴を踏まえ
て条件に適する数値を求めたり，証明し
たりする。

二次関数や二次不等式の特徴を
踏まえて条件に適する数値を求
めたり，証明したりする。

二次関数や二次不等式の特徴を踏まえて
条件に適する数値を求めたり，証明したり
する。

学習指導要領の見直しの内容等も踏まえ，下記について更に整理する。

【数学】解答させる内容（問題の例）と資質・能力，出題形式との関係について（素案）

③選択式・条件付記述式

②選択式・条件付記述式

①選択式・短
答式

④自由記述式・証明

モデル問題例３ 〔１〕(1)(ⅱ)

モデル問題例３ 〔２〕(4)

モデル問題例４ 〔１〕(2)(ⅱ)

モデル問題例４ 〔１〕(2)(ⅰ)


