家庭学習（１回目）
・まずは，自分で１回解いてみましょう。
そして，
①わかった問題･できた問題はどれか？
②正答例･解説編を読んでわかった問題はどれか？
③正答例･解説編を読んでもわからない問題はどれか？
を明らかにしましょう。
・③の問題を，先生や友達に質問するのもよいでしょう。

家庭学習（２回目以降）
・前回より，わかった問題・できた問題が増えたかチェック
してみましょう。
・できたら，正答例◎を目指して，表現力アップを目指しま
しょう。

中学校

１年

氏名

・Ａ数と式①では，負の数の計算や文字式の計算などを考える際に，具体的な数の計算と関連
付けたり，文字に具体的な数を代入して関係を捉えたりする問題を主に取り上げています。
また，正負の数や文字式の計算を考える際に大切な「項」の意味理解を確認する問題も取り
上げています。

１

(正答例) (1) イ

(2)

イ

(解説編)
・設問(1)は，小学校は負の数を考えないので，
「エ ５.３－７.６」と迷うことはありませんが，中学
校で負の数を学習したために，逆に迷ってしまった人がいるかもしれません。
・同様に，設問(2)で，減法とわかっても，誤って「エ (－７)－(－３)」のほうを選んだ人がいるか
もしれません。どちらからどちらをひくのか迷ったときは，次の２つの方法で確かめるとよいで
しょう。
・例えば，
「(前日の最低気温)＋(どれだけ高くなったか)＝(ある日の最低気温)」で，
「５.３＋□＝７.６」
「(－７)＋□＝(－３)」と表して，「□＝７.６－５.３」
「□＝(－３)－(－７)」で求めればよいと考え
ることができます。
・あるいは，設問(1)のときのように正の数で考え，例えば，右の表のように，ある日の最低気温
が７.６℃で，その前日の最低気温が５.３℃のとき，

ある日の最低気温 前日の最低気温

「７.６－５.３」の式でどれだけ高くなったかを求め

－３℃

－７℃

られることから，負の数のときも「(ある日の最低

７.６℃

５.３℃

どれだけ高くなったか求める式

(－３)－(－７)
７.６－５.３

気温)－(前日の最低気温)」で求めればよいと考えることもできます。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.22
２

(正答例) (1)

１５
１６

(2)

－

１５
１６

(解説編)
・どちらも，分数の除法なので，わる数の逆数をかけて計算します。
・設問(1)は，同符号の数なので，絶対値の商に正の符号をつ
けます。このとき，「＋」を省略して表すと，小学校の分数
の除法の計算とまったく同じになります。
・設問(2)は，異符号の数なので，絶対値の商に負の符号を付
けます。

３ ２
(1) ―÷―
８ ５
３ ５
＝―×―
８ ２
１５
＝
１６

３ ２
(2) －―÷―
８ ５
３ ５
＝－―×―
８ ２
１５
＝－
１６

(教科書) 「新編新しい算数６」P.62，「新編新しい数学１」P.36，P.39 例５
３

(正答例) イ
(解説編)
・誤って，
「ウ

３」のほうを選んだ人がいるかもしれません。他の３つが負の数で，１つだけ符

号のない数があるように思ったでしょうか。
・加法と減法の混じった式では，計算する際などに，右
のように，加法だけの式に直して考えます。はじめの
式の「－２５」だけ符号が変わるので「項」ではないと
わかります。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.25，P.26 例１
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－１７ －(－２５)＋

３ ＋(－１４)

＝(－１７)－(－２５)＋(＋３)＋(－１４)
＝(－１７)＋(＋２５)＋(＋３)＋(－１４)

４ （正答例） (1) 式：４÷８＝０.５

答え：０.５ kg

（正答例） (2) ◎

( g)

(正答例) (2) ○ a÷５

(g)

（正答例） (3) ◎

(g)

(正答例) (3) ○ a÷b

(g)

(解説編)
・設問(1)では，誤って「８÷４＝２(kg)」と計算した人がいるかもしれません。でも，ちょっと
確かめてみましょう。
「１ｍの重さが２kg」で，「８ｍの重さが４kg」はありえませんね
・設問(2)のポイントは，この針金５ｍの重さを具体的な数に置き換えて１ｍあたりの重さの求め
方を考えてみることです。例えば，右の表のように，１００ｇのときは「１００÷５」
，５００ｇのとき
は「５００÷５」で針金１ｍあたりの重さを求められるの
で，aｇのときも「a÷５」で求められます。

針金の長さ 針金の重さ

針金１ｍあたりの重さを求める式

５ｍ

１００ｇ

１００÷５ （g）

・設問(3)も，同様にして，例えば，a＝１００，b＝５など，

５ｍ

５００ｇ

５００÷５ （g）

具体的な数を代入して，「(針金の重さ)÷(針金の長さ)

５ｍ

aｇ

a÷５ （g）

bｍ

aｇ

a÷b

＝(針金１ｍあたりの重さ)」で求めればよいことを捉える

（g）

ようにするとよいかもしれません。
・設問(2)，(3)は，文字を用いて式に表す問題なので，正答例○のように，「÷」を使っていても
ＯＫです。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.55 例１，P.73 例１
５

(正答例) ◎ a－１０x＝７
◎ a＝１０x＋７
a－７
◎ x＝
１０

(正答例) ○ a－１０×x＝７
○ a＝１０×x＋７
○ １０×x＝a－７

(解説編)
・この問題では，等式の表し方が多様に考えられます。
・数量の関係を等式で表す問題なので，正答例○のように，
「×」を省いていなくてもＯＫです。
(教科書) 「新編新しい算数６」P.40，「新編新しい数学１」P.79 問２
６

(正答例) ◎
(正答例) ○
(３a＋６)＋(４a＋２)
(３a＋６)＋(４a＋２)は，同類項ごとに計算します。
まず，文字の部分が a の項どうしを加えて，
＝(３a＋４a)＋(６＋２)
３a＋４a＝７a
＝ ７a＋８
次に，数の部分どうしを加えて，６＋２＝８
これらを合わせて，７a＋８
したがって，
(３a＋６)＋(４a＋２)＝７a＋８
(解説編)
・文字式の計算では，小学校で学習した具体的な数の計算と関連付けながら，計算の仕方を考える
ことが大切です。この問題では，a＝１０の場合が，かおりさんの筆算にあたります。
・数学では，式や表，グラフ，図などを使って説明することも大切です。正答例○のように，途中
の計算過程だけでも，式で説明できているので，ＯＫです。日本語の説明だけが「説明」ではな
いということです。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.66 例４
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７

(正答例) (1) ◎
(正答例) (1) ○
７ｍ２０cm を超えた部分の平均を求めます。
(３２＋１１＋３４＋０＋２３)÷５＝２０
(３２＋１１＋３４＋０＋２３)÷５＝２０
したがって，７ｍ４０cm です。
７ｍ２０cm に，求めた平均の２０cm をたします。
したがって，車が進んだ距離の平均は，７ｍ４０cm です。

(正答例) (2) ◎
(正答例) (2) ○
８ｍを基準にして，それより短い長さを負の数で表して
(－４８－６９－４６－８０－５７)÷５
平均を求めます。
＝－３００÷５
{－４８＋(－６９)＋(－４６)＋(－８０)＋(－５７)}÷５
＝－６０
＝－３００÷５
したがって，７ｍ４０cm です。
＝－６０
基準の８ｍより，平均６０cm 短いことになります。
したがって，車が進んだ距離の平均は，７ｍ４０cm です。
(解説編)
・設問(1)では，７ｍ２０cm を超えた部分の平均「２０cm」は求めても，誤って，答えを「７ｍ２０cm」
や「２０cm」とした人がいるかもしれません。かずやさんの求め方に「７ｍ４０cm です。
」とあるの
で，同じ答えになることを確かめましょう。設問(2)も同様です。
・式や計算は，求め方を数学的に表したものなので，正答例○のように，式と答えが示してあれば
ＯＫです。
→ちなみに，「７ｍ４０cm」を基準にしても求められますか？
(教科書) 「新編新しい算数５下」P.8 算数新発見，「新編新しい数学１」P.45,46
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・Ａ数と式②では，割合や速さ，１次方程式の問題を取り上げています。方程式やその解の意
味を理解した上で，教科書の文章問題等で使われる基本的な方程式について，等式の性質な
どを基にして解けるようにすることが大切です。また，方程式を解くだけでなく，求めた解
や解決の方法が適切であるかどうか振り返って考える問題も取り上げています。

８

(正答例) エ
(解説編)
・
「距離は，時間に比例する。
」と考えると，下の表のように，たけしさんの「５÷３５」は「距離が
１ｍずつ増えるとき，時間が何分ずつ増えるか」を，ゆみさんの「３５÷５」は「時間が１分ずつ
増えるとき，距離が何ｍずつ増えるか」を求めていることになります。
たけしさん

ゆみさん

したがって，時間を「１分ずつ」でそろえたら，
「距離が長いほうが速い。
」，距離を「１ｍずつ」
でそろえたら，
「時間が短いほうが速い。
」と判断することができます。
・また，右の表のように，「５÷３５」で求めているのが

５÷３５

「１ｍにかかる時間」で，「３５÷５」で求めているの
が「１分で進む距離」と読み取ることもできます。

３５÷５

(教科書) 「新編新しい算数６」P.108～P.111
９

(正答例) イ
(解説編)
・誤って「ア

この方程式の解は６である。」のほうを選んだ人がいるかもしれません。しかし，

例えば，方程式 ２x＋１＝９ では，左辺の x にどんな数を代入するかによって，左辺の式の値
は変わりますが，右辺は「９」のままです。この方程式で，左辺の式の値が，右辺の「９」に等
しくなるのは，x に４を代入したときだけなので，この「４」が方程式の解になります。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.85 例１
10

(正答例) ◎
(正答例) ○
例１：①の式の両辺に－５x をたしても，
例１：両辺に同じ数をたして（ひいて）も，
（５x をひいても）等式は成り立つから，
等式は成り立つから，移項してよい。
移項してよい。
例２：７x－５x＝５x＋４－５x なので，
移項してよい。
(解説編)
・正答例○のように，表現不十分でもＯＫです。
・右の下線部(

)を省略して解くことがありますが，省略する

ということは，必要なときには，右のようにも書けることと捉
えて，あやふやなら，等式の性質を意識できるようにしっかり
書いたほうがよいのかもしれません。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.85 例１
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７x＝５x＋４
７x－５x＝５x＋４－５x
２x＝４
２x÷２＝４÷２
x＝２

11

(正答例) (1) x＝８００

(2) b＝５

(3) x＝７

(4) x＝１０

(解説編)
・設問(1)は，例えば，
「１５００ｍのマラソンコースを x ｍ走ったら， (1) １５００－x＝７００
残りは７００ｍでした。
」のような問題場面が考えられます。
－x＝７００－１５００
－x＝－８００
・設問(2)は，分配法則でかっこをはずして解きます。
x＝８００
・設問(3)は，約分して「２」になるので，分子は「x－１＝６」
であると考えることもできます。
・設問(4)は，両辺に１０をかけて，係数を整数にして解きます。小数のまま解いてもＯＫですが，
「０.７x＝７」から，誤って「x＝０.１」などとしないように。
・方程式を解いた後には，必ずもとの方程式に代入して，等式が成り立つか確かめましょう。
(2) ２(８－b)＋b＝１１
１６－２b＋b＝１１
－２b＋b＝１１－１６
－b＝－５
b＝５

x－１
＝２
３
両辺に３をかけると
x－１＝６
x＝７

(3)

(4) １.２x－６＝０.５x＋１
両辺に１０をかけると
１２x－６０＝５x＋１０
１２x－５x＝１０＋６０
７x＝７０
x＝１０

(教科書) 「新編新しい算数６」P.197，「新編新しい数学１」P.90 例１，例２，P.91 例３
12

(正答例) ◎ １.２x＝４８０

(正答例) ○ x×１.２＝４８０

答え４００ｇ

答え４００ｇ

(解説編)
・誤って「４８０×０.８」で求められると考えた人が
いるかもしれません。しかし，右の図のように，
増量前と増量後では「１に当たる数量」が違う
ので，増量後のシャンプーの量を０.８倍しても，
増量前のシャンプーの量にはなりません。
・正答例○のように，求める数量を x として，数量の関係を「x×１.２＝４８０」と捉えることができ
ればＯＫです。岩手県学習定着度状況調査（小学校算数）で，
「２０％増量」を「１.２倍の量」とし
て出題した際には，正答率 64％になったので，この読み替えがポイントでしょう。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.74 問３，P.234 算数のふりかえり⑪，P.245 活用の問題
13

(正答例)

(1) ４x＋５(２３－x)＝１００

(2) ４x＋５(２３－x)＝１００

(解説編)
・設問(1)，(2)は，まったく同じ１次方程式で解くことができ
ます。
「x＝１５」から，５脚ずつ運んだ回数（分速５km で進
んだ時間）は「２３－１５＝８」で求められます。
・要するに，イス運びと新幹線で場面は違いますが，数学的
な構造は同じということです。「速さが出てきて難しい。」

４x＋５(２３－x)＝１００
４x＋１１５－５x＝１００
４x－５x＝１００－１１５
－x＝－１５
x＝１５

ではなく，
「イスの問題と同じ。
」のように捉えられるようにすることが大切です。
・例えば，設問(1)では，４脚ずつ運んだ回数を「１０回」
，５脚ずつ運んだ回数を「２３－１０＝１３回」
などと具体的な数をイメージして，この場合は，
「４×１０＋５×１３＝１０５(脚)」なので，
「１００脚」
にするために，x を用いて表し，１次方程式を立式することが考えられます。
・第２学年では，同様の場面について，x，y を用いた方程式を使って解くことを学習します。
(教科書) 「新編新しい数学１」P.95 問２
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14

(正答例) ◎ イ
(正答例) ○ イ
妹が姉に９時１４分に追いついたとすると，
妹が姉に追いつく前に，姉が駅に着いてし
そのときの家からの距離は，２１０(１４－１０)
まうから。
で８４０ｍとなる。
家から駅まで８００ｍ離れているので，妹が
姉に追いつく前に，姉は駅に着いてしまう。
したがって，求めた時刻を問題の答えとし
てはいけない。
(解説編)
・方程式を利用する問題では，方程式の解が問題の答えとして適切かを確かめることが大切です。
・理由の説明では，
「根拠」と「結論」両方を記述します。この
問題では，
「結論」を選んでいるので，正答例○のように，
「根
拠」だけでもＯＫです。
・姉が駅に着く前に追いつくにはどうしたらよいか検討すると
きには，右のように，姉と妹のようすをグラフに表して考え
ることもできます。
→ちなみに，姉が駅に着く前に，妹が追いつけるようにするためには，妹の条件のどこをどのように変えた
らよいでしょう？
(教科書) 「新編新しい数学１」P.98 問６
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