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研究主題 数学的活動を生かした魅力ある授業づくり 

～コミュニケーション活動の工夫～ 

東吾妻町立太田中学校 高山 尚斗 

Ⅰ 主題設定の理由 

 数学の学習を通して、思考力を身につけさせたいと日頃から考えている。そのためには、発問

の工夫、自力解決の時間の確保、生徒間での意見交流など、思考を深めるための手立てが必要と

なる。もちろん、思考を始めるきっかけとなる「課題への関心」を高めることや、思考の道具と

なる「基礎基本の定着」を図ることは、最優先すべきであるので、日頃から、生徒が関心を持っ

て取り組めるような課題作りに励んだり、基本問題の習熟時間を定期的に取り入れたりすること

を意識する必要はある。しかし、今回の研究では、「生徒間での意見交流を活発にすること」に視

点をあてて、場面に応じたコミュニケーション活動を取り入れた魅力ある授業づくりをしたいと

考え、このテーマを設定した。 

 ここでは「数学的活動」を「自分の考えを人に伝える活動、人の考えを理解する活動」、 

「コミュニケーション活動」を「意味を共有する活動、共有を意図的に進めていく活動」ととら

えて研修を進めていく。 

 

Ⅱ 研究目標 

 数学的活動を取り入れた課題を作成し、コミュニケーション活動を手段として思考力を高める。 

 

Ⅲ 研究内容 

『場面に応じたコミュニケーション活動を設定し、学習効果を図る。』 

～コミュニケーションのとらえ方～ 

コミュニケーション能力で最も大切なことは「聞く」ことであると考える。 

コミュニケーションとは、自分の意見や考えを単に伝えるだけでなく、相手の話をしっかりと聞

いて、共感したり、疑問を持ったりしながら、自分の意見や考えをさらに深めたり、まとめたりし

て相手に返す・・・その繰り返しをしながら、お互いの意見や考えをわかりあっていくことである。 

したがって、本研究の授業で設定するコミュニケーション活動とは、「発表」「発言」することを

メインとした活動ではなく、「聞く」ことをメインとした活動になるよう注意する必要がある。 

そこで次のような２種類の活動を設定することにした。 

 

１ 「質問・親切タイム」の設定 （コミュニケーション活動①） 

 課題を自力解決しようとする過程で、わからないと感じた生徒がわからない箇所を友だちに聞

き、そのことをわかる友だちに発表してもらう時間を「質問・親切タイム」とする。 

 つまり、解けた生徒ができたこと発表するのではなく、解決できずに困っている人の立場に立

って、ポイントをしぼって説明する（ヒントをあたえる）という形をとる。 

 そうすることで、お互いの「聞く」「話す」という意識も高まり、効果的な活動になると考える。 

 この活動は、課題を解決していく過程の中で繰り返し取り入れていくものである。 

 課題の難易度が高く、自力解決が困難な生徒が多いであろうと予想されるときに取り入れたい

活動である。 
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２ 「聞き取りシート」の活用（コミュニケーション活動②） 

 自力での課題解決後に、お互いの解き方を発表し合う場面で、友だちの解き方と自分の解き方

の共通点や相異点を記入するシート（「聞き取りシート」）を用意して、友だちの発表を集中して

聞くようにする。 

つまり、共通点や相異点を意識して聞くことで、友だちの発表をしっかりと聞くことができ、

その考え方の良い点や問題点などに気づき、さらに考えを深めることができるであろうと考える。 

この活動は、各自あるいは各班がそれぞれ問題解決ができた時点で取り入れていくものである。 

多くの生徒が結論に達することができるが、その解決方法が複数になるような課題のときに取

り入れたい活動である。 

 

 

Ⅳ 実践例１（コミュニケーション活動①） 

１ 単元名「比例と反比例」 

２ 本時の学習指導案（１６時間計画の８時間目） 

（１）ねらい 

  箱の容積の変化について、式・表・グラフを用いて総合的に考えることができる。 

[数学的な見方・考え方 ] 

（２）授業の視点 

  「質問・親切タイム」を設け、必要に応じた発表をし合うことは、思考力を高めるた 

めの手段として有効であったか。 

（３）展開 

時

間 
学習活動 

学習活動への支援 
評価項目 

Ｔ１ Ｔ２ 

前   時 

 ① 課題を見つける 

『１辺が３０ｃｍの正方形の厚紙がある。４すみを正方形の形に切り落と

すことで、ふたのない箱をつくる。』 

（発問）このとき、切り落とす正方形の１辺の長さを変えると、できる箱

の何が変わっていくだろうか。 

（生徒）「箱の形（高さやたて、横の長さ）」「底面積」「体積（容積）」 

（発問）どのように変わっていくだろうか。 

（生徒）「高さやたて、横の長さはすぐに調べられそうだ。」「容積は・・どうなるのだろう。」 

課題：箱の容積（ｙ）は、切り落とす正方形の１辺の長さ（ｘ）に比例するだろうか。 

   また、容積（ｙ）を最大にするには、切り落とす正方形の１辺の長さ（ｘ）を何ｃｍにすれば

よいだろうか。 
 

 

②答えを予想し、解決

の見通しを立てる。 

③考える。 

・いくつかの箱を作り、容積の大小を実感させる。 

・前時までの学習をふり返らせる。（表・式・グラフを用いる） 

・各自で考えさせる。 

・表やグラフ用紙、電卓は自由に使用させる。 

・興味を持って課題に取

り組むことができたか。

（観察） 

[関心・意欲・態度] 

本   時 

５ ①課題を把握する。 

 （前時のふり返り） 

・前時の課題を確認し、本時の

活動を説明する。 

・前時の活動を写真を用いて

ふり返らせる。 

 

１５ ②考える。（第１次） 

●自力解決（５分） 

・既習事項（直方体の容積の求

め方、比例の式など）を板書

・自力で考えられない生徒に

「わからないところ」を気づ       
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●質問・親切タイム 

（１０分） 

し、考えの手助けになるよう

にする。 

かせ、質問・親切タイムに

質問できるようにさせる。 

  

 【質問・親切タイム の約束】 

・質問したい人はグループ内の友だちに質問してよい。 

・質問された人は自分の考えを親切に教える。ただし、ヒン

ト程度でよい。 

・もし、グループ内で質問に答えられる人がいない場合は、

挙手をして、クラス全体に呼びかけて質問してよい。 

・その場合は、全員でその質問を聞き、答えられる人は全員

に対して答える（発表する）。 

・その発表に対しての補足や別の考え方等がある人は、挙手

をして発表してよい。 
 

 

・「質問・親切タイ

ム」を活用し、考

えを深めることが

できたか。（観察） 

[関心・意欲・態度] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・表、式、グラフ

それぞれを用いて

２つの数量関係を

表現できたか。 

（ワークシート） 

[表現・処理] 

 

 

 

 

 

 

・２つの数量の変

化について考察す

ることができたか      

（観察、ワークシート） 

[見方・考え方] 

 

 

 

 

 

 ・各グループをまわり、質問・

親切タイムが機能するよう

助言する。 

・全体への質問があった場合に

は、質問や発表がスムーズに

行えるようにコーディネー

トする。 

・各グループをまわり、質問

親切タイムが機能するよう

助言する。 

・全体への発表では、実物投

影機を利用し、発表がスム

ーズに行えるようにサポー

トする。 

１５ ③考える。（第２次） 

●自力解決（５分） 

 

●質問・親切タイム 

（１０分） 

・ワークシート（まとめ用）を

配布し、まとめ方を説明す

る。 

・各グループをまわり、質問・

親切タイムが機能するよう 

 助言する。 

・全体への質問があった場合に

は、質問や発表がスムーズに

行えるようにコーディネー

トする。 

・ワークシート（まとめ用）

を実物投影機で大きく映

し、記入例を提示する。 

・各グループをまわり、質問

親切タイムが機能するよう

助言する。 

・全体への発表では、実物投

影機を利用し、発表がスム

ーズに行えるようにサポー

トする。 

１５ ④まとめる。 

●グループで結論を

確認しあう。 

●全体で結論を確認

しあう。 

 

 

 

●自己評価 

・班長を中心に発表し合うこと

ができているか確認する。 

・結論に自信のない人（グルー

プ）に発表させ、補足や助言

があるグループにさらに発

表させていくようにする。 

・まとめ方が不十分な場合には

教師が補足する。 

・今日の自己評価のポイントを

伝える。 

・班長を中心に発表し合うこ

とができているか確認す

る。 

・全体への発表では、実物投

影機を利用し、発表がスム

ーズに行えるようにサポー

トする。 

 

・自己評価表に記入できてい

るかチェックする。 
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３ 本時の授業記録 

①課題を把握する。（前時のふり返り） 

前時の活動の様子（写真など）をス

クリーンに映し出したり、箱の模型を

提示したりすることで、自分たちで見

つけた課題を視覚的にはっきりとイメ

ージすることができた。 

本時の課題が明確となり、一気に授

業へと集中することができた。 

 

 

 

 

（↓厚紙で作った実物模型） 

  

 

 

 

 

 

 

②考える。（第１次） 

・自力解決の時間では、ほとんどの生徒が「表」を用いて課題に取り組んでいた。（グラフ用紙を

使用していたのは５名）取りかかれない生徒に助言するが、「わからないことが何か」に気づかせ

ることが難しかった。予め、表・式・グラフのうちのどの方法で考えるか全員で確認しておいた

ほうがよかったと感じる。 

 

・質問・親切タイムをとるが、わからないことをなかなか質問できない生徒が多かった。教師は

各グループをまわって、生徒間のコミュニケーションが上手に図れるように対応した。しかし、

始めの段階では、解き方がわかっている生徒もまさに解決への途中であり、当然ながら自分の課

題に早く取りかかりたいという意欲が高いので、教え合うという雰囲気になかなかなりづらいと

いう問題があった。質問・親切タイムのタイミングというのが一番のポイントであった。 
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・質問に答える方法として、自分の書いた表やグラフを単純に見せる（映す）ということを取り

入れた。「発表しやすさ」「わかりやすさ」「時間的な効率のよさ」などメリットが多い。 

 

③考える。（第２次） 

・ここでも質問・親切タイムのタイミングが難しかった。教師側は、グループ内のコーディネイ

ト、グループ間のコーディネイトとどちらも中途半端になってしまったので、Ｔ１とＴ２で役割

を明確にしておく必要があったと感じる。 

 

・２回目の質問・親切タイムでは、グループ内での質問も活発に見られるようになった。全体に

向けた質問や発表も積極的に行える生徒も出てきた。グラフを用いて考えた生徒の発表にみんな

関心を持った。 

 

 

 

 

④まとめる。 

・班の中では、結論が出ていない生徒もいて、話し合

いがスムーズに行うことができなかった。 

 

・全体としては、表を用いた生徒の発表をもとに、ｙ

はｘに比例しないこと、ｙはｘ＝５のとき最大値をと

ることを全員で確認できた。 

 

・グラフや式でも全体確認ができるとよかった。特に

式をつくった生徒がいなかったので、教師側の意図的

な支援が必要であったと反省する。（式を導けそうな生

徒がいたことを授業後のワークシートから確認した。） 

 

・本時の学習を通して、表やグラフを用いながら実際

に調べながら考えることの有用性を感じられたのでは

ないかと思う。 
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４ 考察 

○生徒の予想外の結果になったため、多くの生徒が本時の学習を通して考えを深めることができ

た良い教材であった。 

 

○わかることだけでなく、わからないことも生徒同士が共有でき、グループ学習の大切さを改め

て感じることができた。 

 

○自力では解決困難な生徒が多かったため、質問・親切タイムなどの活動を取り入れたことは効

果的だった。 

 

○実物投影機の活用は、生徒の意欲も高まり、有効であった。 

 

●生徒の集中を妨げないように、質問・親切タイムは取り入れるタイミングが大切である。パイ

プ役である教師には、しっかりとした教材研究と生徒の実態把握が必要である。 

 

●実物投影機による発表だけに偏るのではなく、言葉で伝えたり、まとめたり（記述する）する

活動も大切にしたい。 

 

●関数を学習する上で、「表」「式」「グラフ」の３つの関わりは大切であるが、本時の活動ではそ

れぞれ単独の学習になってしまった。質問・親切タイムを利用して、教師は横に広がるような

質問のさせ方等を工夫するとよかった。 

 

●活発なコミュニケーション活動に発展させるには、日頃からの学習の雰囲気作りや、話し方の

練習など意図的な工夫は欠かせない。 

 

 

Ⅴ 実践例２（コミュニケーション活動②） 

１ 単元名「平行と合同」 

２ 本時のねらいと授業の視点、評価項目（１６時間計画の１時間目） 

（１）ねらい 

  多角形の内角の和を求める方法を考えることができる。[数学的な見方・考え方 ] 

（２）授業の視点 

  自分の考え方と友だちの考え方を比較させる「聞き取りシート」を用意したことは、思考力

を高めるための手段として有効であったか。 

（３）評価項目 

  「三角形の内角の和は１８０°である」ことを利用して、多角形の内角の和を求める方法を

考えることができる。 

 

３ 本時の授業記録 

①課題をつかむ。 

課題「五角形の内角の和は何度だろう。」を提示し、答えの予想 

と解決の見通しを立てる。 

  三角形の内角の和を利用することや補助線をひくことで解決でき 

るであろうという生徒からの意見が出る。 
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②考える。 

  まずは自力での解決時間をとり、各自で考えさせる。答えが導き出されたころを見計らって、

ペア学習に切りかえる。ペアで答えの確認をしたり、解き方をお互いに説明しあわせる。 

 

③深める。 

  全体で解き方の発表を行う。ペア

で答えの確認をしたり、解き方の説

明を一度行ったりしているので、発

表しやすい雰囲気になっていた。補

助線のひき方などの図は、実物投影

機を用いて、自分のワークシートを

直接スクリーンに映した。 

  このとき、全員に「聞き取りシー

ト」を配布し、発表者の解き方（補

助線のひき方）を記入させながら聞

くようにさせた。質問の時間を確保

したが、質問は出なかった。 

  全員の発表が終わってから、発表

者の考え方と自分の考え方の共通点

や相違点をまとめさせ、新たに気づ

いたことを発表させた。 

  共通点としては、「三角形の内角の

和は１８０°であることを利用して

いる。」「補助線をひいている。」など

の意見が出た。 

  相違点としては、「四角形の内角の

和が３６０°であることも利用して

いる。」「補助線のひき方（数）が違う。」「立式が違う」「一番シンプルな解き方は・・・」など

の意見が出た。 

 

④つかう。 

  さまざまな解決方法を知った上で、「六角形、七角形、八角形の内角の和を求めよう」という

次の課題に取り組ませる。 

 

⑤まとめる。 

  本時の学習から「ｎ角形の内角の和を求める公式」をみんなで考えた。いずれの解き方も式

を変形すると「180°×（ｎ－２）」の形で表されることを確認した。 
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４ 考察 

○全体での発表させる前に、ペアでお互いに発表する練習ができたことは、進んで発表しようと

する意欲向上につながった。 

 

○全体での発表では、実物投影機を用いて図を映したり、「聞き取りシート」に記入させた 

りしたので、集中してよく聞くことができた。 

 

○考え方を深めるために取り入れた今回のコミュニケーション活動は、活発な意見交流ではなか

ったが、発表をしっかりと「聞く」ことで、友だちの考え方を自分の頭の中で活発に整理整頓

しながら学習できたので、思考力の向上へとつながったのではないかと考えられる。 

 

●「聞き取りシート」への記入だけで精一杯の生徒もいたので、全員が「共通点や相違点を意識

しながらよく聞いて、考え方を深められた」とは言えない。負担にならない程度の記入のさせ

方にしたい。 

 

●友だちの発表の共通点や相違点を意識するだけなく、どのような考え方が「公式へと発展させ

ていく過程ではベストか」という議論を展開できるとよかった。 

 

 

Ⅵ 成果と課題 

 今回の研究を通して、思考力を高めるための手立てとしてのコミュニケーション活動は大変有 

効であったと感じた。友だちの意見を聞いて確信したり、疑問を持ったり、閃いたり、また自分 

で説明しながら考え方を確認したり、気づいたり・・・そのように学習を進めるコミュニケーシ 

ョン活動を取り入れることで、あきらかに考え方に幅ができた。（当然、一人で試行錯誤しながら 

学習する場合でも思考力を向上させる方法はあるのであろうが・・・。）一般的には、どんなコミ 

ュニケーション活動を取り入れても思考力を高めるための手助けになるのではないかと思う。 

 しかし、これはあくまで一般的、全体的に効果がある確率が高いというだけであって、万能で 

はないことも痛感した。実践例１の考察に記したように、コミュニケーション活動を取り入れる 

タイミングが適当でないと、かえって思考を妨げてしまう場合もある。ある生徒には効果があっ 

ても、別の生徒にとっては逆効果ということがあるということを十分理解しておかないといけな 

い。（もちろん、多くの生徒に効果的になるよう工夫していかなければいけない。）また、実践例 

２のように、課題のねらいに合ったコミュニケーション活動を設定できていたかという反省点も 

あがった。 

今後も、常に変化していく生徒の思考の様子をしっかりと見極めながら、状況に応じたコミュ 

ニケーション活動を積極的に取り入れ、思考力の向上を目指して努力していきたい。 
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数学的活動を生かした魅力ある授業づくり 

～自分なりに説明し伝え合う活動を生かした数と式の指導～ 

沼田市立白沢中学校 浅見尚孝 

Ⅰ 主題設定の理由 

新学習指導要領では「数学的活動を通して、数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則に

ついての理解を深め、数学的な表現や処理の仕方を習得し、事象を数理的に考察し表現する能力を高

めるとともに、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し、それらを活用して考えたり判断したりし

ようとする態度を育てる。」ことが数学科の目標として挙げられている。数学的活動とは、生徒が目

的意識をもって主体的に取り組む数学にかかわりのある様々な営みを指している。その中で、特に中

学校数学科の一学年において重視している活動の一つに「数学的な表現を用いて、自分なりに説明し

伝え合う活動」が示されている。このような活動を通して、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に

身に付けるとともに、思考力、判断力、表現力を高め、数学を学ぶことの楽しさや意義を実感できる

ようにしている。このような観点から、数学の授業においては、考えたことや工夫したことなどを数

学的な表現を用いて伝え合う機会を設けることが大切であると考える。生徒は、数学的に表現するこ

とで、そのよさを実感するとともに、伝え合うことによりお互いの考えをよりよいものにしたり、一

人では気づくことのできなかった新たな考え方や解き方を見出したりする機会を得ることができる。

特に、数学の学習に取り組み始めた一年生の段階で、数学的な表現に慣れ、自分なりに説明し伝え合

う活動に取り組ませることは、今後の数学の学習を進めていくにあたり極めて大切であり必要とされ

ることであると考える。 

  本学級の生徒（1年生 19人クラス）は、入学時のＮＲＴ学力偏差値の段階が 3～5の生徒が 90％（19

人中 17人）となっており、入学後の授業にもまじめに取り組んでいる。正の数と負の数の計算、文字

式の計算などについても、一学期の評定はおおむね満足の段階の生徒が 95％（19人中 18人）であっ

た。授業中の取り組みも大変意欲的で、発言やつぶやきも多く、教師に対して質問を進んでする生徒

も多い。生徒の多くは、保育園・小学校からのつきあいがあり、お互いをよく理解した上で計算の仕

方を教え合ったり、答えを確認し合ったりする姿が普段から見られる。また、算数や数学に苦手意識

を持っている生徒についても粘り強く授業に取り組めている。このような生徒の実態からも、数量や

図形に関する事実や手続き、思考の過程や判断の根拠などを表現し伝え合う機会を適切・確実に設け、

数学的活動に主体的に取り組ませることによって知識及び技能を活用して問題を解決し、思考力、判

断力、表現力等をさらに高めることにつなげたい。 

  一年生における数と式の学習内容は、正の数と負の数・文字と式・方程式である。ここでは、計算

の仕方や計算技能の習熟に生徒も教師も意識を置きがちになる学習内容でもある。しかし、数の概念

についての理解を深めたり文字を用いることや方程式の必要性と意味を理解したりすることも重要で

ある。また、計算の仕方などについて、一般的かつ簡潔に表現して処理する能力を培うことも大切で

あるとされる。このような学習場面で、数学的活動に主体的に取り組ませることで、自ら学び自ら考

える生徒の育成を目指すことにつなげていきたいと考える。生徒同士が、数学的な表現を用いて自分

なりに説明し伝え合う活動を取り入れることで、数学への理解が深まり魅力ある数学授業につながっ

ていくと考え、本研究主題を設定した。 
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Ⅱ 研究のねらい 

数と式の指導において、数学的な表現を用いて自分なりに説明し伝え合う活動を授業に取り入れる

ことを通して、基礎的基本的な知識及び技能を習得するとともに、思考力、判断力、表現力を高め、

数学を学ぶことの楽しさや意義を実感できることを実践を通して明らかにする。 

 

Ⅲ 研究内容 

（１）数と式の指導における説明し伝え合う活動場面について 

生徒が学習課題を説明し伝え合う活動を一年生の学習内容である正の数と負の数、文字と式、

方程式において設定する。この活動を位置付けることによって、考えたり説明したりする活動を

目的に応じて活発に行い、数学的活動の楽しさに触れるとともに生徒の思考力、判断力、表現力

が高まるよう促したい。また、説明し伝え合う活動を設定することで、学び合いによる基礎的基

本的な知識や技能を習得する場としたい。 

（２）自分なりに説明し伝え合う活動の場の工夫 

①グループ学習における学び合いについて 

自分なりに説明し伝え合う活動を展開するために、「自力解決」→「グループでの学び合い」→

「全体での交流」という学習過程を取り入れる。「自力解決」によって、自分の考えを持ったり学

習課題を追及したりする意欲を持たせる。「グループでの学び合い」においては、次のⅠ～Ⅲの約

束をして、活動させる。 

Ⅰ 学習課題について、どのような解き方が考えられたか出し合う 

Ⅱ それぞれの考えを出し合い、グループでその考えをワークシートなどにまとめる 

Ⅲ グループの考えを誰もが説明できるように学び合う 

  （まとめを書かなかった人が説明したり、その考えを出した人以外の人が発表したりする） 

このようなグループ活動によって、全員が参加する形でグループ活動を取り入れ、自分なりの

言葉で説明し基礎的基本的な知識や技能を高めたり、それらを活用して考えたり判断したりする

態度を育てるようにする。 

②全体での意見交流について 

学習課題について出された意見や考え方を掲示し、発表する場面を取り入れることで、生徒の

様々な意見や考え方を交流させる場を設定する。他者の考え方を共有することで、自分の考え方

を評価したり改善したりするきっかけとしたい。このような取り組みを通して、数学の授業に主

体的に取り組む態度を育てたい。 

 

Ⅳ 実践例 

（１）数と式の指導における説明し伝え合う活動について 

正の数と負の数 

・乗法 ねらい 

『正の数どうしの乗法をもとに、正･負の数の乗法を考え、その

規則をまとめる。』 

課題 

「時速と時間の関係から考えた正･負の数の乗法の考え方にならっ

て、正･負の数の乗法の仕方の例を考え計算の仕方をまとめよう。」 

・体重の増減   ・借金の増減   ・九九表を利用して 

(-5)×(+100)=-500 
体重が毎日 5g ずつ 100
日間減ると 500g 減る 
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・まとめ 

(小町算) 

 

ねらい 

『正の数、負の数において加減乗除の混じった式の計算に習熟する

とともに、自ら課題を設定し課題解決に意欲的に取り組む。』 
課題１ 「１，２，３，４，５で１５をたくさんつくろう」 

課題２ 「１，２，３，４，５、で１～１５をつくろう」 

課題３ 「１～９で、１００をたくさんつくろう」 

文字と式 

・文字を使った数量の表し方 

 

ねらい 
『いろいろな数量について文字を用いて式に表すことができる。』 

課題 
「いろいろな図形の周の長さ、面積、体積を求める式を作りま
しょう。」 

 

・文字式の意味 

 

ねらい 
『文字式の表す数量の意味について考えることができる。』 

課題 
「1辺の個数がｎ個のとき、碁石の数の求め方を表す式を考え
ましょう。」 
・（ｎ－１）×３     ・ｎ＋（ｎ－１）＋（ｎ－２） 
・ｎ×３－３       ・（ｎ－２）×３＋３ 

方程式 

・一次方程式の解き方 

 

ねらい 
『いろいろな一元一次方程式を能率よく解く手順を考え、その
一般的な手順を導く。』 

課題 
「次の方程式をいろいろな解き方で解いて、グループごとにま
とめよう。」 

(1) 8x+3=5x+18    (2) 1
3
(6x+9)=5    (3) 2

5
x－2=0.2x－1.6 

（２）自分なりに説明し伝え合う活動の場の工夫 

○学習過程を大きく 3つの場面に分けて、数と式の指導における説明し伝え合う活動を取り入れた。

下記のように、「自力解決」→「グループでの学び合い」→「全体での交流」という 3つの流れを

考えた。まず「自力解決」によって本時の課題をつかませる。次に、課題意識を持って「グルー

プでの学び合い」に取り組み、試行錯誤をする。そして、グループ内の考え方を整理し、「全体で

の交流」において課題解決を図るようにした。 

「自力解決」 

 問題・課題をよく読んで

把握する。 

問題を自分なりに解い

てみる。 

課題に対して自分なり

の考えを持つ。 

問題・課題に対してわか

らないことをはっきり

させる。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=14g3u68uh/EXP=1319541913;_ylt=A3Jvdk8ZS6VOmekAEOeU3uV7/*-http:/image-search.yahoo.co.jp/detail?p=%E5%8B%89%E5%BC%B7 %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&rkf=1&ib=1&ktot=25&dtot=0
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「グループでの学び合い」 

 

Ⅰ～Ⅲの約束 

「全体での交流」 

 

 

○実際の授業 

１．単元名    方程式 

２．本時の目標  いろいろな一元一次方程式を能率よく解く手順を考え、その一般的な手順を導く。 

３．準備     教師…教科書、ワークブック、発表用用紙、ワークシート 
生徒…教科書、ワークブック、ノート 

４．展開 
過程 時間 教師の発問と活動 生徒の活動と反応 反応への評価 
把握 

 
５ ◎次の方程式を自分なりの解き方

で解いてみよう。 
①8x+3=5x+18 

② 1
3
(6x+9)=5 

③ 2
5
x－2=0.2x－1.6 

※問題を印刷したプリントを配布。 

①全員正解。 
②半分程の生徒が正解を求める

ことができた。 
③ほとんどの生徒がどうやって

解くか迷っている。または、ま

だ③を解き始められない。 
 

・①については、 
TT で確認する。 
 
 
 
・何とか正解を 
導こうという姿 
勢が見られた。 

追究 ２０ ◎①の方程式の解き方を確認しよ

う。 
 
※前に出てきた生徒に解き方を記

入したカードを渡す。 
 
◎グループになって、②，③につい

てどのような解き方が考えられ

・指名された生徒が方程式を解い

て、その解き方を説明する。 
 
 
 
 
 

・グループ活動の中で、②，③ 
の方程式の解き方を考える。 

・「移項」、「両辺」 
という言葉を使 
ってスムーズに 
説明できた。 
 
 
 
 

自分の考えや解き方を自

分なりに説明する。 

友達の考えや解き方を自

分の言葉でまとめる。 

自分の考え・解き方を友

達の考え・解き方と比較

検討する。 

問題の解き方を友達に教え

る。 

比較・検討した考え方や解き

方をわかりやすく伝える。 他のグループの考え方や

解き方を幅広く聞き、見

方や考え方を深める。 
他のグループの考え方や

解き方を聞き、わからない

ことを解決する。 
グループの考えを伝えること

で、課題への理解を深める。 

自力解決 

学び合い 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=156qd2oca/EXP=1319542253;_ylt=A3JvdkxtTKVOAxgADXaU3uV7/*-http:/image-search.yahoo.co.jp/detail?p=%E6%8E%88%E6%A5%AD%E7%99%BA%E8%A1%A8 %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&b=1&rkf=1&ib=10&ktot=0&dtot=0
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1327o637a/EXP=1319542129;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU0hYUFZRbXVkcXJUNFF2LTNOWU8zX0pRMEdxc3lUTGx5OEYtLXRRYzRtTGEwYzdiTWxFR1JEOXlFTgRwAzVvNkk1cVd0SU9PQ3BPT0RxZU9DdWVPRGlBLS0EcG9zAzEzBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/illustration/public/images/lesson2_gif.gif
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るか解き方を考えよう。 
Ⅰ ②，③について、どのような解

き方が考えられたか出し合う。 

Ⅱ それぞれについて、解き方を

書く人を決める。 

Ⅲ 誰がどの解き方を発表するか

決める（他の人が書いたものを

発表する）。 

 

※グループ活動の約束を確認する。 
※机間指導をしながら、発表しても

らう解き方を選んでいく。 
 
 
 
 
 
 

②についての解答例 

a

 

b

   

c

 

③についての解答例 

  

・a の解き方が一 
番多かった。b
の 

解き方が 2 人、c 
が 1人であった。 
 
 
 
 
 
 
 
・非常に多くの

解き方が出た。

係数を分数のま

ま、少数のまま

計算する生徒が

多く見られた。

まだ計算に習熟

していないから

であると考えら

れた。 

解決 ２０ ◎②，③について解き方を説明して

もらいましょう。 
 
※すべての班から発表者が出るよ

うにする。 
 
 
 
 
 
 
 
◎いろいろな解き方が見つかりま

した。どんな方法で解いているか

確認していきましょう。 

・グループの中で、解き方を書か

なかった人が発表していく。 
・「移項」や「両辺」等の言葉を

使って説明する。 

 
・係数を整数にしてから解く。 
・小数や分数が係数にあっても解

ける。 
・小数か分数のど  

ちらかに統一 
する。 

・移項する。 
・かっこははずす。 
・最後は両辺を割る。 

・ 8x+3=5x+18
の解き方の説明

にならって説明

しようとする姿

勢が見られた。 
・「自分と同じ解

き方だ」という

声も多く聞かれ

た。 
 
 
 
 
・生徒の解き方

を 比 較 し な が

ら、どうやって

方程式を解いて

いるか確認し、

「方程式を解く

手順」をまとめ

ることがた。 

全体交流 
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まとめ ５ 
 

◎練習問題をやりましょう。 
 
※机間指導を行い、(2)，(3)の方程

式が解けているか確認する。 
 
 

(2)については、全員がかっこを

はずしてから解いていた。 
(3)については、10 倍してから解

く生徒が最も多く、2 倍してから

解く生徒も 1 人いた。ｘの係数を

小数にして解く生徒は 3 人であ

った。 

 
 
 
 
 
 
・正解を導けな

い 生 徒 も い た

が、かっこをは

ずすことや係数

が整数になるよ

うな工夫を考え

て解いていた。 

 
 ○全体での意見交流についての生徒の感想 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 成果と課題                                     

 ○成果                                                                              
 ・各単元の中に、数学的活動を意識した学習展開（「自力解決」→「グループでの学び合い」→「全  
  体での交流」）を心がけることによって、数と式の学習場面では、生徒が計算の仕方などを説明した  
  り学び合ったりする姿が多く見られた。説明したり学び合ったりする活動の中で、生徒は意欲的に 
  学習に取り組むことができた。特に、グループ学習においては、協力して複数の考え方や解き方を 
  導こうとする姿が見られた。 
 ・生徒の授業後の感想の中に、「いろいろな考え方があることがわかった」「同じ考え方でよかった」

「自分の考えが友達にほめられてうれしかった」といったものがあった。一つの課題や問題につい

て、様々な考え方や解き方があることを生徒同士の発表で知る体験をしたことは、生徒にとって魅

力ある授業展開であったと考えられる。 
 ○課題 
 ・グループ学習については、話す立場と聞く立場に分かれてしまう場合も多く見られた。グループ活  
  動の中で、生徒が試行錯誤する状況が作れるような工夫をしたい。 
 ・数学的活動を取り入れた学習活動を数量関係や図形領域の学習においても継続したい。課題設定の 
  工夫を常に念頭に置き、授業改善に取り組みたい。 

自力解決 

5 時間目に数学の授業がありました。方

程式のまとめをやりました。計算のとこ

ろでいろいろな方法を考えられたので

よかったです。しっかり勉強して、完璧

にできるようにしたいと思いました。 

数学の授業で、1 次方程式の解き方の方法

をみんなでたくさん出し合いました。私が

考えてもいないようなやり方もあれば、私

と同じ考えのやり方もありました。みんな

の意見を聞くのもよい授業だと思います。 
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数学的活動を生かした魅力ある授業づくり
～新しい解き方、見方や考え方の発見ができる学習課題の構成～

榛東村立榛東中学校 秋山 浩輝

Ⅰ 主題設定の理由

本校数学科の目指す生徒像は 「既習の数学的な知識や技能、見方や考え方を生かし、、

課題を多面的にとらえながら、筋道立てて考えを進めるとともに、互いの考えを共有し合い、よ

りよい考え方を追究できる生徒 」である。その生徒像に近づくための教科指導の重点項目の。

中に 「思考の場・学び合いの場における指導の手だてを工夫し，思考力，表現力の向上、

を図る 「問題解決的な学習や体験的な学習を積極的に取り入れ，主体的に学習に取り。」、

組む態度を育てる 」を置いている。。

また、本校は年度末にＣＲＴを行っているが、その結果からは４観点中 「数学的な見、

方考え方」が特に全国平均を下回っている。また、領域別では 「図形」が落ち込んでい、

る。しかし 「関心・意欲」については、全国平均を上回っている。、

以上のことから、上記の目指す生徒像を目標に、ＣＲＴの結果から本校の実態を踏まえ

ると、４観点の見方では 「数学的な見方考え方」を伸ばすことが課題であることが分か、

る。その課題を達成するためにも、今年度、中数研の研究主題である「数学的活動を生か

した魅力ある授業づくり」は、本校の実態である「関心・意欲」が高いことから、その特

徴を最大限に発揮して、授業づくりをし 「数学的な見方考え方」を大きく伸ばすための、

一つの手だてを考えていく上で、研究内容を「新しい解き方、見方や考え方の発見ができ

る学習課題の構成」と設定した。

Ⅱ 研究目標

研究主題である「数学的活動を生かした魅力ある授業づくり」を踏まえて、生徒の課題

に対する「関心・意欲」を十分に高めながら、サブタイトルである「新しい解き方、見方

や考え方の発見ができる学習課題の構成」を達成するための手立て等を実践を通して明ら

かにする。

Ⅲ 研究内容

単元ごとに様々な場面や手立てが考えられるが、基本的な研究内容として、以下の場面

や手だてに絞り研究を進めることにする。

○各単元の授業計画の中で、主に、単元の導入場面や、その単元で学習した既習事項を用

いての課題解決を探る場面において、生徒から、新しい解き方、見方や考え方が引き出せ

るような課題を提起できるようにする。

○単元の導入や単元最終の場面のみならず、定理を発見する場面においても、生徒から、

新しい解き方、見方や考え方が引き出せるような時間の確保やワークシートやヒントカー

ド、発問等の手だてを講じるようにする。

○発表やグループ活動、教え合い等の活動を通して、新しい解き方、見方や考え方の発見
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ができるような学習形態についての手だてを講じるようにする。

○単元によらず、毎時間、教師と生徒とのやりとりを通して、導き出された結論の理由を

考えさせたり、確認を行うことを通して、新しい解き方、見方や考え方の発見ができるよ

うにする。

Ⅳ 実践例

①学習形態の工夫（教え合い）

（１）単元 平方根

（２）目標

平方根の必要性や意味を理解するとともに、数についての概念を拡張し、必要に応じ

て既習事項を用いたり、式を変形したりしながら、平方根を含む計算をすることができ

る。また、それらを用いて問題を解決することができる。

（３）本時の学習

ねらい

既習事項を用いて、工夫しながら、平方根を含む式の値や、課題を解決することがで

きる。

学

習 学習活動 時 活動への支援及び留意点・評価

●は評価項目 ■は評価方法過 間

◎は理解が十分でない生徒に対しての支援程

１．前時の学習を振り返る。 ・前時に学習した式の値の求め方について、与えられた式に直接

５ 代入して値を求める方法と、与えられた式を因数分解を用いて変

課 ２．本時の学習課題を把握す 分 形し、その式に代入して値を求める方法を振り返ることで、本時

題 る。 の課題を解決するための求め方を想起しやすくする。

の

把 ＜ 課題１ ＞

握

３．課題１を解決する。 ・式がｘ －ｙ であることから、落ち着いて計算するよう促すこ２ ２

＜予想される求め方＞ とで、正確に式の値を求めることができるようにする。

・ －ｙ に代入 ◎Ｔ２：解決の見通しが持てない生徒に対しては、代入する値がx ２ ２

課 ・ －ｙ ＝（ ＋ｙ （ － ２つあるので、 、ｙの値に着目させることで、ｘ －ｙ に正確x x x x２ ２ ２ ２）

題 ｙ）してから代入 に代入することができるようにする。

の ◎Ｔ２：代入してできた を

追 計算することができない生徒に対しては、展開の公式２，３を振

、 。究 り返らせることで 公式を用いて効率的に計算できるようにする

・ ◎Ｔ２：展開の公式２，３の理解が十分でなく計算をすすめるこ1

解 とができない生徒に対しては、公式２，３を振り返らせ、根号を5

決 分 含む計算に注意させることで、計算をすすめることができるよう

にする。

x＝３＋ ５ 、ｙ＝３－ ５ のときの、式ｘ２－ｙ２の値を求めなさい。

（３＋ ５ ）２－（３－ ５ ）２
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・式の値を求められた生徒に対しては、求め方は一通りでないこ

とを伝え、別の求め方を考えるよう促すことで、工夫して課題を

解決できるようにする。その際に、他の求め方が考えつかない生

徒に対しては、一つめを直接代入して求めた場合、 －ｙ を別x ２ ２

の形にできないかと問いかけることで気づけるようにし （ ＋、 x

ｙ （ －ｙ）に代入する求め方が一つめの生徒に対しては、変） x

形しないで求めることはできないかと問いかけることで気づける

ようにする。

４．隣同士で求め方の確認、 ・隣同士で求め方の確認や説明、未解決の場合は教え合いを行わ

説明をする。また、全体の場 せることで、平方根を含む式の値の求め方の理解を深め、代表者

、 。で解決の手順を発表する。 に全体で発表させることで 互いの考えを共有できるようにする

●既習事項を用いて工夫しながら、平方根を含む式の

値を求めることができる。

＜考え方＞（■プリント・観察）

＜ 課題２ ＞

、 、 。大きさのちがう正方形ア イ ウを左のように重ねた

イの面積が５０㎝ のとき、アとウの面積の差を求めな２

さい。

５．課題２を把握し、解決す ・四角形が正方形であることを強調することで、イの一辺の長さ

る。 がで表 せることに気付き、ア、イの一辺の長さについ

＜予想される求め方＞ ても、それぞれ１㎝の差があることから、

・ で表せることに気付けるようにす

を展開し、差を求める。 る。

・ ◎Ｔ２：立式できない生徒に対しては、正方形の面積の求め方を

とし、因数分解を用いて、差 想起させることで、ア、ウ、それぞれの面積を求める式を作れる

を求める。 ようにする。

◎Ｔ２：計算をすすめることができない生徒に対しては、課題１2 5

分 を振り返らせることで、展開の公式２，３を用いて計算すること

に気付けるようにする。

◎Ｔ２：展開することができない生徒に対しては、公式２，３を

振り返らせ、根号を含む計算に注意することを個別に支援するこ

とで、展開できるようにする。

・ により、課題を解決できた

生徒には、課題１を例に出し、別の方法はないかと問いかけるこ

とで、因数分解を用いた求め方に気付けるようにする。

イ

ウ

１㎝１㎝

（５ ２＋１）２－（５ ２－１）２

５ ２＋１＝A、５ ２－１＝Ｂ

５ ２

５ ２ －１、５ ２＋１

（５ ２＋１）２－（５ ２－１）２
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６．隣同士で求め方の確認、 ・隣同士で求め方の確認や説明、未解決の場合は教え合いを行わ

説明をする。また、全体の場 せることで、平方根を含む式の課題解決の理解を深め、代表者に

で解決の手順を発表する。 全体で発表させることで、互いの考えを共有できるようにする。

●既習事項を用いて工夫しながら、課題を解決するこ

とができる。

＜考え方＞（■プリント・観察）

ま ７．本時のまとめ ５ ・本時の学習で学んだことをプリントにまとめることで、本時の

と 分 振り返りを行う。

め

②図形の性質を発見する場面（見方や考え方の発見）

（１）単元 円周角の定理

（２）目標

観察、操作や実験などを通して、円周角と中心角の関係を見いだして理解し、円周角の
定理やその逆、円周角の定理から導き出されるそのほかの定理を利用して、図形の性質を
考察できるようにする。
・円周角の定理を見いだすことができるようにする。
・円周角の定理やその逆を理解できるようにする。
・円周角の定理やその逆を利用して、図形の新たな性質を見いだしたり、それらの性質を

、 、 。利用して 図形の角度 を求めたり 作図の方法を考えたりすることができるようにする
（３）本時の学習

ねらい

円周角の定理を証明できることを知り、証明のよさを理解するとともに、円周角の定

理を使って、円周角や中心角の大きさを求めることができる。

学 活動への支援及び留意点・評価

習 学習活動 時 ●は評価項目 ■は評価方法◎は理

過 間 解が十分でない生徒に対しての支援

程

１．前時の振り返りと本時 ・前時に学習した円周角と中心角の位置関係を振り返る。

の 学習課題をつかむ。 ◎前時に使ったワークシートをもう一度使い、弧に対する円周角

問 と中心角の位置関係について確認する。

題 ２．円周角と中心角の間の関 ・円周角の定理には 「半分」と「一定」の２つの要素があるが、、

の 係を調べる。 まず「半分」について気づかせたい。1

把 ・点Ｐの位置にいては、学習課題の図の他に次の２通り考えられ5

、 。握 分 るが 自分がやりやすい図形について取り組むようにさせたい

(イ) (ウ)

学習課題

「円周角と中心角の間に成り立つ

関係を調べよう 」。
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(ア)

●(ア)～(ウ)の中から、自分がやりやすい図形について、円周角

と中心角の間の関係を考えようとしている。(■生徒観察)

３ 「１つの弧に対する円周角 ・(ア)～(ウ)のそれぞれの場合について 「１つの弧に対する円周． 、2

の大きさは中心角の半分であ 角の大きさは中心角の半分である」ことを証明することを優先さ0

る」ことを証明する。 分 せたい。

問

の

追 ＊予想される生徒の考え(主に補助線)

求 (ア) (イ) (ウ)

・(ア)や(イ)の場合の証明については、できるだけ生徒による証

明を取り上げたい。(ウ)については、教師による支援が必要に

なるものと考える。

４．円周角の定理を理解し、 ・(ア)～(ウ)から 「１つの弧に対する円周角の大きさはすべて等、

その定理を使って、円周角 しい」ことに気づかせたい。

円周角の定理や中心角の大きさを求める。 1

定理 円周角と中心角について、次の性質が成り立つ。0

１ １つの弧に対する円周角の大きさは、その弧に対する分

中心角の大きさの半分である。

２ １つの弧に対する円周角の大きさはすべて等しい。

◎上記の円周角の定理を使って、角度を求める問題に取り組む。

弧に着目して考えるとよいこと支援の際にを伝える。

●角度を求める問題を円周角の定理を使って解いている。
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(■教科書 のＱ３に取り組む様子から)P.17

ま ５．学習のまとめをする。 ・学習を振り返って、新しく分かったことや感じたことを記述さ5

と 分 せる。

め ●本時の学習の振り返りとして、新しく分かったことや感じたこ

とが書けている。

Ⅳ 成果と課題

① 本時の様子

○実践例①では本研究目標を達成する手立てとして、主に、学習形態を工夫した。本時の

課題解決のための個人追究から隣同士での教え合い、そして、全体の場での発表という流

れで課題１，２ともに展開したが、特に教え合いの場面では隣同士に限らず前後左右の生

徒とも意見交流をし、わからない場合は教え合ったり、他の考え方を知ることができたり

といった場面になった。

○実践例②では、個人追究を主とした授業を展開したが、自然と周りの生徒と相談しなが

ら課題解決に取り組む様子がうかがえた。また、本研究目標を達成する手立てとして、ヒ

ントカードを用いた。それにより、考えを進めることができた生徒がいた。

② 成果

○上記の本時の様子の通り 「教え合い」や見方、考え方を深める課題を取り扱った授業、

は、意見交流や発表を通して、考えを深めるにあたって効果が高いと考えられる。また、

必要最小限の情報で、既習事項の確認となる「ヒントカード」の活用も、個人追究で考え

が深めることができない生徒にとって、それを克服するための一つの手立てとなった。

○特に記述はしていないが、実践例①、②ともに、考えを深め、広げるために自由記述が

多いワークシートを活用した。その結果、一つの解法のみで終わりにせず、周りの生徒と

意見交流をしながら別の解法を考えることもできた。

③ 課題

、 「 」 。○実践例① ②ともに新学習指導要領で記述されている 言語活動 に関わる授業である

それぞれ別のクラスで別の単元で実践を行ったが、隣同士やグループ活動による教え合い

が成り立つためには、日頃から積極的に行わなければならず、また、興味・関心が高くな

ければならない。そのためにも、生徒が強い「興味・関心」を持って授業に取り組める課

題を精選し、提示する必要がある。そして、今回の実践例では、互いに説明する時間を設

けたが、説明のための説明になっているときがあり、考えを深めることなく、それのみで

完結してしまう生徒もいた。

以上が大きな課題であるが、今後も成果に満足せず、課題達成に努めていきたい。
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研究主題    「数学的活動を生かした魅力ある授業づくり」 
～数学的活動を生かした図形の指導を通して ～ 

 
みなかみ町立月夜野中学校  小林 喜弘 

 
Ⅰ 主題設定の理由 
 中学校数学科では、「数学的活動を通して、数量や図形などに関する基礎的な概念や原

理・法則についての理解を深め、数学的な表現や処理の仕方を習得し、事象を数理的に考

察し表現する能力を高めるとともに、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し、それら

を活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる」ことが目標として定められて

いる。その中で、数学的活動を一層充実させることを受け、教師の説明を一方的に聞くだ

けの学習や、単なる計算練習を行うだけの学習ではなく、試行錯誤したり、資料を収集整

理したり、観察したり、操作したり、実験したりする活動を授業に取り入れ、数学を学ぶ

ことへの意欲を高めるとともに、数学的活動に主体的に取り組むことができるようにし、

数学を学ぶ過程を大切にすると示されている。 
しかし、実際本校の生徒の数学に対する意識は、定期試験、高校受験との結びつきが強

く、計算の処理の仕方や結果ばかりを重視してしまい、数学の本来のよさを知らずに、数

学を学習することに退屈を覚えているように見られる。 
そこで、本研究では図形領域における数学的活動を生かした授業を構想、実践したいと

考えている。数学的活動は、計算処理や図形の具体的操作など客観的に観察が可能な活動

である外的活動と、類推したり、振り返って考えたりするなどの内面的な活動である内的

活動に分けることができると考える。外的活動には、内的活動を活性化し、内的活動には

外的活動を誘発するという相互作用があり、それらを授業実践で工夫して取り入れること

で、「数学的活動の楽しさや数学のよさを実感できる」と考え、本研究主題を設定した。 
 

Ⅱ 研究目標 
 図形領域指導において、数学的活動である外的活動、内的活動する機会を意図的に設定

し課題解決をさせることで、数学的活動の楽しさや数学のよさが実感できることを、実践

を通して明らかにする。 
 
Ⅲ 研究内容 
１ 課題設定の工夫 
（１） 操作可能な題材を取り上げる 

生徒の外的活動を促すことができるような題材、生徒の身近な題材を取り上げる。ま

た、課題で扱われる図形の具体物を生徒一人ひとりに準備することで、関心・意欲を

高めるとともに、外的活動から内的活動に結びつけやすくする。 
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（２） ＩＣＴ機器の活用 
 課題提示や説明、発表場面で実物投影機やプロジェクタを活用する。コンピュータによ

るシミュレーションにより、視覚的なイメージとしてとらえやすくするとともに、授業の

関心・意欲を高めることができる 
 
２ 外的活動、内的活動の機会設定の工夫 
  授業実践にあたって、生徒の外的活動の時間、内的活動の時間を明らかにする。 
① 課題をつかむ活動（内的活動） 
  授業で必要となる前時までの学習内容の復習、本時の課題を知る活動。 
② 本時の見通しをもつ活動（内的活動） 
  成り立つ事柄を予想する活動。 
③ 課題を練る活動（各個人による 外的活動 → 内的活動、内的活動 → 外的活動） 
 観察、操作、実験による活動。外的活動を経て既習事項をもとに考える内的活動。また、

その相互による繰り返し活動。 
④ 課題を深めあう活動（集団による 外的活動 → 内的活動、内的活動 → 外的活動） 
 自分の考えを伝えたり、他人の考えを知り、それをもとに自分の考えを再構築したりす

る活動。 
⑤ まとめる活動（内的活動） 
 自分が行った活動を振り返る活動。 
 
３ 学習形態の工夫を行う 
 課題への取り組みにおける過程ごとに学習形態を設定する。自力解決の時間を設定し、

自分なりの解決方法を導かせる時間を設ける。その後 3～4 人の班活動で集団解決させるこ

とで、自分の考えを表現する力を養い、他の考えをもとに自分の課題解決における考えを

再構築できるようにする。 
 
Ⅳ 実践例 

 単元名  図形の相似 

 

（１）生徒の実態 

 本学級は男子１７名、女子１３名、計３０名であり、基礎コース、発展コースの２グル

ープに分けて習熟度別の少人数指導を行っている。以下は基礎コースの生徒の実態である。 

 基礎コースは男子５名、女子４名、計９名である。９名の中のほとんどが数学に対して

苦手意識をもっている。そのため、授業を受ける態度も消極的になりがちである。また、

数学のよさを意識せず、定期テスト、実力テストなどの点数を念頭に置いて取り組んでい

るため、「理解する」ことよりも「解ける」ことに重点をおいている。したがって、活用
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をする問題に対して、既習事項を用いて試行錯誤したり、見通しをもって解決しようとし

たりする態度が乏しい。 

 したがって、数学的な活動を生かした授業の展開、その中でも内的活動と外的活動を意

図的に設定した指導をしていきたいと考える。さらに、ＩＣＴ機器を有効に活用し、数学

的活動を円滑に進められるようにしたり、集団解決の時間を設定し、自分の考えを相手に

伝える、また、相手の意見を聞いて新たな考えに気付くなどといったことを通して、自分

の考えを再構築できるようにしたり、建設的に解決方法を導くことができるようにしてい

きたいと考える。 

 

（２）実践した授業の概要 

 実践した授業は、３年生の「図形の相似」の単元の導入にあたる第１時間目の「図形の

拡大と縮小」である。まず、①「課題をつかむ（内的活動）」として、生徒たちの１年生

時の集合写真を、プロジェクタを使って拡大したものを順次見せ、拡大するという定義に

ついて質問し、「拡大するとはどういう操作なのか」ということを本時の学習課題として

設定する。②「本時の見通しをもつ活動（内的活動）」として、様々な方法で引き伸ばした

（縮めた）図を提示し、長さ、形、角の大きさに注目させ、「拡大」について各個人で予想

させる。③「課題を練る活動（各個人による外的活動→内的活動、内的活動→外的活動）」

として、引き伸ばした（縮めた）図を操作できる具体物を用意し、もとの図形に合わせた

り、敷き詰めたりする作業を通して、長さ、形、角の大きさについて調べさせ引き伸ばし

方（縮め方）を分類させる。④「課題を深めあう活動（集団による外的活動→内的活動、

内的活動→外的活動）」として、各個人で分類した方法を、グループの人に紹介したり、グ

ループの人の紹介を聞いたりして、考えを深められるようにする。その後全体で紹介され

た分類方法を確認させるのと同時に、その中の 1 つの分類方法（長さが縦、横等倍されて

いて、角の大きさ、形が変わらない引き伸ばした方）が「拡大」の定義であることを伝え

る。⑤「まとめる活動（内的活動）」として、練習問題を行った後に、①~④までの活動を

振り返らせ、次時の学習の内容を伝えて本時の学習を終了する。 
 
 
（３）本時の学習 

 

本時の目標 拡大や縮図の性質を考察し、拡大・縮小について理解することができる。 

 

準備    教科書、学習プリント、フラッシュカード、プロジェクター、 
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展開 

 

学 習 活 動 時間 指導上の留意点・支援 

（・予想される生徒の反応） 

評価項目と方法 

○おおむね満足 

☆十分満足 

Ⅰ，学習内容を把

握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○拡大させた写真を提示することで、本時の学習に

関心をもつことができるようにし、生活経験上の

「拡大」するということを想起させることができ

るようにする。 

 

○拡大、縮小、縦と横に引き延ばした写真、斜めに

引き延ばした写真を提示し、学習課題を把握さ

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○図形の辺、角、形を調べ、分類することを全体で 

確認することによって、課題解決の見通しもつこ 

とができるようにする。 

・長さは何倍になっているのかな。 

・角度は違っているのかな。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ，自力解決をす

る。 

 

 

 

１０ 

○最初は個別で考えさせることによって、自分なりの根拠をもと

に考察することができるようにする。 

○机間指導を通して、生徒の学習理解を把握した 

り、助言を与えたりする。 

 

 

 

 

［問題］ 

拡大するということはどういう操作をすることだろうか？ 
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Ⅲ,集団解決をす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０ 

 

 

 

 

○グループで仲間分けを考えさせることによって、個々の考えを

他と共有する機会を作り、本時の学習の考察を深めることがで

きるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

○グループごとに発表し、全体で考えを共有する。 

○発表されたグループ分けをもとに、「拡大・縮小」の定義を全体

で確認する。 

○長さ、角度、形の関係

について自分なりに考

察している。 

 

☆長さ、角度、形の関係

について、他の考えと比

較しながら考察してい

る。 

 

 

Ⅳ,練習問題を解

く。 

 

 

１０ 

○机間指導を通して、生徒の学習理解を把握したり、助言を与え

たりする。 

 

○多様な考えを、プロジェクタを使って全体で共有することで、

本時の学習内容を深められるようにする。 

 

 

Ⅴ，本時の学習の

まとめをする。 

 

 

５ 

○本時の学習を振り返り、次時の授業につなげることができるよ

うにする。 

 

 

 

 
 

（４）考察 
 生徒の授業の反応や感想から、以前までの授業にも増して意欲的に学習に取り組むこと

ができていたことが感じられた。「課題をつかむ活動」では、導入部分にプロジェクタを使

い、入学当時の写真を見せて本時の学習課題を考えさせたことで、本時の学習への興味を

十分にうえつけることができた。また、日常生活にもとづいた問題を取り上げたことで、

生徒の「なぜ」という素直な疑問が多く見受けられ、よりいっそう学習意欲を増す要因と

なった。「本時の見通しをもつ活動」では、パワーポイントを使って、図形が変化する様子

を見せた後に各個人に予想をたてさせた。9 名全員が、拡大の定義について自分なりの予想

をたてることができていた。以前までなら、何が分からないのかが分からない、何も予想

することができないといった反応が見受けられたため、このパワーポイントによる操作は、

この基礎コースの生徒たちにとって、予想をたてる上でとても有効的であったといえる。
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「課題を練る活動」では、予想をもとに具体物を操作して、多様な考え方から分類ができ

た。また、拡大された写真にもとの写真を敷き詰めている生徒が何人も見られ、辺の長さ、

角の大きさを写真何枚分という表現をしている生徒がいた。その生徒は、今回の学習では

ないが、今後の学習で出てくる面積比の関係にまで考えを発展させることができた。試行

錯誤した結果から生まれたものではあるが、全体で取り上げたときに他の生徒も驚きを見

せ、今後の学習の意欲づけになった。このように、具体物を操作させる作業も十分効果的

といえる。「課題を深め合う活動」では、各自の考えを伝えあいながら積極的な意見交流が

見られた。ただ、自分の考えの紹介、他の紹介を聞く活動だけになってしまったため、今

後の授業において、深め合うという点で手立ての工夫を考えていかなければならない。 
 
 
Ⅴ 成果と課題 
（１）成果 
○ＩＣＴを活用したことによって、生徒の課題に対する興味・関心の意識が向上した。 
○具体物を用意したことは、生徒からの新たな発見や、他の人に説明する道具としてとて

も有効であった。 
○予想→自力解決→集団解決という一連の流れが習慣付き、自分の考えを説明できる力が

向上した。 
 
＜課題＞ 
○毎回の授業で身近な事象の問題を取り上げるのは難しいため、違った方法のアプローチ

を工夫しなければならないと感じた。 
○予想→自力解決→集団解決に時間をとられてしまい、その後の演習時間が十分に確保で

きなかった。 
○基礎コースだけでなく発展コース用としても、今後継続して研究していく必要がある。 
○操作できる具体物については、単元を通して与えるのではなく、「活用」という観点から

も単元のはじめの段階でとどめておくことも必要だと感じた。 
 
今回の研修では実践例であげた授業だけでなく、「三平方の定理」までの授業においても

継続して外的活動、内的活動の機会設定の工夫、ＩＣＴの活用を行うことができた。前の

単元である「関数ｙ＝ａｘ２」のときとは違い、生徒の学習に対する態度の変容が大きいよ

うに感じた。その部分が一番の成果であるといえる。今回の研修だけで終わりにするので

はなく、継続して取り組む必要がある。また、図形指導だけでなく、今後は全体の学習を

通して展開できるように計画したい。 
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研究主題   数学的活動を生かした魅力ある授業づくり 
 ～数学的な思考や表現の形成過程の考察～ 

 
前橋市立第五中学校 関口 兼弘 

Ⅰ 主題設定の理由 
教育基本法や学校教育法の改正などを踏まえ、「生きる力」をはぐくむという新学習指導要領の理念実現の

ためには、基礎的･基本的な知識や技能を活用して課題を解決するために必要な思考力･判断力･表現力をはぐ

くむことが大変重要である。このような資質や能力を育成するためには、体験的な学習や基礎的・基本的な知

識や技能を活用した問題解決的な学習を充実させる必要がある。 

 前橋市教育委員会では、「まえばし学校教育充実指針（平成 22年４月）」において、具体的な課題として、

「主体的に学ぶ問題解決的な学習の充実」、「全ての教科等における言語活動の充実」を挙げ、各学校におけ

る授業の改善・充実に取り組むことを提案している。 
 知識や技能を習得したり、知識や技能を活用し課題を解決するために思考し、判断し、表現したりするのも

すべて言語によって行われるものである。よってこれらの学習活動の基盤となるのは、言語に関する能力であ

るということができる。したがって、言語に関する能力の育成を重視し、各教科等において言語活動を充実さ

せることは、きわめて重要なことであるといえる。 

 筋道を立てて考え説明する論理的な思考力や表現力を一層育てるためには、問題解決的な学習を取り入れる

ことが大変有効であると考えられる。なぜなら問題解決的な学習は、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら課題

を解決する過程を重視した学習活動だからである。本校では問題解決的な学習を、「①問題の把握、②解決の

見通し、③解決、④解決過程の振り返り・まとめ」の四つの過程からなると捉え、それぞれの過程において生

徒は、既習の知識や技能を活用し思考力を働かせ、それを表現していくことを通して次の過程へと進んでいく

ものと考える。 

 本校では校内研修において、主題を「問題や悩みを共有・共感しながら解決していこうとする生徒の育成」、

副主題を「生徒主体の話し合い活動を展開するための工夫を通して」とし、他者と進んで関わる場面を、授業

の中で設定して、様々な問題や悩みを、他者との話し合いで解決しようとする態度や意欲、能力の向上をした

いと考えている。具体的には授業において、生徒同士で考えた過程を説明し合ったり読み合ったりする活動、

共通点やよりよい方法などを話し合う活動等を、一斉指導やグループ活動を通して実施していきたいと考えて

いる。 

 教研式標準学力検査（ＣＲＴ）の結果から、本校の生徒の実態を分析したところ、基礎的･基本的な知識や

技能においては、全国正答率と比べてやや高い傾向にあるといえる。また、新たに学習する内容に対する関心

は高く、予想を立て、見通しをもって問題解決に取り組むことができる生徒が多い。しかし解決の過程を振り

返って理由や根拠を明確にして説明することについては、まだ十分であるとはいえない。さまざまな問題解決

の場面において、知識や技能を活用できるようにするためには、知識や技能をどのように獲得したのかその過

程を十分に理解し、さらにその過程を数学的な表現を用いて説明ができるようにすることが重要であると考え

る。 

 以上の点から本校数学部では、問題解決的な学習における「④解決過程の振り返り・まとめ」の過程におい

て、学習指導の工夫をしていくことで、思考力や表現力を高め、数学的な考え方を育成していきたいと考える。 
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Ⅱ 研究目標 

思考力や表現力を高めるために、数学的な思考や表現の形成過程を四つの過程として捉え、数学的な考え方を

育成しようとした授業は、数学的活動を生かした魅力ある授業になるか考察する。 

 

Ⅲ 研究内容  

（１）「解決過程の振り返り・まとめ」の過程とは 

「④解決過程の振り返り･まとめ」の過程では、「ア解決過程を生徒同士で説明し合ったり読み合ったりす

る活動」、「イ共通点やよりよい方法などを話し合う活動」が行われ、新たな知識や技能を獲得したり、問

題解決に用いた数学的な見方や考え方のよさを味わったりする上で大変重要な過程であると考える。これら

の活動において自分の考えを表現する場面では根拠を明らかにしながら相手にわかりやすく伝えようとす

ることで、言語能力を高めることできると考える。 

 

（２）「解決過程の振り返り・まとめ」の過程における生徒の活動と具体的な内容 

生徒の活動 具体的な内容 

ア 解決過程を生徒同士で説明し合ったり

読み合ったりする活動 

○理由や根拠が明らかになっているか、図や式などが効果的に

使えているか、もっとわかりやすい方法はないかなどの観点

から、自分で考えた解決過程について、振り返る。 

○２人から４人のペア学習やグループ学習で、理由や根拠を明

らかにしながら、解決過程を説明し合う。 

○どのように考えたか、なぜそう考えたのかを推測し、説明の

中に書かれた図や式を読み合う。 

イ 共通点やよりよい方法などを話し合う

活動 

○いろいろな考え方の良さについて話し合う。 

○説明に用いた図や式を比較しながら、それぞれの考え方の似

ている部分や違う部分はどこか、またこの場合どの考え方で

解決するのがわかりやすいか、などについて話し合う 

 

（３）数学的な考え方を高める問題解決的な学習の授業モデル 

問題解決的な学習の過程 

☆ 数学的な考え方にかかわる生徒の主な活動 

 

教師の指導の工夫 

①問題の把握 

 

☆ 問題を数理的にとらえる 

○身近な事象から問題を取り上げ、問題意識や疑問が

もてるような体験的・操作的活動を取り入れる。また

生徒が自ら問題を見付けたり、選択したりする活動を

取り入れる。 

○問題場面を絵や図、式に表現したり、既習事項と関

連付けて表現したりする活動を取り入れる。 

②解決の見通し 
○既習事項を振り返り、具体的な数に置き換えたり、

似たような問題を想起したりするように助言をする。 
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☆ 解決の結果や方法について見通しをもつ 

○見通しを発表し合う活動を取り入れる。 

○結論がいえるためには何が必要なのかを考えたり、

見通しを立てた理由を発表したりする活動を取り入

れる。 

③解決の実行 

 

☆ 既習の知識や技能、数学的な見方や考え方を活用

して、問題を解決する 

○解決のための時間と場を確保し、解決過程を図や式

などに表現する活動を取り入れる。 

○多様な考えで解いてみるように助言をする。 

○図と式の表現を言葉で関連付けたり、図に理由や根

拠を記入したりする活動を設定する。 

④解決過程の振り返り・まとめ 

 

☆ 新たな知識や技能を獲得し、数学的な見方や考え

方に気付き、そのよさを味わう 

○解決過程についてその理由や根拠を表現し、生徒同

士で説明し合ったり、表現された図や式を読み合った

りする活動を取り入れる。 

○共通点や簡単な方法などについて話し合い、数学的

な見方や考え方に気付き、その数学的な見方や考え方

を言葉で表現する活動を設定する。 

 

Ⅳ 実践例 

１ ねらい 具体的な事象の中から、伴って変わる二つの数量をいろいろ見付け、その関係がどのような関数 

になるのか、表や式を用いて考察し、比例や反比例、一次関数でもない関数があることを理解す

る。 

２  準備・資料   正方形のカード、学習プリント、説明用プリント、自己評価カード 

３  本時の展開 

学習活動（形態） 

   (全)･･･全体での活動 ､ (個)･･･個人での活動 

   (グ)･･･グループでの活動 

 

時間 

 

指導上の留意点・支援    評価項目(評価方法) 

○本時の課題を把握する（全） 

 

 

 

 

 

○段数に伴って変わる数量を見付けノート

に書く（個） 

○段数に伴って変わる数量について 

 自分の考えを発表する（全） 

《予想される生徒の反応》 

 ・高さ 

 ・横の長さ（増えた面積・枚数）  

・周りの長さ  

 ７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○段数に伴って変わる数量に気付きやすくするため

に、正方形のカードを用意し、１段目、２段目、３段

目までを黒板に提示し、視覚的に段数の変化の様子を

とらえながら、「段数がこのように変わるとき、それに

伴って変わっていくものは何ですか」と問いかけるよ

うにする。 

 

 

１辺が１ｃｍの正方形を図のように階段状に並べ   

ていくとき、段数に伴って変わる数量をいろいろ 

みつけてみよう 
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 ・面積（枚数） 

 ・頂点（角）の数 

 ・直角の数 

 

 

 

 

 

 

①問題の把握 

 

 

 

○段数をχとし、それに伴って変わる数量を

ｙとするとき、χとｙの間にはどのような関

係があるのか調べることを知る 

○ア頂点の数、イ面積（枚数）は全員が調べ

ることを知り、残りの一種類を何にするのか

決める（個） 

 

②解決の見通し 

○二つの数量の関係を見付ける方法を考え

る（個） 

《予想される生徒の反応》 

 ・表を作ってみる 

 ・ｙをχの式で表してみる 

 

③解決 

○表や式から二つの数量の関係についてど

のような関数になるのか調べたことを、わか

りやすくノートにまとめる（個） 

《予想される生徒の反応》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○段数に伴って変わる数量について、発表した数量が

表しているものを、全員が理解できるようにするため

に、発表者に図を用いて具体的に何の数量を表してい

るのか、説明をするように助言をする。 

 

 

○二つの数量の関係について、考察しようとする生徒

の意欲を高めるために、いろいろと出た意見の中から

三種類について調べるように指示し、そのうち二種類

は指定し、残りの一種類は自由に選ぶこととする。 

 

ア 頂点の数、イ 面積（枚数）、ウ 自分で選んだもの 

 

 

 

 

 

○見通しを発表し合い、うまく見通しをもつことがで

きない生徒の参考になるようにする。 

 

 

 

 

 

○二つの数量の関係について、考察しようとする生徒

の意欲を高めるために、調べてみたいもの、調べやす

そうなものから始めてよいことを伝える。 

 

○自分が考えた解決過程の説明がわかりやすくかけた

かどうか確かめることができるように、ノートに書い

た説明を見ただけで、自分がどのように考えたのか、

わかるように図や式、補助説明などを書くように助言

をする。 

 

 

段数と段数にともなって変わる数量の間にあ

る関係について調べよう 
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生徒のプリントより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④解決過程の振り返り・まとめ 

○ア～ウの中から一つ選び、解決過程を説明

用プリントに記入する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《二つの数量の関係を調べることができない生徒への

支援》 

●Ｔ１は１カ所に集まるように指示し、正方形のカー

ドを使って段数が増えていく様子を何度か示しなが

ら、増えていく様子を確認し、表を基にして式を見付

ける方法を考えるように助言をする。 

●Ｔ２は机間巡視をしながら、個別の質問に答えたり、

意思表示が得意ではない生徒に声かけをしたりして、

個別に支援をしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関心･意欲・態度】 

評価項目（評価方法） 

  ○表や式を用いて、三種類のうち二種類の二つの数

量の関係について考察しようとしている。 

  （ノート、グループ活動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自分が考えた解決過程を振り返ることができるよう

に、次の点を確認しながら説明用プリントに解決過程

を記入するように助言をする。 
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○４人のグループでどのように考えたのか

説明し合ったり、説明に用いた図や式を読み

合ったりする  （個、グ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ア～ウの三つの関数について、代表の生徒

が説明をする（全） 

○ア～ウについて、共通していえることは何

か、違うところはないか話し合う（全） 

《予想される生徒の反応》 

 ・χを決めるとｙが一つ決まるので、ｙは

χの関数であるといえる 

 ・既習の比例･反比例、一次関数の表や式

の特徴にあてはまるかどうか考えたところ、

イはどの特徴にあてはまらないので、χとｙ

の関係は、比例･反比例、一次関数のどれで

もないといえる 

 ・二つの数量が関数の関係であっても、比

例･反比例、一次関数でないものがありそう

だ 

 

○本時を振り返り、本時に用いた考えのよさ

 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・理由や根拠が明らかになっているか 

  ・図や式が効果的に使えているか 

  ・もっとわかりやすい方法はないか 

 

 

《自分の考えをうまく説明することができない生徒へ

の支援》 

●他の生徒と同じものを選んでもよいことを伝え、他

の生徒の説明を聞いてから、それを参考にして自分の

説明をするようにする。 

 

 

 

 

○ア～ウの二つの数量の関係についていえることを考

えるために、意図的に指名をして説明用プリントを提

示し、全体の場で説明できるようにする。 

 

 

○ア～ウについて比較検討できるように「共通してい

ること・違うこと」の視点を示す。 

 

 

 

 

【数学的な見方や考え方】      

評価項目（評価方法） 

  ○二つの数量の関係を表す特徴について、わかりや

すく説明し、比例や反比例、一次関数でもない関数が

あることを理解することができる。（ノート） 

 

 

 

 

 

７ 

 

 

○問題解決で用いた数学的な見方や考え方について、
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をまとめる（全）  

《予想される生徒の反応》 

 ・表や式を調べると、二つの数量の関係を

見付けることができる  

・グラフからも見付けられそう 

○自己評価カードに本時の学習から学んだ

ことと感想を書く（個） 

 

 

 

 

 ５ 

次の 問題解決の場面で気付き、よさを味わうことが

できるように、生徒に深く印象付けるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ成果と課題 

成果 

○年間を通して、授業の学習モデル①～④を行ったことにより、問題に対する考え方を自己解決で

きる生徒が多くなった。 

○この授業モデルでは、問題解決的な学習の自ら課題を見付け、自ら学び、自ら課題を解決すると

いうこと沿っている。このことから筋道を立てて考え方を説明する論理的な思考力や表現力を育て

るためには大変有効的であった。 

○「④解決過程の振り返り・まとめ」の活動において、自分の考えを表現する場面では根拠を明ら

かにしながら相手にわかりやすく伝えようとすることで言語能力を高めることができた。 

○ペア学習やグループ学習を取り入れたことにより、解決方法をお互いに説明し合うことができ、

表現力を高める手立てとなった。 

○新学習指導要領における数学の言語活動に関する成果 

「数学科においては，生徒が学んだ数学を活用して考えたり判断したりすることをよりよく行うことができる

よう，言葉や数，式，図，表，グラフなどの数学的な表現を用いて，論理的に考察し表現したり，その過程を

振り返って考えを深めたりする学習活動を充実する。」と明記されていることから、今回の研究事項は大変有

効的な活動であると感じた。 

 

課題 

○今回の授業モデルでは、問題解決的な学習が行われることから基礎・基本の定着不足が考えられ

る。そのための時間を確保し、単元毎に基礎・基本の定着を行わなければならないと感じた。 

○グループ学習やペア学習を行う上で上位層の生徒のグループでの役割を明確にする必要があっ

た。実態をしっかり捉え、どの場面でこの授業モデルを行うかを教師は判断しなければならない。 

○解決過程の振り返り・まとめを重視することで、新たな知識や技能を獲得したり、問題解決に用いた数学的

な見方や考え方のよさを味わったりしたことをどのように確認するのか明確ではなかった。 

 

参考文献 

文部科学省 新学習指導要領・生きる力 第 3 章 言語活動を充実させる指導と事例  
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「数学的活動を生かした魅力ある授業づくり」

～「活用」に視点をあてた一次関数の指導～

伊勢崎市立殖蓮中学校 芳賀 武史

Ⅰ 主題設定の理由

新学習指導要領では「数学的活動を通して、数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則

についての理解を深め、数学的な表現や処理の仕方を習得し、事象を数理的に考察し表現する能力

を高めるとともに、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し、それらを活用して考えたり判断し

。」 。 、たりしようとする態度を育てる ことが数学科の目標として挙げられている 数学科の学習では

身に付けた数量や図形に関する知識、数学的な表現や処理、数学的な見方や考え方の基礎・基本を

活用して、思考力・判断力・表現力などの数学科として身に付けたい資質・能力を培い、養ってい

くことが必要である。また、身に付けた知識や技能を活用することのよさを感得することで学ぶこ

との楽しさや充実感を味わうことができると考える。

本校２年生のＮＲＴ学力検査の結果は全国平均を少し上回る程度である。数と式の領域が全国平

均を下回る一方で、関数領域については全国平均を ポイントも上回っている。関数的な見方や10

考え方の潜在力はあると思われるので、基礎基本の確実かつ幅広い定着により、さらに向上が望め

るのではないかと考える。また、意欲的に学習課題に取り組め学力の高い生徒も多いが、進んで考

えを発表したり、新しい課題に意欲的にチャレンジしていこうとしたりする傾向がなく、全体的に

は受身的な授業の雰囲気である。自分の考えを持ち、それらを文章や言葉で表現させていくことが

目の前の生徒たちには重要であると考える。そこで、一次関数の指導において数学的活動や言語活

動に計画的に取り組んで基礎基本の確実な定着を心がけていく。しかし、単に処理ができる、問題

が解けるだけでは「活用」の力は身に付かない。そこで、学習したことを「活用」できる力につな

げていくために、身に付けた数学用語や内容を適切に言葉で表現させたり、課題に対する考え方の

方針を言葉で表現させたりしていく。このような活動を繰り返し行うことで、知識や技能の確実な

定着はもちろん、知識の幅が広がり一次関数の表、式、グラフの相互関係をより豊かにすることが

できる。また、見通しを持って課題に取り組ませることで、どの知識を、どのように利用していけ

ば解決に導けるのかを考えられる、つまり「活用」する力の素地につながっていくものと考える。

このように 「活用」に視点をあてた学習は、数学に関する知識や技能をより確かなものとする、

とともに、自ら表現する力をも高めることができる。さらには、単元の最後にこれらの学習を通し

て学んだ知識を総動員させる発展的な活用問題に取り組ませる。思考錯誤をしながらも見通しを持

って課題に取り組み、一次関数の学習内容をより豊か身に付けることができる魅力ある授業になる

ものと考え、表記の研究主題を設定した。

Ⅱ 研究目標

一次関数の学習において数学的活動を意図的に取り入れ、さらには、発展問題としてグラフに合

う問題をつくる活動を取り入れることが、知識や技能を活用する力を高め、学ぶことの楽しさや充

実感を味わわせる魅力ある授業づくりに有効であることを、実践を通して明らかにする。

Ⅲ 研究内容

学習内容をより豊かに定着させ、学ぶことの楽しさや充実感を味わわせるる魅力ある授業づくり
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・知識技能を「活用」できる力へ

繰り返し・反復練習

発 展 的 活 用 問 題

・基礎基本の定着

魅力ある授業

・学ぶことの楽しさや充実感

・学習内容のより豊かな定着

数学的活動・言語活動

のために、一次関数の学習において以下のような取り組みを行う。

【繰り返し・反復練習】

「活用」できる力を養うためには、その基盤となる基礎基本の知識・技能を確実に定着させな

ければならない。そのために、授業の中ではもちろんのこと、授業以外の時間も利用して繰り返

し反復練習を行っていく。

、 。・授業で学習した内容をその日のうちに復習できるよう プリント 枚程度の宿題を毎回出す1

（ ） 。・朝学習パワーアップタイムで伊勢崎式学力向上プリント 市プリ などを利用して復習する

・授業の始めに、教材などを利用して前時の復習をする。

【数学的活動・言語活動】

単に計算ができる、問題が解けるだけでは「活用」の幅が広がらない。獲得した知識や技能を

幅広く活用できる力に押し上げるために、数学的活動や言語活動に単元全体を通して意図的に取

り組んでいく。

（言語活動Ａ）・身に付けた数学用語や内容を適切に言葉で表現させる。

・考え方の方針を学習してきた言葉を用いて適切に言葉で表現させ、見通しを持たせ課題に取

（言語活動Ｂ）り組ませる活動。

・日常生活の場面から実験や観察の結果をもとに事象を一次関数とみなし、その後の変化を予

（数学的活動Ａ）測させることで数学を利用することのよさを実感させていく活動。

【発展的活用問題】

一次関数の学習で身に付けた知識・技能や数学的な考え方を総動員させ、思考錯誤をしながら

既習の内容をどう活用し日常生活の場面に適した問題をつくる活動に取り組み、学ぶことの楽し

さや充実感を味わわせるとともに、学習内容をより豊かに定着させる。

・発展的な課題として、与えられたグラフの形状に合う問題をつくる活動を行う。生徒は与え

られたグラフを読み取り、グラフの形状の即した場面設定を考え、その場面やグラフに合う

適切な数値を見つけ試行錯誤しながら問題づくりに取り組むことになる。さらに、筋道を立

（数学的活動Ｂ）てた分かりやすい解答を書かせる。

Ⅳ 実践例

（１） 単元について

これまでに生徒は、比例、反比例を中心に、ともなって変わる２つの量の間の変化や対応

の関係を考察し、関数関係についての理解を深めている。これらの学習を通して、比例、反
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比例の関係を表す式やグラフの特徴を理解してきている。２年では、その対象として１次関

数が中心となるが、応用として方程式における２つの変数を関数関係としてとらえたり、い

、 。ろいろな事象における関数関係をとらえたりして それらを考察する能力を一層深めていく

中学校における関数学習の難しさは、関数を表、式、グラフに表現して関数の特徴を調べ

ることと、それらの表現を相互に利用して問題解決を進めることにある。そこで、基礎基本

的事項を確実に定着させるだけでなく、知識・技能の幅を広げ関数の表、式、グラフを関連

させ考えられる「活用」できる力を身に付ける必要がある。また、本単元の学習は、観察や

実験結果からその後を予測するなど社会生活の様々な場面で生かされ日常生活の場面との関

連も多い。このようなことから、数学的活動を計画的に取り入れることで理解の幅が広がり

「活用」する力を養え、学ぶことの楽しさや充実感を味わうことができると考える。

（２） 指導計画

節 項（時数） 学 習 内 容 数学的活動・言語活動

とびら １ ・いろいろな事象で、ともになっ ○比例関係であること、でない（ ）
て変わる２つの量の変化の様子 ことを説明させる

（ ）を調べる 言語活動Ａ

１ １ 関数 １ ・関数の意味を理解する（ ）
・関数のよさを知る

２ １次関数 ・１次関数の意味を理解し、１次 ○関数であることを言葉で説明
（ ）一 １ 関数を見出し式に表す させる（ ） 言語活動Ａ

次 ３ １次関数の値 ・１次関数の変化の割合の意味を ○変化の割合の意味を問題に即
（ ）の変化 １ 知り、変化の割合を求める して説明させる（ ） 言語活動Ａ

関
４ １時間数のグ ・１次関数のグラフをかくことが ○傾きや切片の意味を表や式を

数 ラフ ４ でき、その特徴を知る 関連づけ説明させる（ ）
（ ）・グラフの傾き、切片の意味を知 言語活動Ａ

る ○グラフをかくときやグラフか
・グラフから傾きと切片を読み取 ら１次関数を求めるときはど

り１次関数を求める こに着目するか見通しを持た
（ ）・１次関数の変域の対応を調べる せる 言語活動Ｂ

５ １時間数を求 ・あたえられた条件から１次関数 ○１次関数は変化の割合と切片
めること １ を求める で決まるという見通しを持た（ ）

（ ）せる 言語活動Ｂ

基本の問題（１） ・学習内容を復習する

１ ２元１次方程 ・２元１次方程式のグラフを傾き ○２元１次方程式も についてy
式のグラフ と切片、グラフ上２点を利用し 解くことで変化の割合と切片

２ ２ てかく を利用してかく見通しを持た（ ）
（ ）せる 言語活動Ｂ

２ 連立方程式と ・連立方程式の解をグラフをかい ○２元１次方程式も についてy
１ グラフ １ てもとめる 解くことで変化の割合と切片（ ）
次 ・グラフの交点を、連立方程式を を利用してかく見通しを持た

（ ）関 解いてもとめる せる 言語活動Ｂ

、数 ３ １時間数の利 ・実験の結果を１次関数とみな ○実験結果を１次関数とみなし
と 用 ２ し、結果を考察する その後の変化を式や表やグラ（ ）
方 ・図形の辺上を動く点によってで フを利用して調べる

（ ）程 きる図形の面積の変化の様子を 数学的活動Ａ
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式 式やグラフで表す ○ダイヤグラムをもとに１次関
・列車や人の動きをグラフに表 数を利用して、列車の運行の

（ ）し、グラフを利用して問題を考 様子を調べる 数学的活動Ａ
える ○グラフの交点が何を意味す

るのか見通しを持たせる
（ ）言語活動Ｂ

基本の問題 ・学習内容を復習する

章の問題 ・学習内容を復習する

発展問題 ・グラフに合う問題をつくる ○グラフに合う問題をつくり、
分かりやすく筋道のとおった

（ ）解説を書く 数学的活動Ｂ

（３） 授業実践その１（連立方程式のグラフ）

・ねらい 連立方程式の解を、グラフをかいて求めることができる。また、グラフの交点の

座標を連立方程式を解いて求めることができる。

・展 開

学 習 内 容 時間 支援・指導上の留意点

、１ 連立方程式の解を計算でなく

グラフを利用して求めることを

知る。

○グラフ上のすべての点が方程式の解であること

を確認する。

。○２元１次方程式のグラフの書き方を説明させる

（ ）言語活動Ｂ

○グラフから方程式の解がどこになるのか、そし

（ ）てなぜか説明させる。 言語活動Ａ

２ ２直線の交点の座標を、連立

方程式を用いて求める。

○交点が方眼のマス目の交点を通らない２

直線を提示して、直線の式を求め連立方

程式を解いて求める方向性を示す。

○グラフから１次関数の式を求める方法を

（ ）確認する。 言語活動Ｂ

３ 練習問題に取り組む。

○グラフをかき視覚的にイメージしやすく

させる。

○「 軸と交わる座標」の意味を考えさせx

連立方程式

の解をグラフを利用して求めよう。

２xPyx１ ・・・・・・（1）
xOyx５ ・・・・・・（2）

Ç

・ について解くy
↓

・傾きと切片を利用してグラフをかく

右の図の２直線

の交点の座標を求

めよう。

・グラフから （傾き）と （切a b
片）を求める。

のグラフが 軸と交わる座標をx

求めなさい。

yx2xP3
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（ ）る。 言語活動Ｂ

○考 察

数学用語や内容を適切に言葉で表現 させたり、考え方の方針を学習してき（言語活動Ａ）

（言語活動た言葉を用いて適切に言葉で表現させ、見通しを持たせ課題に取り組ませる活動

に意識的に取り入れてきた。生徒は「 を に代入して」など代名詞を多く用いてＢ） それ そこ

発言したり 「 軸とぶつかった数」など学習した用語を用いないで発言する場面が多く見、 y

られた。このようなことから、学習したことが問題を解決するための力に生かせていない考

え、的確な用語を持ちいて適切に表現させていくことが学習したことを「活用」する力の基

礎になると考えた。まだ、十分とは言えないが授業の様子から適切に表現する意識も高くな

りつつあることが伺えた。

また、考え方の方針は短く文章にまと

めノートに書かせてきた。そのことで、

問題に取り組むときにノートを振り返る

様子が見られるようになり、活用できる

ノートづくりができるようになった。

一次関数の学習では用語の意味を理解することはもちろん、それらを表、式、グラフで相

互に関連させ理解すること、さらには問題の場面でどのような意味を持っているかを理解す

ることは 「活用」する力の一因になる。そのため、この授業実践ではないが、一次関数の、

利用の場面では「傾きが何を意味しているのか 「この場合の切片はどんな意味か」を生」、

徒に問いかけるようにしてきた。その

際にも、

「傾き」とは

↓

「 が１増加した時の の増加量」x y

↓

「この場合の はＡから移動したx

長さ、 は面積」だからy

↓

「Ａが１ 動いた時の、面積のcm

増加量を表している」

x y y 0・ 軸との交点なので 座標が ＝
↓

・ ＝ を式に代入して座標を求めるy 0

生徒のノートから
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というように手順を追って指導を繰り返してきた。このことも、数学用語の確実な理解だけ

でなく、どのように考えていけばよいのかの見通しを持たせることができる。

（４） 授業実践その２（発展的活用問題）

・ねらい グラフの形状を読み取り、そのグラフに合う問題をつくることができる。

・評 価 グラフに即した問題をつくることができる （考え方・ワークシート、観察）。

学習したことを振り返り返りながら、問題づくりに取り組んでいる。

（関心・観察）

・展 開

学 習 内 容 時間 支援・指導上の留意点

１ 本時の課題を知る。

２ 課題に取り組む。 ○グラフの傾きも考慮しながら、形状に合う場面

設定をする。

○どのような問題にすればよいか思いつかない生

徒には、教科書や問題集などを参考にさせる。

○場面設定にこだわり過ぎないように、学習した

。用語を適切に用いた分かりやすい問題にさせる

○解答は、数学用語や図、式、表などを適切に用

いて、誰が読んでも分かりやすい解説になるよ

（ ）う心がけさせる。 数学的活動Ｂ

・ について解くy
↓

・傾きと切片を利用してグラフをかく

一次関数 チャレンジ問題（パターンＡ）
～ 一次関数で学習したことを、総動員して下の問題にチャレンジしてみよう ～

右の図は、ある関係をグラフに表したものです。

グラフの数値や条件を適切に決め、右のグラフ

に合う問題を作成しましょう。また、問題の解答

も考えましょう。

※グラフの数値は直接グラフ内に書き込もう。

一次関数 チャレンジ問題（パターンＢ）
～ 一次関数で学習したことを、総動員して下の問題にチャレンジしてみよう ～

右の図は、Ａさんの移動の様子を表したグラフ

です。

グラフの数値や条件を適切に決め、右のグラフ

に合う問題を作成しましょう。また、問題の解答

も考えましょう。

※グラフの数値は直接グラフ内に書き込もう。
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○考 察

始めクラスでは、場面設定の条件は何も設けない（パターンＡ問題）で取り組ませた。人

や物の移動の場面をイメージした「時間」と「道のり」に関する問題。容器に水などの入れ

る場面をイメージした「時間」と「水の量（深さ 」に関する問題。この２種類の問題がつ）

くられるであろうと予想していたが、問題をつくった生徒（途中も含めて）２１名のうち、

２０名が「時間」と「道のり」の問題であった。そのため、問題つくりにより時間をかける

ため 次のクラスからは 速さ と 時間 と 道のり の問題になるよう条件を設けて パ、 「 」 「 」 「 」 （

ターンＢ問題）取り組ませることにした。問題つくりの分類とＮＲＴの数学５段階評定との

相関をまとめると、以下のような結果になった。

問題をつくることができた生徒は ％。評定５の生徒では ％、評定４で ％、評定47 72 61

３で ％、評定２で ％、評定１で ％であり、評定の高い生徒ほど問題がつくれたこと47 25 0

がわかる。さらに、解説まで書けた

生徒は全体の ％で評定５の生徒12

27 16 9で ％ 評定４で ％ 評定３で、 、

％であった。やはり、学力の高い生

徒ほど解説まで書くことができ、問

題つくりの学習が学力の高い生徒の

活用力を引き出す一因になることが

うかがえる。また、評定３の生徒で

も半分の生徒が問題をつくることが

でき、このような取り組みを繰り返

すことで多くの生徒の活用力を刺激

することができると考えられる。

しかし、低位生徒への支援を充実

させていかないと、何もしない時間

を過ごしかねない。今回の問題つく

りは、条件の設定とグラフをきちん

と関連付けなければならず、低位生

徒にはハードルが高い課題であった

ようだ。場面設定をさらに具体化し

たり、数値や条件を設定しておいたり

５ ４ ３ ２ １ 合計
解説まで書けた 3 5 3   11
解説は書いたが間違えている  1    1
計算式のみでの解答 2 1 1   4
答えのみの解答  1 1   2
答えが間違えている 1 1    2
問題は書けたが解答が書けないかった 2 10 8 3  23
問題の条件が合っていない 1 4 4 3 1 13
問題の途中で終わってしまった 1 4 9 3  17
何も書けなかった 1 4 8 3 2 18

合計 11 31 34 12 3 91

２年１、３、４組（９１人、１７人欠席）
ＮＲＴ　数学５段階評定

問
題
つ
く
り
の
分
類

生徒の作成した問題
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した課題を用意したりして、個に応じたどの生徒も課題に取り組めるような工夫が必要であ

った。

Ⅴ 成果と課題

今回の取り組みを通して、生徒にとって魅力ある授業、つまり、生徒にとって学ぶことの楽しさ

や充実感を味わわせる授業を試みてきた。いちばんに感じたことは、生徒に魅力ある授業を味わわ

せるには教師自身が、目指す具体的生徒像を持ち、そこに近づけるためにどんな支援、どんな具体

策を明確にもって授業に臨まなければならないということでる。

<成果>

○中位以上の生徒には学んだ知識や技能を活用していくという意識を刺激することができた。

今回の数学的活動、発展的活用問題に取り組む中で、多くの生徒は教科書やノート、問題集

を見返しながら問題つくりに励んでいた。また、近くの席の生徒と相談し合ったり、作った問

題を解き合ったりするなど、意欲的に学習に取り組む姿が多く見られた。問題つくりが、物語

つくりに終始してしまった生徒もいたが、グラフの形状を読み取り、学んだ知識や技能を振り

返りながら問題つくりや、解答つくりに励む姿が見られた。

○知識や技能をより豊かに理解させたり、適切に表現する意識を高めることができた。

問題つくりを通して、グラフの目盛の間隔に目を向けたり、速さの量感を意識したり、用語

の意味を再確認する姿が見られた。また、まだまだ十分ではないが言語活動を教師が意識して

授業に組み込むことで、分かりやすく、的確な用語を用いて適切に表現することの大切さに気

付かせることができた。

<課題>

○低位生徒への支援の充実。

何も書けなかった生徒が全体の ％、低位の生徒については ％であった。問題つくりが19 33

はじめてであったり、場面設定やグラフの形状、数量、単位、など様々な要素に目を向け問題

を作成しなけらならないという難しさはあったが、個に応じた成就感を味わわせるための具体

策、例えば場面設定や数値をあらかじめ設定をしておいてから問題をつくらせるなどを用意し

ておく必要があった。

○１単元だけでなく、継続的な指導。

今回の指導では、顕著な成果を生徒から見とることはできなかった。当然ながら、活用力と

いうのは、知識や技能の習得と異なり暗記すればよいということではない。他の単元や分野で

の継続的な指導が生徒の活用力育成の肥料になる。今回の指導は、その 回に過ぎない。 年1 1

を通して、さらには中学３年間を見通して、単元に応じた適切な数学的活動、言語活動を施し

ていかなければならない。
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研究主題 数学的活動を生かした魅力ある授業づくり
～数学を学ぶことの楽しさやよさを感得できるような指導～

玉村町立南中学校 小屋原 功

Ⅰ 主題設定の理由

中学校の数学科においては、「基礎的・基本的な知識及び技能を習得し、数学的に考え

る力をはぐくむとともに、数学のよさを知り、数学が生活に役立つことや数学と科学技術

との関係などについての理解を深め、事象を数理的に考察する能力と態度を養うこと」が

求められている。

本校の生徒の実態を見ると、ほとんどの生徒は授業に対して真面目に話を聞き、問題に

取り組む姿が見られる。そのため、指名をすればほとんどの生徒は、自分の答えを発表す

ることができる。しかし、分かっていたりやってあったりしても、自分の答えに自信がな

かったり、多くの前で自分の考えを発表することが恥ずかしかったりと、自分の考えや答

えを率先して発表しようとする生徒は少ない。そのため、完全に定着していない内容をそ

のままにしている生徒や、一度覚えたことを忘れてしまう生徒が多く見られる。

そこで、隣同士や小グループをつくり、生徒同士で答え合わせをしたり、それぞれの意

見を話し合ったりと学び合い活動の場を設定すると、しっかりと発表できている様子が見

られる。また、具体物を使って、操作や実験をしたりする活動には大変興味を示す。自分

自身で考えたり、友だちと試行錯誤したりすることを通して、生徒たちは意欲的に課題に

取り組もうとする。

また、数学を苦手とする生徒については、板書を写すことですらひと苦労のようで学習

への取り組みの差が大きくなっていると感じられる。そして、そのような生徒は、ワーク

ブック等への取り組みもいい加減であり、答えだけを写して出す生徒や授業でやらない限

り手をつけていない生徒も数名いる。

そのような生徒に対してはもちろん、授業では説明を聞く時間、考える時間、板書を写

す時間などをはっきりとし、しっかり板書を写しているか、今取り組むことはなにかなど、

生徒が意欲的かつ自主的に活動できるような指導を継続的に行えるよう心がけていきた

い。

以上のことから、普段行っている指導を工夫し、生徒が自ら学び考える場面を意図的に

取り入れ授業の実践や、このような活動を積極的に取り入れる事が必要であると考える。

学び合いを取り入れた数学的活動を計画的に行うことで、数学に苦手意識のある生徒にと

っても、数学を学ぶことの楽しさや良さを感得できると考え、本主題を設定した。

Ⅱ 研究目標

具体物を操作する活動や、考えたり説明したり生徒同士の学び合いを取り入れた数学的

活動を行うことは、数学を学ぶことの楽しさやよさを実感させるうえで有効であったかを

実践を通して明らかにする。
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Ⅲ 研究内容

１ 校内研修との関連

本校の校内研修主題は「確かな学力を身につけ、協力し学び合える生徒の育成 ～お互

いに認め合う協同的な学びを通して～」である。これを受けて本校数学部では、次のよう

な目指す生徒像を設定した。

○自ら意欲をもって課題を解決しようとする生徒

○自らの考えを筋道たてて説明したり表現しようとする生徒

○よりよい解決方法を見つけ活用しようとする生徒

２ 基本的な考え方

(1) 数学的活動について

数学的活動とは、生徒が目的意識をもって主体的に取り組む数学にかかわりのある様々

な営みととらえることとする。

特に中学校数学科において、重視していくものとして、以下の３点が示されている。

○既習の数学を基にして数や図形の性質などを見いだし発展させる活動

○日常生活や社会で数学を利用する活動

○数学的な表現を用いて根拠を明らかにし筋道立てて説明し伝え合う活動

(2) 学び合いについて

個人追究をもとに、隣同士や小グループで意見や考えを交流することで、以下のような

利点があると考える。

・生徒一人一人の考えを交流することで、様々な考え方を知ることができる。

・自分ひとりでの自力解決が困難な場合においても、グループで協力し問題を解決するこ

とで、達成感や成就感を味わうことができる。

・自分の考えを分かりやすく筋道を立てて説明する力、友だちの考えをわかろうとする態

度やよりよいものを追求していこうとする意欲を培うことができる。

・互いの表現の質を高めることができ、相互にかかわり合いながら学習を充実させること

ができ、一人ひとりの学びも高まり基礎基本の確実な定着が図ることができる。

Ⅳ 実践例

（１）授業実践その１

１．単元名 「文字と式」(文字を使った式の表し方)

２．実践の概要

いろいろな数量を文字式で表す活動の中で、最

初から文字式の表し方の規則をあたえていくので

なく、生徒それぞれの思考の過程を考慮して、対

象となる数量を簡潔で明確に表現できる方法を、

生徒それぞれで取り組むことができるよう授業を

進めた。
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・絵や図、表などで数量の関係を表す

・言葉を使った式で表す

・文字を使った式で表す（解答）など。

それぞれの考えで表すことができたら、小グループでそれぞれ考えを発表し確認を

させた。

また、生徒同士による答え合わせを多く取り入れている。全体では発言が少ない

生徒も、隣同士や小グループの中で、自分の意見が発表できる、受身の授業になら

ずに多くの発言や教え合いの場をつくることにもな

ると考える。また週２回のＴＴの授業では、○つけ

や役割分担をしたり、生徒が考える時間を多く取れ

るような授業の工夫を心がけている。

プリント作成については、(例題)→(類題)→(問題)

と、自分のプリントを見て考えることができるよう

心がけた。

協同的な学び合いを取り入れた授業における内容の工夫

・プリント作成の工夫

・小グループやペアでの教え合いや話し合い（思考の比較検討）

・授業形態の工夫とＴ２の活用。答え合わせの工夫。

授業プリント⑤ と 表し方のいくつかの解答例 「図や表」 (言葉の式)＆(解答)

３．実践結果

導入時のプリントでは、図を提示し、そこから「きまりや規則性」、「言葉の式」

を考えさせた。その後のプリントでも、同じような活動をさせたことで生徒にとっ

ては、取り組みやかったようである。

多くの生徒は、絵や図で表すことができていたが、「言葉だけ」の式で表すこと

に慣れていない生徒が多く感じられた。そのため、問題文の数量の関係式を表すこ

とができず、思考が止まってしまっていた。しかし、徐々に言葉の式を表すことが

できると、言葉の代わりに、与えられている数量や文字を対応させて答えを導ける

ようになってきた。
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また、小グループで話し合いをすることで、自分では表せなかった関係式も、他

の発表を聞いて理解をしたり、よりよい考え方にきずくことができ、次の課題を解

くために有効な活動となっていた。

４．考察

文字式の指導において、まず絵や図、言葉の式を使って数量の関係を考えさせる

ことは、文字式に表す際に、生徒にとって有効であったと考える。小グループでの

活動は、それぞれの意見を発表することで、確かな学力の定着につながると考える。

しかし、文字や文字式を用いることの良さや有効性を生徒が感じられたかは微妙で

ある。今後の学習でも系統性を持った指導を心がけ、徐々に文字式に慣れさせてい

けるような授業を進めていきたい。

（２）授業実践その２

１．単元名 「比例と反比例」 （反比例する量）

２．目標 反比例の意味を理解し、反比例の関係を表や式に表すことができる。

３．準備 ワークシート、提示用問題、発表用ホワイトボード

４．展開

生徒の学習活動（時間） 支援及び留意点 評価及び評価後の指導・支援

○既習事項の復習（５分） ○全員が方程式を解くこと、

比例を表す式、比例の定義

を確認できるようにする。

＜課題Ⅰ＞

面積が１８ｃｍ２の長方形と周の長さが１８ｃｍの長方形について考えてみよう。

①下のそれぞれの図に長方形をかきましょう。

②下の表の空欄をうめましょう。

○課題Ⅰに取り組む。個人 ○思いつくものから自由にか

（１０分） くよう伝える。

○条件にあった長方形をかき、 ○１つかけた生徒には、でき

表をうめる。 るだけ多くかくよう促す。

＜考える手順＞ ○表でつまずいている生徒に

図形をかく。 は、図から横と縦の長さを

→横・縦の長さから表をうめ 確認させ、表を埋められる

る。 ようにさせる。

○周の長さが分かりずらい生

徒には、縦→横→縦→横と

長方形を一周なぞらせるな

ど個別に支援を行う。
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○代表生徒が黒板に書かせ発

表する。全員で確認する。

＜課題Ⅱ＞

①➊➋について、表から気付いた関係を調べてみよう。

②気付いた関係から、共通点と相異点を挙げよう。

③気付いた関係をもとに、長方形の横の長さを x ｃｍ、縦の長さを y ｃｍとして、x、y の

関係を式に表してみよう。

○課題Ⅱに取り組む。 ○比例のときの変化の様子と ○反比例と一定の割合で減少す

個人→グループ→個人 比較して考察できるように る関数の変化の様子の違いに

（２５分） する。 関心をもち、それらの相異点

○気付いた関係から、共通し ○横の長さが増えたときの、 や共通点を考えようとする。

ているものや違いについて考 縦の減り方に着目をさせる。 【関】（ワークシート、発表）

え発表する。 ○書けない生徒には、横の長さ

が２倍、３倍になると、縦は

どのように変化しているかを

【生徒の学習プリント】 考えさせる。
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○ x、y の関係を式で表す。 ○まずは言葉の式で表すように ○反比例する２つの数量の関係

させる。 を式で表すことができる。【処】

○考えやすくするため、横 x ｃ （ワークシート、発表）

ｍ、縦 y ｃｍ、面積１８ｃｍ２

の長方形を提示する。

＜予想される生徒の考え方＞

①気付いた関係

➊について

・横が長くなると、縦は短くなる。

・横が長くなったときの縦の長さの減り方が同じでない。違う。

・比例と違い、横の長さが２倍、３倍、４倍になると、縦は１／２，１／３，１／４になる。

・横と縦の積が１８となる。（横×縦＝１８）

・１８÷横＝縦、１８÷縦＝横となる。

➋について

・横が長くなると、縦が短くなる。

・横が１ｃｍ長くなると、縦が１ｃｍずつ短くなる。同じ数ずつ減るのは比例の場合と同じ。

・横が２倍になっても縦は２倍にならない。

・横と縦の和が９となる。（横＋縦＝９）

・縦の長さは、９－横になる。

・横と縦の和の２倍が１８になる。

②共通点：横の長さが長くなると、縦の長さは短くなる。

相異点：横の長さが長くなったときの、縦の長さの減り方が異なる。

③ x と y の関係式 ➋ y ＝９－ x

➊ y ＝１８／ x x ＋ y ＝９

xy ＝１８ (y は x に１次関数)

(y は x に反比例する)

○反比例を定義し、比例定数 ○課題Ⅱの生徒の発表を生か ○反比例、比例定数の意味を理

の意味をまとめる。 しながら、教師がまとめる。 解している。【知】

（５分） （ワークシート、観察）
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○練習問題を解く。 個人 ○個人でしっかり取り組むよ

（５分） うにさせ、できた生徒のワー

クシートに○つけを行ってい

く。

○早く進んだ生徒には、本時

の復習ノートをするよう指示

をする。

５．実践結果

図・表ともに、面積については多くの生徒にとっ

て容易であったが、周の長さの方は、（横＋縦）×２

の関係が捉えられない生徒がやはり多かった。しか

し、条件に合った長方形を書くこと・表に表すこと

で、その後のそれぞれの数量の変化をとらえること

は、生徒にとって取り組みやかったようである。

また、共通点と相異点を個人で考え、その後グループでの意見交流をしたことは、

多様な考えを知ることはもちろん、同じような考え方でも言葉の表現の違いや、よ

りよい説明の仕方を理解する上で有効であったと考える。

６．考察

反比例の導入として、長方形を活用したことは、

２つの数量の関係をとらえる点で生徒にとって取

り組みやすかったと考える。また、数学的操作活

動や学び合い活動は、生徒が学ぶことの楽しさや

良さを少しは実感できた点で有効であった。

しかし、＜課題Ⅰ＞の活動に時間がかかってし

まい、活動の中心と考えていた＜課題２＞におい

て、個人の考え・グループでの活動の時間が短くなり、個人の考えや意見交流での

課題解決への練り上げが不十分になってしまった。また、反比例でない場合との対

比は良かったと考えるが、反比例の式を表すこと、まとめまでの時間が足らず、反

比例を明確に理解させる点においては反省点であった。

初歩的なことだが、その授業においての指導の重点ポイントをしっかりとおさえ

た授業展開を心がた指導を継続的に行えるよう心がけていきたい。。

Ⅴ 成果と課題

＜成果＞

○個人追究の時間をもとにして、隣同士や小グループによる学び合いという学習の過程を

継続的に設定したことで、生徒は集中して課題に取り組めるようになった。特に、数学

を苦手とする生徒にとっては、徐々にではあるが意欲的・自主的に取り組もうとする姿

勢が出てきたように感じる。
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○学び合い活動は、自分ひとりでの自力解決が困難な場合においても、グループで協力し

問題を解決することで、多くの生徒が以前よりも達成感や成就感を味わうことができた。

○ペア学習やグループによる学び合いにおいて、分かったことや分からないことなどの意

見交換を踏まえ、多様な考えを知ることはもちろん、よりよい説明の仕方を理解する上

で有効であった。

＜課題＞

○問題解決の過程において、図や表、言葉など分かっていることで自分の考えを説明しよ

うとする生徒は増えたが、数学的な表現を用いて筋道立てて説明することが苦手な生徒

がまだ多いため、表現力の育成を図る必要がある。

○グループ活動での話し合いや学び合いを行うと、発表することに時間がかかってしまい、

演習の時間やまとめの時間、個人での練り上げの時間などが十分にとれないことが多か

った。学び合い活動の時間や学習形態（ペアや小グループ）を工夫する必要がある。

○数学を学ぶことの楽しさや良さを感得さえるためにも、日常生活の中にある身近な問題

や生徒が興味をもつような問題をもっとたくさん取り入れることが必要である。

○生徒の実態からも、生徒の学力の差が大きいため、個に応じた一層細やかな指導が必要

である。そのためには、まず中間層の学力向上が必要である。

○生徒の自分の考えをかいたり、発表したりする姿勢をより伸ばすためにも、学習プリン

トの工夫や授業形態の工夫、TT の活用など、指導方法の工夫改善に今後も取り組んで

いく必要がある。
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数学的活動を生かした魅力ある授業づくり 
～「活用」に視点をあてた関数の指導 ～ 

 
安中市立第二中学校  井上 衣代 

Ⅰ 主題設定の理由 
新学習指導要領で、中学校数学科においては、基礎的・基本的な知識及び技能を習得し、

数学的に考える力をはぐくむとともに、数学のよさを知り、数学が生活に役立つことにつ

いての理解を深め、事象を数理的に考察する能力と態度を養うことが求められている。 
しかし、数学のよさを知り、数学が生活に役立つことについて、生徒の理解は不十分で

あると感じる。生徒は文字と式の計算や方程式を解くといった問題など、基礎的・基本的

な知識及び技能はほぼ身についている。しかし、文章問題となると自力で解決することが

困難であり、解くことをあきらめてしまいがちである。そのため数学の楽しさやよさ、生

活に役立つことを十分実感することができていないと考えられる。 
そこで、生徒の実態を踏まえて、日常生活と関連づけた文章問題を取り上げて、数学の

楽しさやよさを実感させたいと考えた。 
４月に行った全国学力学習状況調査ＣＲＴによる生徒の実態は、「数と式」「図形」「数量

関係」のどの領域においてもほぼ全国平均であることがわかった。しかし、小領域別に見

てみると、特に「比」と「ともなって変わる２つの量」に関する問題の正答率が低かった。

「比」は全国得点率７３．１％に対して、学年得点率が７２．１％であった。また、「とも

なって変わる２つの量」は全国得点率５３．９％に対して、学年得点率が５２．８％であ

った。このことから、数量関係における学習内容の理解が不十分であるといえる。 
そこで、特に数量関係の領域における指導方法に視点をあてて研究を行い、生徒の関数

に対する苦手意識をなくし自信を持って取り組ませたいと考えた。 
どの領域でも利用の場面は、数学が苦手な生徒にとっては、解く手がかりが見つけられ

ずに、あきらめてしまう傾向がある。方程式の単元において、方程式を解くといった基礎

的・基本的な計算はできるが、文章問題となると自力で解決することは困難といった様子

であった。しかし、文章問題の中でも買い物に関するものは自力で解くことができ、比較

的理解している生徒が多かった。それは、題材が日常生活に関わりのある内容であったこ

とによるとうかがえる。そこで生徒に、数学のよさを知り、数学が生活に役立つことにつ

いて理解させるためには、課題設定の場面で、日常生活に関する題材を取り上げることが、

効果的であると考えた。また、理解が不足しがちな数量関係を学習する場面で日常生活に

関連づけて考えることは、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身につけ、学習内容の

理解を深めることにも重要な役割を果たすと考えられる。 
そこで、この研究を通して、生徒が日常生活の様々な場面で数学の知識や技能を活用し、

事象を数理的に考察する能力を養いたい。そして数学のよさや必要性、楽しさを実感させ、

数学への興味関心をさらに高め、学習意欲の向上を目指したいと思い本主題を設定した。 
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Ⅱ 研究目標 
関数領域の指導において、基礎・基本を学習した後に、「比例・反比例の利用」の場面で

日常生活に関する題材を多く取り入れることにより、数学のよさを知り、数学が生活に役

立つことを実感させ、生徒の学ぶ意欲を高める。  
 
Ⅲ 研究内容 
［１］課題設定の工夫 
数学的活動を活かすために、生徒が目的意識をもって主体的に取り組めるように、課題

設定を工夫する。生徒がより興味関心を持って、取り組むことができるように、課題設定

の場面で、日常生活の中で「関数」として考えたり、捉えたりしやすい題材を数多く取り

入れる。また、生徒が日常生活の中で比例や反比例の関係にあるものを探す場面を取り入

れる。身近な事柄は、生徒にとって具体的な場面を想像しやすいため、内容を理解しやす

く学習意欲の向上にもつながると考える。また、そういった題材を取り入れることは、数

学のよさや必要性をより感じることができると考えられる。 
比例・反比例の利用の学習では、事前に生徒たちに、身のまわりのともなって変わる２

つの数量について興味のあるものを書かせる。生徒が考えたことがらの中から、いくつか

題材を取り上げて、取り組ませる。そうすることで、生徒の学習に取り組む意欲が高まる

と考えられる。その段階からグループ学習を取り入れることで、 
 
［２］学習形態の工夫 

数学が苦手な生徒にとって、文章問題を一人で自力解決することは困難であることが予

想される。そういった生徒は、日常生活の中で比例や反比例の関係にあるものを探すこと

ができない。そのような生徒も取り組みやすく、数学のよさや楽しさを感じられるように、

グループ学習の場を設定し、学び合い活動をさせる。グループは自分の考えを言いやすい

ように、４～５人の少人数で編制する。グループ学習は身のまわりのともなって変わる２

つの数量について書かせる段階から行う。そうすることで実際に問題を解く場面でも、学

び合いがスムーズに進むであろう。またグループで学習することはグラフ・表・式の活用

の方法など自分と違った考えを聞くことができ、基礎・基本の定着を図ることができる。

さらに、生徒どうしが協力して課題解決をすることは、伝える力を身につけるとともに、

解けた喜びや達成感を味わうことができ、今後の学習に積極的に取り組むと考えられる。 
 
Ⅳ 実践例 
１ 単元名 比例と反比例（比例と反比例の利用） 
２ 考察 

（１） 生徒の実態 
正負の数や文字と式、１次方程式の計算では、比較的よくできており、発言や発表にお

いてもとても積極的であった。しかし、１次方程式の利用の場面では学習に対する意欲が

低い生徒が多かった。文章問題が苦手な生徒が多く、利用といった応用問題の場面になる
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と、問題の意味を理解することができないといった様子がうかがえる。文章問題は「難し

いからわからない」「どうせ自分にはできない」と最初からあきらめてしまう生徒も少なく

ない。しかし、一人ではできないが、隣の人と教え合って解決しようと前向きな生徒が多

い。そこで比例・反比例の利用の場面において、生徒どうしで教え合いながら問題解決に

取り組めるようにグループ学習を取り入れて応用問題への抵抗を減らしたいと考えた。 
 比例・反比例の学習に関しては表を書いたり、グラフを書いたりする基本的な部分は定

着している。式で表すことが困難な生徒がやや多い。また、反比例のグラフについては、

難しいと感じている傾向がある。 
 
（２） 教材観 

 身のまわりの事象には、比例や反比例の関係にある２つの数量や、それらの関係にある

とみなすことができる２つの数量がいろいろと存在する。本節では、それらの代表的な素

材を用いて、前節までに学習した比例や反比例の考えを利用しながら、問題を解決する。

その際、２つの数量の関係を表・式・グラフなどに表して、２つの数量がどのような関数

関係にあるのかを考察させたい。このようにして２つの数量の関係を考察する手段は、比

例や反比例だけでなく、いろいろな関数の場合にも同様だからである。なお、日常的な事

象を考察する場合は、その変域にも十分注意する必要があることも、合わせて理解させた

い。 
（３） 教材の系統 
中学校第１学年では、具体的な事象の中から二つの数量を取り出し、それらの変化や対

応を調べることを通して、比例・反比例の関係についての理解を深めるとともに関数関係

を見いだし考察する能力を培う。第２学年では比例の学習の発展として１次関数を取り上

げ、表、式、グラフ、変化の割合などを通して関数の概念を深める。第３学年では２乗に

比例する関数を中心に学習しいろいろな事象における関数関係について理解をより深める。 
 
３ 目標 

身のまわりの事象から、比例や反比例の関係にある２つの数量を見いだし、比例や反比

例の考えを利用して問題を解決することができる。 
本時の学習 

過程 学習活動 支援及び留意点 評価【観点】（方法） 
導入 
(5 分) 

１．身のまわりに

ある２つの数量

の関係について

考えることを知

る。 
 

事前に生徒に身のまわりにあ

る２つの数量について、興味関

心があるものを書かせて、その

中から課題を選ぶ。 
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展開 
20 分 

２．本時の課題を知る。 
 

【課題】１００ｍ２の壁があります。この壁に何人かで、ペンキを塗る作業をします。

塗る面積と人数の関係についていえることを考えよう。 

面積と人数にどん

な関係があるかを

グループで意見交

換をしながら考え

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
グループで話し合

ったことを紙にま

とめる。 
 
 

前時の「比例の利用」のときと同

様にグループで協力して取り組む

よう、取り組み方を説明する。 

 
グループの中で全員が発言できる

ようにする。 
 
グループでの意見交換ができてい

ない場合には、机間指導で既習事

項を確認し、まず表を書いてみる

よう指示する。 
 
 
 

 

Ａ３の紙に自由に書かせる。 
書いた以外の生徒が発表をするこ

とを伝えておく。発表する人を決

めておくよう指示する。 

＜関心・意欲＞ 
身のまわりの事象に関心を持ち、

グループの人と協力して、２つの

数量の関係を考えようとしてい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜表現・処理＞ 
具体的な事象に関する問題を、反

比例の見方、考え方や表・式・グ

ラフなどを活用して、解決するこ

とができる。 
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20 分 全体で、各班１人

ずつ発表する。黒

板に貼った紙を見

ながら、他のグル

ープの発表を聞

く。 
 

各班の発表で出てきた内容を表・

式・グラフ・変域などについてま

とめ、間違えているところはなぜ

違うのかを全体に投げ掛けて、確

認をしながら進める。 

 

ま 

と 

め 
５分 

本時のまとめをす

る。 
 
 

本時を振り返り、表・式・グラフ

などいろいろな考え方があったこ

とを確認する。また、グループ学

習をしてみた感想を書く。 

 

比例の利用の授業 

【課題】２００ で満水になるお風呂がある。お風呂に水を入れ始めて１分間たつと ８  

の水がたまる。時間と水の量の関係についていえることを考えよう。 
＜ グループごとのまとめ ＞ 

 
＜ 他のクラスでのグループごとのまとめ ＞ 
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反比例の利用の授業 

【課題】１００ｍ２の壁があります。この壁に何人かで、ペンキを塗る作業をします。塗る

面積と人数の関係についていえることを調べよう。 
 
＜ グループごとのまとめ ＞ 

 
 

 

 

 
Ⅴ 成果と課題 
＜グループ学習についての生徒の感想＞ 
・グループ活動では自分ではあまり意見が出せなかったけれども、たくさん考えることが

できました。 
・自分一人の意見だけでなく周りの人の意見もわかってとてもよかった。 
・初めてのグループ学習でわからない問題があるとグループの人が教えてくれるのでグル

ープ学習はやりやすくてよかった 
・ グループ学習はよくわかって今回はテストでいつもよりいい点がとれた。 
・ グループ学習では、いろいろな人の意見が聞けたのでよかった。グループでそれぞれの

意見をまとめて発表するのは楽しかった。どの班もわかりやすく上手にまとめていた。

だから、そういうまとめ方もあるのかと思うことが多かった。 
・ 班によって考えが違ったりして、いろいろな考えがあってよい学習になった。 
・ 一人では考えられないことがグループになったらいろいろなことが意見として出てき

たのでとてもいい勉強ができてよかった。 
・ 自分は得意なので班のみんなに教えることができた。これからのグループ学習も積極的

に発言・発表をしたい。 
・ 比例・反比例は苦手で難しかったけれど、班のみんなでやったら少しずつわかってきて

いいと思った。 
・ 他の人の意見を聞いて「なるほど」と思ったことが多かった。自分と違ったところに気

づいてすごくわかりやすかった。 
・ わからないところがあっても班のみんなが優しく教えてくれてすごく嬉しかったです。 
・ 積極的に意見を出して、わからない人がいればみんなで協力して教えてあげられた。 
・ たくさんの意見が出し合えて良かったと思う。楽しく学習できたし、間違いを言い合え
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て良かったと思う。グループ学習もたまには入れた方がいいと思う。 
・ 自分では解けなかった問題がグループでやったら解けた。協力できてよかったと思う。 
・ わからなかった所はみんなが優しく教えてくれたので、わかりきるまでに少し時間がか

かってしまったけれど、ちゃんと理解できた。 
・ 数学で初めてグループ学習をしてみて自分の意見を発表したり、他の人の意見を聞いて

「あぁ、なるほど！！」って思ったりできたのでよい学習ができたと思います。また、

このようなグループ学習をやってグループの意見をまとめて発表するような機会があ

ったらいいなと思います。今回の学習はとても面白かったです。 
・ グループ学習はみんなで知恵を出し合って考えることなので楽しかったです。私がわか

らなかった問題をみんなが教えてくれてよくわかりました。紙に書いたりして、他の班

のみんなの意見も聞けていろいろな考えがあるんだなと思いました。また、みんなでや

りたいです。 
・ 授業でわからないところがあってもそのままの時があったけれど、グループ学習ではグ

ループのみんなと協力して問題を解くことができて良かったです。 
・ グループ学習は各班に頭がいい人が１人はいないと、わかんない人が全員だとグループ

でやる意味がないと思いました。理解できるように努力はしました。 
・ 個人でやるよりグループで話し合ったり、考えをだしたりするほうが深く考えられるし、

みんなの考えもよくわかりました。チャンスがあれば、またグループ学習したいです。 
 
＜成果＞ 
事前に身のまわりにある２つの数量について興味のあるものをいくつか書かせて、その中

から題材を取り上げて、授業を行った結果、生徒はいつも以上に意欲的に取り組んでいた。

やはり、身近な題材は考えやすく生徒にとって取り組みやすかったと考えられる。また、

今年度初めて取り入れたグループ学習においても、ほとんどの生徒がグループ学習はやっ

てよかったということであった。授業中に隣の人と相談して教え合うといったことは日頃

から行っているが、机の向きを変えて、十分時間をとってグループで学習したのは初めて

であった。生徒たちは予想以上に積極的に取り組み、協力して教え合うことができていた。

特に苦手な生徒にとって応用問題を一人で解くことはとても難しい。そのため「１次方程

式の利用」の場面で、「応用は難しいからわからない」「自分には解けない」と諦めてしま

う傾向があった。しかし、わかりたいという気持ちは持っている。そこで、「比例・反比例

の利用」では、「応用問題もできた、解けた」という達成感が感じられるようにグループ学

習という形で授業を行ってみた。わからないこともみんなが優しく教えてくれたからわか

った、嬉しかったという感想が多く、苦手な生徒も諦めずに少しでもやってみようという

きっかけにつながったと感じた。得意な生徒は教えることの大変さを感じながらもわかっ

てもらえたときの喜びを感じられたようである。また、自分では気づかなかったことを聞

いていろいろな考え方があることがわかり、楽しく学ぶことによって応用問題への抵抗感

を減らすことにもつながったと感じた。生徒どうしで教え合うことを通して意欲を高めた

り、表現力を高めたりすることもできた。グループ学習は機会があればまたやりたいとい
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う意見も出てきたので、毎時間行うことは困難であるが適した単元や適した題材を扱う場

面では取り入れていきたいと思った。 
 
 
＜課題＞ 
○今回のグループ学習の班編制は普段の生活班で行った。その結果数学が苦手な生徒ばか

りが集まってしまい、教え合うことが困難という状況になったグループがあった。グル

ープ学習を行う場合に、普段の生活班では数学が苦手な生徒ばかりになってしまいその

班は全員が学習内容をあまり理解できずに終わってしまうことが考えられる。班編制を

行う際に各班に１人は数学が得意な生徒がいるように、配慮をしなければならない。 
○発表するときに、前に出ると緊張してしまうからその場での方がよいという生徒の意見

を尊重して自分の席でさせてみた。しかし、聞いている側にとっては、前に出て、紙に

書いてある部分を指し棒などで指し示しながら説明した方がよりわかりやすかったので

はないかと感じた部分もあった。今後、発表のさせ方についても工夫していきたいと思

う。 
○１時間の授業で、個人で考える時間とグループで行う時間と最後に全体でまとめをする

時間があることが望ましい。しかし、それらのすべてを十分時間を確保して取り組むこ

とは時間的になかなか難しい。グループ学習を行うことは、個人でじっくり考えたり、

問題をたくさん解いて慣れさせたりといった時間が少なくなってしまうといったデメリ

ットもある。生徒にとってよりよい学習方法を考えながら、授業を行いたいと思う。 
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数学的活動を生かした魅力ある授業づくり 
～関数領域において数学的な思考力・表現力を培う指導を通して～ 

 
甘楽町立第二中学校  榊原 秀幸 

 
Ⅰ 主題設定の理由 

平成 22 年度全国学力・学習状況調査の結果において 、資料や情報に基づいて自分の考えや感

想を明確に記述すること、日常的な事象について、筋道を立てて考え、数学的に表現することな

ど、思考力・判断力・表現力等といった「活用」に関する記述式問題を中心に課題が見られた。 
平成 21 年度全国学力・学習状況調査の結果において、「数学の授業で問題の解き方や考え方が

分かるようにノートに書いている」と回答している生徒の数学の記述式問題の正答率は高い傾向

が見られた。 
 このように、学力に関する調査の結果により、我が国の子どもたちの思考力・判断力・表現力

等には依然課題がある。また、課題発見・解決能力、論理的思考力、コミュニケーション能力や

多様な観点から考察する能力などの育成・習得が求められている。 
 これらより、数学的な思考力・表現力を培うことをねらいとして、数学的活動を取り入れた授

業を展開したいと考える。 
 数学的活動とは、生徒が目的意識をもって主体的に取り組む数学にかかわりのある様々な活動

であり、既習事項を発展させる活動や利用する活動や日常と数学のつながりを見いだす活動、伝

え合う活動など様々な学習活動を授業に工夫して取り入れることができる。 
 受動的な生徒が多い数学の学習では、どうしても教えられた印象をもってしまう場合が多く、

楽しさや意義を感じる機会は少ない。そこで、数学的活動を効果的に取り入れた学習を通して、

目の前にいる生徒に数学を学ぶ楽しさや意義を実感させ、魅力ある授業づくりを行うために本主

題を設定した。 

 
Ⅱ 研究目標 

 関数領域において、数学的活動を授業展開に効果的に取り入れ、既習内容を活かした学習活動

や日常生活や社会における事象と関連した学習活動、共有し高め合う活動を工夫していくことで、

数学的な思考力・表現力を育て、学ぶ楽しさや意義を実感し、意欲的に学習する生徒が育成でき

ることを明らかにする。 

 

Ⅲ 研究内容 

１ 数学的な思考力・表現力 
数学的な思考力 
・数学的な推論（帰納，類推，演繹）ができる力 
・既習の数学を基にして数や図形の性質などを見出し発展させる力 
・日常生活や社会で数学を利用する力 
数学的な表現力 
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・かく力（ 言葉や数， 式， 図， 表， グラフを用いて） 
・読む力（ 数学的な表現と解釈） 
・伝える力（ 説明すること， コミュニケーション） 
・数学的な表現を用いて根拠を明らかにし、筋道を立てて説明し伝え合う力 

 
２ 取り上げる数学的活動 
 以下の数学的活動のうち、どれかを計画的に授業の中に取り入れていく。そして、数学的活動

を取り入れたことにより、数学的な思考力・表現力がどのように育ったか、また生徒が意欲的に

活動していたかを検証していく。 
（１）既習の数学を、これから学習する内容に結び付け、新たな課題を見出して試行錯誤し、解

決していく活動の工夫【数学的活動ア】 

（２）日常生活や社会における事象と結び付けた数学的活動を取り入れた学習活動の工夫【数学

的活動イ】 

（３）自分が解決した方法や手順を発表する場を設定し、それらを共有し思考を高め合う活動の

工夫【数学的活動ウ】 
 
Ⅳ 実践例 

１ 単元名 「関数y＝ax2」（いろいろな関数） 
２ 実施学年 11 月 第 3 学年 
３ 配当時間 14 時間 
４ 単元の目標 

具体的な事象の中から二つの数量を取り出し、それらの変化や対応を調べることを通して、

関数y＝ax2について理解することができるようにするとともに、関数関係を見いだし、表現

し、考察することができるようにする。 
５ 実践の概要 
（１）数学的活動を取り入れた授業計画 

◎ねらい ○主な学習活動 

●数学的活動 

時 

間 
学習活動への主な支援 

評価項目 

【評価方法】 

◎二つの変数の新しい関係を見付けること

ができる。 

○時間と距離を変数とした関係が、２乗に比

例していることを見付ける。 

●ともなって変わる数量の関係を表や式に

表し、お互いに発表し合い確かめる。 

【数学的活動ウ】 

１ ・転がるボールの様子から

二つの変数の関係を見付

けていけるようにする。 

関具体的な事象の中に

ある２乗に比例する関

係に関心をもち、変化

の様子を捉えようとす

る。 

【発言・話し合い・ノート】 
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◎関数y＝ax2の意味を理解し、具体的な事象

の中からy＝ax2の関係にある量を見いだ

し、式に表すことができる。 

○２乗に比例する２数の関係を見付け、式に

表したり、対応する数を求めたりする。 

２ ・関数y＝ax2のyはxの２乗

に比例していることを、

表を用いて確認させる。 

表具体的な事象の中か

らy＝ax2の関係にある

量を見いだし、式に表

すことができる。 

【発言・ノート】 

◎関数y＝x2のグラフの特徴を見つけること

ができる。 

○関数y＝x2 を表やグラフを用いて表し、そ

の特徴を発見する。 

●比例・反比例や１次関数のグラフとの違い

を確認しながら特徴を見つけ、話し合う。 

【数学的活動ウ】 

３ ・グラフ上の点を細かく表

すこと、点をどんな線で

結べばよいか考えさせる

ことにより、y＝ax2のグ

ラフの特徴を見つけやす

くする。 

考y＝ax2のグラフの特

徴を見つけ、まとめる

ことができる。 

【発言・ワークシート】 

◎関数y＝ax2のグラフをかくことができる。 

●関数y＝x2 のグラフを利用し、関数y＝ax2

のグラフを予想しながらかく。 

【数学的活動ア】 

４ ・y＝x2のグラフの各点のy

座標をa倍すれば、y＝ax2

のグラフがかけることを

いくつかの点で確認し、

発見できるようにする。 

表関数y＝ax2のグラフ

をかくことができる。 

【ワークシート・挙手】 

◎関数y＝ax2のグラフの特徴を調べること

ができる。 

○aが正の数のときと負の数のときに分けて

、グラフの特徴をまとめる。 

●グループで話し合いをしながら特徴をま

とめる。【数学的活動ア】 

５ ・これまでにかいたグラフ

を見比べ、共通点と相違

点に着目してまとめさせ

る。 

知関数y＝ax2の、グラ

フの特徴を理解してい

る。 

【発言・ワークシート】 

◎関数y＝ax2 で、x、yの変域を求めること

ができる。 

○xの変域に原点をはさむ場合とそうでない

場合に分けて、yの変域を求める。 

６ ・xの変域が原点をはさむと

きとそうでないときに、y

の変域に相違が見られる

ことに着目させる。 

考関数y＝ax2の変域の

特徴について考察する

ことができる。 

【ワークシート】 

◎変化の割合の意味を理解し、変化の割合を

求めることができる。 

○変化の割合について、１次関数と比較しな

がら関数y＝ax2 では一定でないことを発

見し、ある変域での変化の割合を求めるこ

とができる。 

●１次関数の変化の割合と比較させ、関数 

y＝ax2 では変化の割合が一定でない、式

に当てはめて求めることを発見し、話し合

う。【数学的活動ア・ウ】 

７ 

・

８ 

・１次関数では変化の割合

は一定で比例定数と等し

いが、関数y＝ax2では変

化の割合が一定でないこ

とを確認させる。 

・関数y＝ax2では変化の割

合２点を通る傾きになる

ので、傾きを求める式が

変化の割合を求める式に

なることを確認させる。 

表変化の割合を求める

ことができる。 

【発言・ワークシート】 

◎表・式・グラフや変化の割合について１次 ９ ・表・式・グラフで１次関 考１次関数との比較を
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関数や比例・反比例の場合と比較すること

ができる。 

○１次関数や比例・反比例と関数y＝ax2 を

比較しながら特徴をまとめる。 

●個人やグループでこれまでに学習した１

次関数や比例・反比例と関数y＝ax2 の違

いを確認しながら、それぞれの関数の特徴

をまとめ、比較する。【数学的活動ア】 

数との比較を通して違い

や特徴をまとめさせる。 

通し、それぞれの関数

の特徴について考察す

ることができる。 

【話し合い・ワークシ

ート】 

◎すぐに式で表示することが困難な関数や、

1つの式では表せない関数を学習すること

で、関数の意味の理解をより深める。 

●いろいろな関数について、実験したり、そ

の特徴を表やグラフに表したり、変化の様

子を説明したりする。 

【数学的活動イ・ウ】 

10 ・紙を重ね、繰り返し切り

増していく活動を見せ、

予想を持たせる。 

・関数の特徴を見つけ、表

やグラフ、言葉で表現さ

せる。表現ができない生

徒には、実験の続きに取

り組ませて表を完成さ

せ、その変化の特徴を捉

えさせる。 

表指数関数のxに対す

るyの値を求め、関数の

特徴を捉えることがで

きる。 

【発言・話し合い・ワ

ークシート】 

◎具体的な事象の問題を、関数y＝ax2 の表

・式・グラフを利用して、解くことができ

る。 

○具体的な事象の問題について、関数y＝ax2 

の表・式・グラフを利用して解く。 

●具体的な事象に対して、表・式・グラフを

利用し、自分の解きやすい方法で問題に取

り組む。【数学的活動イ】 

11 ・物を落とす問題や、振り

子の問題、制動距離の問

題に対して、表・式・グ

ラフを活用しながら問題

を解くように助言する。 

考具体的な場面の問題

を表・式・グラフを利

用して考察できる。 

【発言・ノート】 

◎放物線と直線とを利用して問題を解くこ

とができる。 

○二つのグラフの交点を利用して、問題を解

く。 

●連立方程式を活用して、二つの関数の交点

を求める。【数学的活動ア】 

12 ・グラフが交わることは、

何が等しくなることかを

確認し、解決に導いてい

く。 

表連立方程式を活用し

て、１次関数と関数y＝

ax2のグラフの交点を

求めることができる。 

【発言・ノート】 

◎基本の問題に取り組み、復習をすることが

できる。 

○基本の問題に取り組む。 

13   

◎章の問題に取り組み、いろいろなパターン

の問題を解くことができる。 

○章の問題に取り組む。 

14   
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（２）展開 
本時の 

 ねらい 

・すぐに式で表示することが困難な関数や、1つの式では表せない関数を学習することで関数の意味

の理解をより深める。 

授業改善の視点 

  いろいろな関数について、実験したり、その特徴を表やグラフに表したり、変化の様子を説明したりするこ

とにより、具体的な事象の中に関数関係を見出してその特徴を表現する力を伸ばすことができると考える。 

学習活動 時間 指導上の留意点及び個への支援 評価項目(評価方法) 

○前時の学習内容を確認する。   ５ ・これまで学習してきた関数はどれも式や表、グ

ラフで表せることを確認する。 

 

                        【表】 

「おおむね満足」 

指数関数のxに対するyの

値を求め、関数の特徴を

おおむね捉えることがで

きる。 

「十分満足」 

指数関数の表やグラフを

利用し、関数の特徴を捉

えることができる。 

(ワークシート・教科書) 

 身のまわりにあるいろいろな関数を調べてみよう  

○yx2 x となる関数を取り上

げ、表やグラフに表してその

特徴を見つける。 

 

 

 

○グループ、全体でこの関数の

特徴を発表しあう。 

２０ ・紙を重ね、繰り返し切り増していく活動を見せ

て、予想を持たせる。 

・関数の特徴を見つけ、表やグラフ、言葉で表さ

せる。表現ができない生徒には、実験の続きに

取り組んで表を完成させ、その変化の特徴を捉

えさせる。 

・倍々と増えていくこと、xが大きくなるとyの増

加が大きくなることなどを捉えさせる。 

・個人で考えた後、グループで話し合わせる。 

○yx6A2 x となる関数の問

題に取り組む。 
１０ ・見る観点を枚数から厚さに変え、変化の仕方を

yx6A2 x にして問題に取り組ませる。 

・問題の理解が困難な生徒には、11回目の厚さ、

12回目の厚さと変化の様子を1回ごとに追わせ

ることや表の活用をさせる。 

 

○運送会社の料金を関数と見

立てた問題に取り組む。 

１２ ・変域が離散的な関数の場合について、その特徴

を理解させ、問題に取り組ませる。グラフは階

段状になること、いろいろな料金表など身近に

使われていることなどを理解させる。 

・２つの関数を比較しながらその特徴を理解させ

て、問題に取り組ませる。 

【考】 

「おおむね満足」 

階段状の２つの関数につ

いて、関数の値を比較し

て問題を解くことができ

る。 

「十分満足」 

階段状の２つの関数につ

いて、関数の値を比較し

て、理由も考えながら考

察できる。 

(ワークシート・教科書) 

○本時のまとめを行う。   ３ ・身近には多様な関数が存在することを確認する  

授業の検証（改善点、すばらしかった点、アドバイス等） 

   本字の学習のねらいを生徒にはっきりと伝え、教師の発問や指示も明確で分かりやすく、生

徒が主体的に学習に取り組めていた。「じっくりコース」の生徒たちの実態把握をきちんと行

い、具体的操作活動を取り入れたり生徒一人一人に応じた適切な支援が行われたりしていた。 
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（３）生徒の学習の様子 
  数学的活動を単元の 1 時間ごとに意識して取り入れることで、生徒は関数の特徴を見つけ出

したり、話し合いを通して見方を広げたりしていた。 
特に、今回は少人数学習の形態を途中から取り入れ、じっくりコース（生徒選択の下位群）

の生徒が取り組んだ実践である。普段は発想の豊かな生徒や、上位の生徒が意見や考えを発表

し、それを受け取ることの多い下位群の生徒たちだが、本研究では隣の生徒と相談をしたり、

教えあったり、グループ活動では普段意見を言うことの少ない生徒も意欲的に参加して、自分

の意見を述べていた。以下はその授業のワークシートからの抜粋である。 
 
① y＝x２の特徴（3 時間目） 
  表やグラフを見て分かる関数の特徴を一人一人で見つけた活動より 

   
 

    
 
 
 ② y＝ax２の特徴（5 時間目） 
   関数のグラフの最後のまとめの活動より 
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 ③ これまでに学習した関数の比較表作り（9 時間目） 
   いろいろな関数を比較しながらまとめていく活動より 

 
  
④ いろいろな関数（指数関数）の特徴（10 時間目） グループによる話し合い活動より 
   ・x が１増えると、y は２倍になる 

    ・グラフが右上がりになる 

    ・グラフが曲線になる 

    ・x の値が大きくなると、y の値の増加の幅が大きくなる 

    ・表に出てくる y の値が偶数になる 
 

   指数関数yx2 x
の変化の様子を捉えた表の様子 

 

 

 

        

指数関数の実験 紙を半分に切り、重ねていく         グループ活動の様子 
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Ⅴ 成果と課題 

１ 成果 
 数学的活動を計画的に取り入れたことにより、生徒が主体的に活動する場面が増えた。また、

学び合いをする習慣がつき、分からない部分をそのままにするのではなく、隣の生徒やグループ

などで解決しようとする姿が多く見られるようになった。 
 【数学的活動ア】の授業では、y＝x２からy＝ax２のグラフを類推する場面では、y軸方向（縦方

向）にa倍するということを見つけ、同様の考えでいろいろな関数y＝ax２のグラフをかくことが

できた。 
 これまでに学習した関数の特徴を表にまとめた授業では、特徴を理解している生徒がそうでな

い生徒に教える場面があり、学び直しのよい機会になった。 
【数学的活動イ】の授業では、2 社の宅配会社の料金表を、表を作成して比較した。同じ重さ

の荷物でも料金には違いがあることが分かった。 
【数学的活動ウ】の授業では、関数の特徴を見つけたり、比較したりする場面で、表やグラフ

から読み取れること、見て分かる特徴を答えることができたので、下位群の生徒でも取り組みや

すかったと思う。そのため、積極的に発表をする生徒が目立ち、授業も活発であった。また、グ

ループ活動を行う際も、自分なりの考えを持ち発表できる生徒が多かった。 
 
２ 課題 
・話し合いは活発になったが、その中でも自分の考えや意見を持てない生徒もいた。そのような

生徒にどのようにして考えを持たせていったらよいか、工夫が必要である。 
・じっくりコース（下位群の少人数指導）ということもあり、既習事項が身についていない生徒

もいた。そのため既習事項を生かした学習という面では、教師サイドが復習を取り入れるといっ

た形式が多くなってしまっている。 
・日常生活との関連は、あまり多くは体験できなかったので、数学的な楽しさや数学のよさを実

感できるよう、生徒の日常生活と関連させた指導・支援を行っていきたい。 
 
参考文献 
文部科学省 新学習指導要領・生きる力 第１章 言語活動の充実に関する基本的な考え方 
静岡大学教育学部附属島田中学校 平成 21 年度研究紀要 
埼玉大学教育学部付属中学校 平成 22 年度研究紀要 
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研究主題 「数学的活動を生かした魅力ある授業づくり」
サブテーマ ～『暗号文』の解読に数学の考え方を活用することを通して～

藤岡市立鬼石中学校 五十嵐義雄

Ⅰ 主題設定の理由
日常生活では、自然現象や社会現象などの具体的な事象を扱うことが多い。そして、その具

体的な事象を数理的にとらえたり、新しい概念をつくったりするときに、関数的な見方や考え

方を必要とする場面が多く、関数は極めて重要な役割をしていることからも、本題材は、これ

からの時代に生きる生徒たちには欠かせないものであると考える。また、今回扱う具体的な事

例は 「式の計算」で規則性を文字式で表したり、ある特定の文字について解いたりする考え、

方も利用している。さらに、総文字数：ｎと文字の個数：ａとの関係が関数的な要素を含んで

おり、数学的な考え方を日常生活の中に利用されている例を示すものである。

、 、 『 』 。実は この教材は今年度 私が免許更新で受講した 整数と暗号 という講義の一部である

学生時代の恩師が講師であることもあり、何となく受講してみた。はじめは、どのような内容

なのか不安であり、難しくて手に負えないのでは・・・と思いながら１コマ目を受講した。こ

の１コマ目の内容が今回授業で扱う内容である。

比較的わかりやすく、数学的な興味もあり『中学生にも理解できるのでは・・・』と直感し

た。文字式の知識・計算技術、数学的な推論、文字数による関数的な要素などいくつもの領域

に関連し、新しい数の考え［ガウス］も説明できる。

さらに、数学的にも興味・関心が高く、数学の奥深さを実感できる題材であると考え、本題

材を設定した。

Ⅱ 研究目標
グループで話し合う場面や発表し合う場面を設定することで、自分の考えていることを整理

して、相手が分かりやすいようにまとめ、伝え合うことの大切さを実感する。また、いろいろ

な意見を聞くことで自分と同じ視点や異なった視点に気付き、比較したり認め合う態度を育成

する。このような活動を通して、数学の持っている奥深さを実感することができる。

Ⅲ 研究内容
校内研修の主題である『人権教育』を意識した授業実践を行う。そのために、以下のような

『人権教育との関わり』や事前のアンケートを実施し、日常の授業にも生かしていく。

人権教育との関わり

・感 性：グループで話し合ったり、まとめたりすることで、いろいろな意見や異なった

視点があることに気づく。

・知 性：友達の意見を聞くことで、論理的，合理的な考え方のよさを理解する。

・技 能：友達の意見を整理して聞き、自分なりの考えを相手にわかるように伝えること

で、人間関係作りの基礎を身につける。

・判断力：具体的な操作や既知事項をもとに、いろいろなやり方を考え比較することで、

課題を解決するために必要な情報は何かを考えることができる。

・実践力：グループで話し合うことで、お互いの立場を理解し、分かり合えるように説明

したり、話したりできる。

（男子１４名、女子９名、計２４名）アンケートを実施(１名欠席)［生徒の実態］
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【関心・意欲・態度】

（１）数学が好きか嫌いかの問いには、好きが１４名、嫌いが９名いた。

（２）計算は得意か苦手かの問いには、得意が９名、苦手が１４名いた。

好き、得意の主な理由は 「解けることの喜び」を挙げている。また、嫌い、苦手の主な理、

由は 「難しい、分からない 「図形は好き 「ミスが多い」などがある。解ける喜びが実感で、 」 」

きるような指導や課題を考えていきたい。

（３）少人数授業を希望するかでは、希望するが１６名、希望しないが７名であった。その理

由は、積極的に質問したい、しっかりと見てもらいたい、希望しない理由もみんなで学び、い

ろいろな意見が聞きたいという前向きな考えがある反面、人と比較されて嫌だ、教室を移動す

るのが面倒という意見もある。授業形態を時折変えて実施していく必要がある。

【数学的な見方や考え方】

変域に関する問題や規則性や文字でその規則性を表したりする問題は、全員が意欲的に取り組

み、自分なりの答えを出そうとしていたが、完全に正解できた生徒は、１名しかいなかった。

本時では、このような内容の授業を計画しているので、課題の提示方法などを検討したい。

【表現・処理】

数量関係を式に表したり、文字式に値を代入して計算することは、１５人程度出来ている。し

かし、充分に理解していない生徒が５人ほどいる。グループ活動の話し合いの時や机間巡視の

時に適切に支援していきたい。

【知識・理解】

比例のグラフを書くこと、グラフから式を求めることは、１４名がよく出来ているが、９名の

生徒が全く出来ていない。文字式の基本的な計算では、全て間違う生徒はいなかったが、全て

正解した生徒も５名しかいない。計算などを行わずに解読できる場面で活躍させたい。

［教材の系統］
【中学１年】 【中学２年】 【中学３年】 【高等学校・大学など】

文字と式 式の計算 多項式 ユークリッド互助法

フェルマーの定理

比例・反比例 １次関数 関数 無限級数、 、などmod

［指導方針］
、 、 、・一斉授業とＴＴをその授業内容 その時の進度状況により判断し それぞれのよさを生かし

その単元や課題、内容に応じた授業を実践する。

・グループ学習を意識的に授業に取り入れ、教え合う時間を確保する。

（認め合い・支え合い・高め合う）

・計画的に単元テストを行い、個の課題を明らかにした上で補充学習を行う。

・単元時間のめあてを明確にすることで、自分の目標を持ち、生徒が主体的に学習を進め

られるようにする。

・計算を面倒に感じたり、簡単な問題が解けないことで、数学そのものに苦手意識を持つきっ

かけになることが予想される。習熟度別少人数学習の授業形態も念頭に入れながら、授業の

中でも個別の対応を心がけ、少しでもドリル的な学習や復習の機会を増やすように努める。

・アンケートの結果からも「わかる 「できる」ようにすることが「嫌い」をなくすことにつ」

ながると考える。同じ問題を数字を入れ替えて繰り返し練習できるプリントを用意して達成

感を味わわせたり、単元テストをもとに生徒の弱点を把握し、それを解決するための補充学

習や少人数指導、授業中のＴＴを工夫することで、基礎基本の定着を図るように努力する。

・生徒が一人で操作したり考えたりする場面と、教師からの説明や友だちの発表を聞く場面、
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グループを作り教え合いや相談、討論しながら考えを深める場面の区別を明確にし、それぞ

れの活動を保証するようにする。

・グループで話し合ったり、発表し合ったりする場面では、友だちの意見に対して自分はどう

思うかを考えたり、自分の意見を他の人にわかってもらうために考えを整理したり、色々な

意見があることを知り友だちの意見も理解しようと努力するよう助言する。

・グループの人数を４人、６班編制とし、できるだけ発言する機会を多く与えることで話し合

いが活性化され、個々の生徒の発想や、考えが十分に発揮されるようにしたい。

・ＴＴの特性を生かし、作業の遅い生徒や考え方が出てこない生徒への支援や答えわせの効率

化を図る。また発展的な問題を希望する生徒への対応等に努力する。

Ⅳ 実践例

①ねらい
・ 暗号文』の解読に意欲的に取り組み、その解説を数学的に説明しようとする。『

（関心・意欲・態度）

・ 暗号文』の解説に数学的な見方、考え方を利用して、文字式の表現、処理と関数の考え『

方とを関連付けることができる。 （見方・考え方）

・解説された解読方法を使って 『暗号文』を解読することができる。 （表現・処理）、

・解読方法を使って 『暗号文』が暗号文が解読できることを理解する。 （知識・理解）、

②準 備
生徒 教科書 ノート 電卓（特に筆記用具以外は必要ない）

教師 学習プリント・ワークシート（生徒用）

課題説明用教材（模造紙、マグネット、マジックなど）

③人権教育の視点
・感 性：このような方法で『暗号文』が作られ、解読されていたことに気づく。

・知 性： 暗号文』に数学的な考え方が利用されていたことを理解する。『

・技 能：みんなの意見、考えを聞き、自分の考えをまとめ理解し、文字式の計算と関数的

な考え方のつながりをまとめることができる。

・判断力：示された暗号文の解析方法で、具体的な『暗号文』の解読を行うことにより、文

字式の計算や関数の考え方だけではなく、数学への興味・関心を高める手段や方

法に役立てる。

・実践力： 暗号文』の解読を行い、説明することにより、お互いに理解する程度や速さが『

違うことを理解し、思いやりの心を育てる。

④展 開
学習活動 時 学習活動への支援・留意点 評価項目と 個への対応

間 Ｔ１ Ｔ２ 方法など 人権教育の視点

○課題を知る

『暗号文』を解読しよう

Ｔ１とＴ２との暗 解読しよう 比較的下位郡のHppe Ipx bsf zpv ?

号文でのやりとり とする。 生徒や意欲が低bgufsoppo

を見て、解読方法 い生徒を指名す

を考える。 る。
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※アルファベット

順に１文字移動しJ bn gjof

ている。15 Uibolzpv .

【シーザー暗号】

グループになり１ 選ぶ班を考慮。

つの班に暗号解析 『へをいるへりいをいるとわいり

表を渡し 暗号文 ほかとわへをいをはぬにちとり『 』

を読ませる。 ろわ』

【上杉暗号】

※暗号の解析表を持っていないと解

各班に暗号解析表

を渡し簡単な暗号 読しにくいことを 各班に暗号の作

文を作り解読す 実感させる。 り方が理解して

。る。 前後左右の班で暗 いるか支援する

号文で通話するよ うまく出来ないと 班で協力し 班活が苦手な人

うに指示する。 きは、簡単な文を て取り組ん への配慮

うまく出来ないと 提示する。 でいる。

きは、簡単な文を 時間に応じて、いくつか例を挙げ、他の班に解読

提示する。 させる。

これら２つの暗号 暗号文のやりとりを通して，問題点や 問題点を考 班での話し合い

の方法について問 課題に気づかせたい。 えている。 に参加する。

点を挙げる。題

・解読されやすい ・アルファベットやローマ字、ひらがななどでしか使えない。。

・漢字やローマ字、ひらがな、カタカナなどいろいろな文字に対応できない。

・暗号文を作るのに考える事が必要 ・・・。

どのような方法で 他の暗号文の例を提示する。

作ったか考える。 そんなに長く考えさせない。

『チャレンジは上武カントリーに行きました』平文

暗号化する

『 』暗号文 チジカーまャンは武ンリにきしレ上ト行た
早めに作り方を 説明のアシストを 作り方を理

５ 公開する。 する。 解する。

【横木柵暗号】

［作り方公開］

チ ジ カ ー ま①

ャ ン は 武 ン リ に き し②

レ 上 ト 行 た③

３段にギザギザに並べて、 ①②③の順番に読む。

この『暗号文』の 考えやすいように３段限定で考える。この『暗号文』を『平文』に戻

解読の仕方を考え すときの問題点や気付いたことなどを聞く 「どこの文字で別けるか。
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る。 分からない 「今までの暗号文形式と違う、ひらがな漢字カタカナ英」

はじめは個人で考 語なんでもよい 「文字を並べ替えている」などの意見が出る。。」

え、時間を計り、 以下のような考え方を提示する。文字に番号を付ける。２０文字

グループで話し合 平文『 』①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

総文字数：ｎいをする。 これをこの方法で暗号化すると15

① ⑤ ⑨ ⑬ ⑰ 文字数ａ

② ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭ ⑯ ⑱ ⑳ 文字数ｂ

③ ⑦ ⑪ ⑮ ⑲ 文字数ｃ

『 』暗号文 ①⑤⑨⑬⑰②④⑥⑧⑩⑫⑭⑯⑱⑳③⑦⑪⑮⑲
「総文字数によって、文字の順番が決まっている」 時間をかけず、

「２列目は偶数 「１列目は、４の倍数＋１」 少し考えさせる」

など意見を出させる。 程度にする。

上の図のように、文字数を文字に置き換えると、

各段の一番右端にくる文字番号は、

１段目：４（ａ－１）＋１ ２段目：２ｂ ３段目：４（ｃ－１）＋３ 丁寧に式の変形

を説明する。

［ ］ガウス記

号の意味を前時

までに提示して

おく。

上の説明から 暗 『暗号文』を解 式の変形を補足説 代入して計算 ゆっくり説明し、『

号文』を解析して 析してみる。 明を加える。 する。 ていく。

みる。 ５ 文字数

ｎ＝１９のとき

別の『暗号文』を 暗号文 自 ら 計 算 し

、 。解析してみる。 て 解読する『暗解も形がで号の読り式

変す方難いす文よをるし』時間があれば、も

う一問やってみ 暗号文

『今業楽た日授内はしつる。

でかの容かす』別の『暗号文』の 10

方法を示し、興味 理解していないグループ、生徒への

があったら解析し 個別指導、グループ内で相談しなが

てみる。 ら協力して解析していくように言葉

【転置暗号】 がけをする。

 
 

1
4

1

4

1
1

4

1
1

114

114





 







 









n
a

n
a

n
a

na

na











2

2

2

n
b

n
b

nb  
 

1
4

3

4

3
1

4

3
1

314

314
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c

n
c

n
c

nc

nc
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（授業研究会から）Ⅴ 成果と課題

［成果］
・多くの生徒が活動し、活躍していたので大変よ

かった。

・アドリブでゲストティーチャーが登場し、和や

かな雰囲気で授業が行われた。

・Ｔ１，Ｔ２とのやりとりが、面白く生徒の興味、

関心を引きつけた。

・ 暗号文』を解読するという設定のよさから、生『

徒の反応がよく、分かったという「つぶやき」が

多かった。

・進んで話し合いを行い、協力して作業をしてい

るグループが多かった。

・各グループで解読する方法を説明する生徒の話に耳を傾けている姿があった。

・答えが分かった生徒へ、グループへの賞賛がよかった。

・授業が終わった後でも考えている生徒がいて頑張っていた。

・全てをプリントで配らず、黒板に貼ることで、生徒が前向きに集中していた。

［課題］
・導入に時間が掛かり過ぎ、もう少

しヒントがあってもよかった。

・生徒に「分かった・・・・」と思

わせる何かが足りなかった。

・数式になった時に、困った顔をし

た生徒が続出した。

・生徒の実態から判断すると、難し

すぎた。

・ なぜそうなるのか」という答えを「

しっかりと発表させて、思考の共有

化を図りたかった ・グループで相談。

しているが、個人で考えている時間

の方が多かった。

・関数との関連性がよく分からなかった。

・式の変形が一方的な説明になっていた。

・もっと時間をかけて考えさせたい場面が

たくさんあった。
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数学的活動を生かした魅力的な授業づくり 

～既習事項を「活用」するためのノート指導～  
 

                         高崎市立高松中学校 上原 弘之 

Ⅰ 主題設定の理由 

 新学習指導要領の中学校数学科の目標は、「数学的活動を通して、数量や図形などに関

する基礎的な概念や原理・法則についての理解を深め、数学的な表現や処理の仕方を習得

し、事象を数理的に考察し表現する能力を高めるとともに、数学的活動の楽しさや数学の

よさを実感し、それらを活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる」ことで

ある。  

 特に今回の改訂では、目標に「数学的活動を通して」が加えられた。「数学的活動」と

は、生徒が目的意識を持って主体的に取り組む数学にかかわりのある様々な営みを意味し

ており、特に中学校数学科において重視しているのは、既習の数学を基にして数や図形の

性質などを見いだし発展させる活動、日常生活や社会で数学を利用する活動、数学的な表

現を用いて根拠を明らかにし筋道立てて説明し伝え合う活動である。  

また、中教審答申においては、学びとその指導にかかわって、「習得」、「活用」及び

「探求」のいずれもが強調されている。注意しなければならないのは、「習得」、「活用」

及び「探求」はこの順番に進むのではなく、相互に関連しあって展開していくと考えられ

ることである。知識及び技能を「活用」することでその「習得」がより一層深まったり、

「探求」の過程で知識及び技能の「習得」やそれを「活用」することについて見直したり

することにも留意しなければならない。このような背景から、「習得」、「活用」及び「探

求」は、授業において、数学的活動を通して、あるいはその文脈に位置づけられてなさる

べきである。もちろん、知識及び技能の定着を図るためには、練習などによる習熟の機会

も適宜設けられなければならない。  

 しかし、知識及び技能の定着を図るために習熟の機会を設けているものの、「習得」が

不十分な生徒が少なくない。そのため、２次方程式を因数分解や平方根の考え方を「活用」

して解くことができなかったり、連立方程式の解の意味を１元１次方程式の解の意味をも

とに考察することができなかったりした。それ以外にも、既習の数学を基にして数や図形

の性質などを見いだし発展させる活動や日常生活や社会で数学を利用する活動において、

解決の見通しが立たなかったり、考えが行き詰まってしまったりして、問題解決を最後ま

で粘り強く進められない生徒が少なくない。そこで「習得」が不十分なところを補うため

にノートを見直すよう生徒に促したところ、ノートを

調べ解決しようとする生徒は多くなかった。理由を尋

ねると「どこに書いてあるか分からない」「どこを見

たらよいか分からない」などと答え、学習した内容が

時系列で並んでいるため、単元全体としてどのような

こと学習したのかが把握しづらく、また一つ一つの学

習内容の関連もとらえにくい様子が見られた。  

そこで、生徒が知識及び技能を「活用」しやすいノ

ートのあり方について研究したいと考え、本主題を設

定した。  

H23 西部教育事務所  学力向上グランドデザインより→  
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Ⅱ 研究目標 

「習得」しておくべき知識や技能を単元ごとにまとめたノートを作成させたことは、

既習事項を活用し問題解決をする場面で有効であることを、実践を通して明らかにする。 

 

Ⅲ 研究内容 

 問題解決の際、既習事項を「活用」しやすいノートの条件を以下のように考えた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、一つ一つの知識・技能のつながりを理解させ、学習内容の全体像を把握させるた

めのツールとして、マインドマップを用いることにした。マインドマップとは、表現した

い概念の中心となるキーワードやイメージを図の中央に置き、そこから放射状にキーワー

ドやイメージをつなげていくことで発想を延ばしていく図解表現技法である。数学の学習

に用いる場合、各単元名を中心としそこから学習した内容を関連づけてまとめていくこと

で、簡潔に整理することができるのではないかと考えた。  
なお、問題解決やその他の場面で ノートを利用することを意識付けるため、「 問題

解決に行き詰まったときは、質問する前にまずはノートを調べること」「 問題解決の過程

を他の生徒に説明するときは、ノートに書かれたどの知識・技能を用いたかを確認しなが

ら行うこと」を生徒と約束した。  

 

 ＜マインドマップを用いたノートの作成方法＞ 

①本単元での学習内容（知識・技能）を洗い出し、生徒がそれらの知識・技能の関連が

分かりやすいよう、教師がノートのデザイン（ノート作成案）を作成し、完成形をイメ

ージしておく。＜３ページ 図１＞ 

②生徒にノートの見開き１ページをマインドマップ用に確保させる。 

③第１時にノートの中央に単元名を書かせ（「１次関数」など）、第２時以降の学習内

容を関連させながら記入させていく。どの既習事項と関連させて記入するかは、ノート

作成案を元に、教師が指示をする。 

 

な お 、 本 研 究 と 直 接 の 関 係 は な い が 、 ノ ー ト に 作 成 し た マ イ ン ド マ ッ プ を 別 の 紙 に 再 度 「 マ イ ン ド マ ッ プ の 正

式 な か き 方 （ http:/ /www.mindmap.or.jp/ ） 」を も と に ま と め る 作 業 を 行 わ せ 、学 習 内 容 の よ り 深 い 理 解 を

促 し た い と 考 え た 。  

 

①単元の全体像をとらえやすいこと 

  生徒の「どこに書いてあるか分からない」「どこを見たらよいか分からない」と

いう課題を解決するため、本単元で学習した知識や技能を一箇所にまとめ、全体像

が一目でとらえられるようなノートにする。そうすることで、「活用」すべき既習

事項を選び出しやすくなると考えた。  

 

②知識・技能が関連してまとめてあること 

  例えば、１次関数の学習において表・式・グラフはお互いに関連しており、それ

をつなぐものが baxy += の a 、 b の値の意味となる。しかし、それぞれの関連を意

識して理解している生徒は少なく、日常生活の場面で数学を利用し考察する問題

で、表・式・グラフを組み合わせて解決することができなかった。そこで、知識・

技能の関連をノートにまとめておくことが必要であると考えた。  

http://www.mindmap.or.jp/
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＜図１＞ ノート作成案  

 

Ⅳ 実践例 

＜実践 その１＞ 
（１）ねらい 
 １次関数のグラフを利用して、身のまわりの問題を解くことができる。 
 
（２）準 備 
 教科書、ノート、学習プリント 
 
（３）展 開 
 
 

学習活動 
 

 
時 

間 

 

指導上の留意点 

 
評価項目 
（方法） 

１ 本時の課題を把
握する。 

（一斉） 
 
 
 
 
 
 
２ 解法の見通しに
ついて考える。 

（一斉） 
 
３ グラフをかき、
その交点の座標を
求めさせる。 

（個人） 

５

分 

 

 

 
 
 
５ 
分 
 
 
10 
分 
 
 

 

 

 

 

 

 

・前時の 学習 内容を 振り返 り、バ スとＡ さん
のグラ フをか き、そ の交点 に着目 すれ ば よい
ことに 気付か せる 。  
 
●バス のグラ フの 傾 きが分 からな い生 徒 に
は、マイ ンド マップ を用い て分速 ２０ ０ ｍ（
ｘが１ 増加す ると ｙ は２０ ０増加 ）とは 、傾
きが２ ００で ある こ とに気 付かせ る。  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
○１次関数
のグラフを
利用して、身
のまわりの

４０００ｍ離れた駅と公園の間をバスが分速２００ｍで往

復している。ただし、バスは駅と公園で１０分間停車する。

今、バスが駅を出発したのと同時に A さんが公園から駅に

向かって分速５０ｍで歩くとき、バスといつ、どこで出会う

だろうか？  
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↓  
（ 小グ ル ープ ）  

 
 
 
 
 
 
４  ま と め  

（一斉 ）  

 
15 
分 
 
 
 
 
 
15 
分 

●マイ ンドマ ップ を 用いて、停車す ると いう
ことは 速度が ０（傾 きが０）であり、ｘ 軸に
平行な グラフ とな る ことを 気付か せる 。  
●グラ フの交 点の 座 標の求 め方が 分か ら な
い生徒 には、マ イン ドマッ プを用 いて ２ つの
式を求 め、連立 させ ればよ いこと を気 付 かせ
る。  
 
・代表 生徒に 解決 の 過程を 説明さ せる 。  
 

問題を解く
ことができ
る。 (ノート ) 
 

 

 
 
 
 
 
※実践その１を終えて 

 一番の課題は、マイ

ンドマップの作成が、

下 位 群 の 生 徒 に と っ

て、難しいということ

であった。板書の中で、

記載する内容やどの既

習事項と関連させて書

くのかを指示したが、

自由なスペースに配置

していくためとても見

にくく、活用しにくい

ノートになってしまう

生徒がいた。一方、自

分で学習内容を振り返

りながら、適切な場所

に配置したり、学習内

容のイメージを追加し

ながらまとめたりする

ことができ、本人が活

用しやすいノートを作

成できた生徒もいた。  
 また、マップにかか

れた内容のみを用いて

問題解決をする場面で

は有効であったが、「一

次関数の利用」の学習ではマップにかかれたこと以外の様々な知識・技能、見方や考え方

を組み合わせて解かなければならず、この形式のノートが問題解決に有効だったとはいえ

なかった。  

生徒が作成した 

マインドマップ 

（ノートに書いたものを、生徒が

再度まとめ直したもの）  
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 以上の反省を生かして、次単元である図形領域（２年：三角形と四角形 ３年：円周角

の定理）に向けてノートの改善を行った。  
①知識・技能をまとめる「まとめプリント」を作成する。  

②知識・技能を記入する枠やそのつながりはあらかじめ示しておく。  
（今回、図形に関する知識や技能を、1 枚目：共通事項＜知識＞、証明をする際のポイント＜技能＞、２枚目：

三角形について＜知識＞、３枚目：四角形について＜知識＞の３枚のプリントにまとめた。）  

③板書はノートに写させ、その中でも特に重要な知識・技能を「まとめプリント」に転

記させる。  
 

改善後の ノート（まとめプリント）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

１枚目：共通事項  
    証明をする際のポイント  

２枚目：三角形について  

３枚目：四角形について  
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＜実践 その２＞ 
（１）ねらい 
 既習の「図形の性質」を用いて、星形五角形の先端の角の和が１８０°となることを説

明できる。 
 
（２）準 備 
 教科書、ノート、まとめプリント、掲示用の星形五角形、フラッシュカード（図形の性質） 
 
（３）展 開 
 

学習活動 

 

時 

間  
 

指導上の留意点  

 
評価項目 

（方法）  

１ 既習の図形の性
質を振り返る。 

（班別）  
 
２ 本時の課題を把
握する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 解法の見通しに
ついて考える。 

（一斉） 
 
 
 
 
 
４ 星形五角形の先
端の角の和が180°
となることの説明を
考える。 

（個人） 
 
 
５ 班の中で、自分の
考えを説明する。 

（ 小グ ループ ）  
 
 
 
６まと め  

（一斉 ）  

３  
分  
 
 
５
分  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５  
分  
 
 
 
 
 
 
15 
分  
 
 
 
 
 
10 
分  
 
 
 
 
12 
分  
 
 
 

 

・各班 のリー ダー が 教師役 となり 、 これ
まで学習した「図形の性質」を班員に答えさ
せる。  
 
・星形 五角形 を提 示 し、示 された 角の 和
が何度 になる か予 想 させる 。  
・実際に星形五角形の先端を切り取り、集め
ることで、１８０°になりそうだということ
に気付かせる。  
・「どのような星形五角形でも１８０°にな
ると言えるか」と問いかけ、実験や実測では
誤差があったり、また帰納的な方法では全て
の星形五角形を調べることはできなかった
りすることに気付かせる。  
 
 
 
 
 
・角の和が１８０°となる図形は何かと問い
かけ、５つの角を１つの三角形の角や一直線
上に集めればよいことに気付かせる。  
 
●見通しが持てない生徒には、「まとめプリ
ント」と比較をしながら、星形五角形の中に
ある三角形ややじり形（凹四角形）に気付か
せる。  
○１つの方法でできた生徒には、他の方法で
も説明できないか考えるよう促す。  
 
・班の中で、自分が考えた方法を説明する際
、必ずどの図形の性質を用いたのかを明らか
にするよう伝える。図形の性質を説明する際
「まとめプリント」を参考にしても良いこと
を伝える。  
 
・代表生徒に自分の考  
えを説明させる。  
○すでに正しいと認め  
られたことがらをより  
どころとすれば、全て  
の星形五角形について  
５つの角の和が１８０°なることを明らか
にすることができるこ  
とを伝え、演繹的な方  
法の大切さに気付かせ  
る。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○既習の「図形
の性質」を用い
て、星形五角形
の先端の角の和
が１８０°とな
ることを説明で
きる。（ノート） 
 

 
 

星形五角形の先端の角の和が１８０°となることを、これま

でに学習した図形の性質を用いて説明する方法を考えよう。 
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＜３年  円周角の定理＞  
「まとめプリント」を見ながら、自力

解決に向けて取り組む様子  

＜３年  円周角の定理＞  
「まとめプリント」の既習の定理を

相手に示しながら、説明する様子  

Ⅴ 成果と課題 

＜成果＞「まとめプリント」を用いて、既習事

項をできる限り一箇所にまとめさせてきた。結

果、図形領域では、既習の知識や技能を活用す

る場面で、見通しが立てられないとき「まとめ

プリント」をよりどころとし、与えられた問題

と比較しながら活用すべき既習事項を選び出す

ことができた。そして、自力解決にいたる場面

が見られるようになった。  

また、教師が個別支援をする際も、各生徒の

手元にある「まとめプリント」と課題の図形を

比較しながら活用する図形の性質を示すことが

でき、個別支援が行いやすかった。  

自分の考えを他の生徒に伝える場面では、  

お互いが同じ「まとめプリント」を持っている

ため、自分が用いた図形の性質を素早く相手に示すことができ、説明がしやすかった。ま

た、「まとめプリント」に記入してある言葉を参考に言語活動をすることができ、数学特

有の言葉を正しく使う習慣が少しずつ身に付いてきた。  

  

＜課題＞「マインドマップ」の作成が下位群の

生徒にとって難しかったため、実践その２で「ま

とめプリント」へと変更した。しかし、 知識・

技能の量が多く、１つの単元で「まとめプリン

ト」が３枚になってしまった。結果、これまで

のノートと同様にどこを見ればよいのか迷って

しまう生徒もいた。  

また、数学では様々な単元の知識・技能を活

用する場面が多く、特に関数領域では「マイン

ドマップ」を積極的に問題解決に活用できる場

面は多くなかった。図形領域でも同様の課題が

あり、より効果的に「マインドマップ」や「ま

とめプリント」を問題解決に生かすためには１

年次から、これらをファイリングし積み上げて

いく必要があると考える。  

今回の研究を通して、様々な課題は残ったが、

ノートやプリントの工夫を通して 「習得」し

ておくべき知識や技能を単元ごとにまとめさ

せたことは、既習事項を活用し問題解決をする

場面で有効であることが分かった。  

これからも他の単元で実践を積み重ね、より

既習事項を活用しやすいノートづくり（学習内

容のまとめ方）を工夫していきたい。  
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研究主題 数学的活動を生かした魅力ある授業づくり

サブテーマ ～数学を学ぶことの楽しさやよさを感得できるような指導～

館林市立第四中学校 石井 亮嗣

Ⅰ 主題設定の理由

新しい中学校の学習指導要領が 年に公示され、中学校では 年度から完全実施2008 2012

される。その中でとくに重視されているのが「数学的活動」の実践である。いわゆる「知

」 「 」 。識 だけではない 生きる力 を数学的活動で生徒に獲得させることを目指すものである

新学習指導要領では 「数学的活動を通して、数量や図形などに関する基礎的な概念や、

原理・法則についての理解を深め、数学的な表現や処理の仕方を習得し、事象を数理的に

考察し表現する能力を高めるとともに、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し、それ

らを活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる 」という目標が掲げられ、。

「数学的活動」を通して数学を学習することになっている。

数学的活動のうち、特に中学校数学科において重視しているのは、①既習の数学を基に

して数や図形の性質などを見いだし発展させる活動、②日常生活や社会で数学を利用する

活動、③数学的な表現を用いて根拠を明らかにし筋道立てて説明し伝え合う活動の三つで

ある。これらの活動のうち「日常生活や社会で数学を利用する」ことに対しは、自身の経

験の少なさから実感がもてなかったり、有用性を感じることがなかったりするため 「数、

学を学んでも役に立たない」と考えている生徒も少なくはない。そして、そのことも一因

となり、数学を学ぶことに楽しさを見出せずにいたり、よさを感得したりできずに日々を

過ごす生徒も見られる。逆に 「日常生活や社会で数学を利用」できることがわかれば、、

目的意識をもち、意欲的に取り組もうとする生徒が増えてくるであろうとも考えられる。

以上のことから、日常生活や社会で数学を利用できることを体感し、数学の有用感を高

めることができるような数学的活動を生かした魅力ある授業づくりを目指し、本主題を設

定した。

Ⅱ 研究目標

課題設定の場面で日常的な事象を取り上げたり、既習事項を基にして数や図形の性質を

見出だしたりするなど、生徒が目的意識をもって主体的に取り組む数学的活動を通した指

導を行うことで、数量や図形などについて実感を伴って理解し、数学を学ぶことの楽しさ

や意義を実感できるようになることを実践を通して明らかにする。

Ⅲ 研究内容

①目的意識をもって主体的に取り組める課題設定の工夫

・日常生活や社会にかかわる場面を理想化したり単純化したり、問題の条件を変えたりす

るなどして、課題を見出させることを通して、目的意識をもたせる。

・既習の知識・技能を想起し学び直しを行うとともに、具体的な数の場合や特殊な場合、

類似の場面を基に法則を推測させ、解決の見通しをもてるようにする。

②数学的活動を楽しむ指導の工夫

・日常生活や社会にかかわる場面を想起・モデル化し、観察や実験、調査・体験等を通し

て、事象を数学的表現を用いて表させる。

③数学を学習する意義や必要性を実感できる指導の工夫

・調べた結果を基に予想の成否や資料の傾向を判断させたり、未知の事柄を予測させたり

する。
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Ⅳ 実践例

１．単元（題材） 「１次関数 （１次関数の利用）」

２．実施学年 第２学年

３．本時の学習

（１）ねらい

実験で得られた値から１次関数の関係を見いだし、身近な１次関数についての問題を解

決することができる。

（２）展開

学習活動 時間 学習の支援及び留意点 評価項目（評価方法）

○前時までの復習を ５ ※身のまわりの事象の中には、１次

する。 関数を利用して解決できるものがあ

ることを確認する。

～予想される生徒の反応～

・風呂に水を入れる時間と水の深さ

・ばねとおもり

・液体を熱した時間と温度 など

○身のまわりにある ２０ ※線香を燃やす実験では、ともなっ

１次関数の関係を実 て変わる数量にはどのようなものが

験から求める。 考えられるかを確認する。

～予想される生徒の反応～

・時間と残りの長さ

・時間と無くなる長さ など

線香を燃やしたときの時間 分と残りの長さ ㎝との関係x y

を調べよう。

※理想化された問題を解くことで、

ともなって変わる２つの量に着目で

きるようにする。

・実験の手順、留意 ※印をつける練習をさせることで、

点を聞いた後、実験 しっかりと実験に取り組めるように

に取り組む。 する。

※火を扱うため、火傷や火災につい

て注意を喚起する。

※全員が同じ時間で作業ができるよ

うにする。
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○線香を燃やしたと ２０ ※火がつかなかった生徒には１分遅 【見方や考え方】

きの時間 分と残り れで作業させる。 ・実験で得られた値かx

の長さ ㎝との関係 ※うまく印をつけることができない ら１次関数の関係を見y

を、実験の結果から 生徒に対して、アドバイスをしなが いだし、１次関数を利

考察する。 ら支援する。 用して問題を解決する

・グラフから、どの ～予想される生徒の反応～ ことができる。

ような関数関係にあ ・１次関数 （観察・プリント）

るかを考える。

・線香が燃え尽きる ※１次関数の式を求めることができ

のは、燃やし始めて ない生徒に対して、既習事項を確認

からおよそ何分後 しながら ＝ ＋ の式を求めさy ax b

か。 せる。

（切片の意味。変化の割合と１組の

、 がわかれば求められる。２組x y

の 、 がわかれば求められる ）x y 。

○まとめをする。 ５ ※実験式を使うと、まだ実験してい

ない数値も、正確ではないがあまり

大きな狂いもなく推定できるという

利点を確認する。



L-4

４．資料

１ １つの量が変わるのにともなって、もう１つの量がどのように変わっていくかを調べ

てみよう。

・上の図からわかることを、下の表に記入しなさい。

（分）x

（㎝）y

・上の表から、線香の長さ は の式で次のように表される。y x

＝y

２ 実際に線香を燃やしてみて、燃やしたときの時間 分と残りの線香の長さ ㎝の関係x y

を調べてみよう。

（実験の手順）

１．線香に印をつける （１２㎝）。

． 。２ 発泡スチロールに線香をさす

３．方眼紙の 軸にあたる部分をx

折る。

４．線香に火をつけ、０分後から

５分後まで、１分毎に方眼紙

に印をつける。

５．線香の火を確実に消す。
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（１）燃やしたときの時間 分と残りの線香の長さ ㎝の関係を表に表しなさい。x y

（分）x

（㎝）y

（２）上の表から適当な２点を選び、その２点を通る直線の式を求めなさい。

（３）直線の式の傾きと切片はそれぞれ何を表していますか。

傾き： 切片：

（４）燃やし始めてから 分後の長さはおよそ何㎝ですか。7.5

（５）線香が燃え尽きるのは、燃やし始めてからおよそ何分後か。
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Ⅴ 成果と課題

研究内容

①目的意識をもって主体的に取り組める課題設定の工夫

②数学的活動を楽しむ指導の工夫

③数学を学習する意義や必要性を実感できる指導の工夫

本研究では、上記の３点を研究内容として取り組んできたが、その成果と課題を次のよ

うに考える。

①１年生での関数の学習に苦手意識をもっていた生徒は、１次関数の学習において消極的

な姿勢がみられた。今回は１次関数の学習を終えてから「学習したことを実際に利用して

みよう」と、生徒にいくつか挙げさせた。実際の活動では変化の割合が一定しないために

戸惑ったり、燃え尽きる時間を求めることができなかったりする生徒も見られたが、最後

まであきらめずに取り組んでいた姿勢がみられた。

課題として 「活動の時間が多くもてない 「日常生活と関連させた教材の開発が進ん、 」

でいない」という点が挙げられる。生徒が、学習した後に使ってみようと思えるような、

より身近な課題で活動できるよう、今後も検討が必要である。

以下に、今後扱いたい活動の例を挙げてみる。

〔活動例〕

１年 ・容器に水を入れる時間と水の深さ（比例）

・画びょう１０００個の数え方（比例）

・自分の家庭学習の時間を学年全体と比べてみる（資料の散らばりと代表値）

２年 ・線香の燃焼時間と残りの線香の長さ（１次関数）

・水を熱した時間と水温の上昇（１次関数）

３年 ・テニスコートを正しく描く（平方根・三平方の定理）

・校舎の高さを測る（相似） など

②ペアやグループで活動することで、つまずきを持ちやすい生徒も質問や相談をしながら

活動を行えた。また、今回はマークする時間を１分ごとに設定し、上手にマークするため

には準備する時間も必要であることから、次々と活動することで飽きずに作業を終えるこ

とができた。水を熱した時間と水温の上昇のように、測った後にしばらく作業がないとい

うような間の空いてしまう活動をするものよりも、短時間で連続的に活動を行えるものが

生徒にとってもよいと感じられた。

③事後の生徒の感想から、教科書や問題集などの理想化されたものではなく、自分で実際

に行った実験で得られたデータを基にした実験式でも、正確ではないがあまり大きな狂い

もなく推定できるということが体感できた。

今回の学習では、生徒自身から「そういえば、お通夜のときに線香を絶やすことなくつ

けていた」というような言葉があり 「およそ２５分位を目安に新しい線香を用意すれば、

いいんだ」という感覚をもったようであった。実際に燃やし続け、調べた結果が正しかっ

たかどうかを判断するには時間が足りなかったが、調べた結果を基にその後を推測するこ

とができるという経験になった。

より身近な題材で日常生活や社会で数学を利用できることを経験させ、数学を学ぶこと

に楽しさを見出したり、よさを感得したりできるような数学的活動を生かした魅力ある授

業づくりを目指し、今後も指導内容の改善を図っていきたい。
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研究主題 数学的活動を生かした魅力ある授業づくり

～数学的に説明し伝え合う（表現）活動の充実を通して～

大泉町立南中学校 後閑 広之

Ⅰ 主題設定の理由

平成24年度から完全実施となる新学習指導要領では、数学科の目標を「数学的な活動を通して、

数量や図形などに関する基礎的な概念や原理･法則についての理解を深め、数学的な表現や処理の

仕方を習得し、事象を数理的に考察し表現する能力を高めるとともに、数学的活動の楽しさや数学

のよさを実感し、それらを活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる。」と示されて

おり、「数学的な活動の一層の充実」が挙げられている。数学的な活動としては「ア、数や図形の

性質などを見出す活動」「イ、数学を利用する活動」「ウ、数学的に説明し伝え合う活動」の３つ

の観点があり、第１学年と第２,３学年の２つに分けて示している。このことは、基礎的･基本的な

知識･技能の習得と思考力･表現力の育成、及び意欲の高まりを中心的に担う活動であることを示唆

していると考える。

また、総則においては「指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項」の中に「各教科等の指導

に当たっては・・・言語に対する関心や理解を深め、言語に関する能力の育成を図る上で必要な言

語環境を整え、生徒の言語活動を充実すること。」とある。各教科によって言語活動の幅や領域は

異なるが、数学科においても意図的に言語活動の充実を展開していく必要がある。

そこで、本研究では、上記の「数学的な活動」の３つの観点の中の「ウ、数学的に説明し伝え合

う活動」の焦点を当て、解法の手順等を根拠に基づいて整理し説明をしたり、説明を聞いて理解を

深めるといった場面を中心に考えていく。数学科における言語活動の充実や表現力の育成を通して

数学的な活動の活性化を目指すものである。

思考の過程や判断の根拠を数学的に表現するためには、言葉や数、式、図、グラフなどを適切に

用いて的確に表現する必要がある。しかし、問題解決ができて解答が導き出せる生徒であっても、

その根拠を筋道立って説明する力は十分とはいえない実態がある。そこで、数学的説明のための基

本的なスキルの習得や、数学的に説明をする場面設定についての指導の工夫を行なっていくことで

「数学的に説明し伝え合う活動」が充実し、生き生きとした授業が展開できると考え本主題を設定

した。

Ⅱ 研究目標

数学的に説明し伝え合う場面において、数学的説明のための基本的なスキルの習得や、数学的に

説明をする場面設定についての指導の工夫を行なっていくことで、数学的活動を生かした魅力ある

授業が展開できることを実践を通して明らかにする。

Ⅲ 研究内容

（１）表現力について

本研究では表現力を以下のように捉え、考えていくことにする。
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「自らの思いや考えを、わかりやすく相手に伝える力」

Ａ：自分の思いや考えを持ち、相手に伝える。 高

Ｂ：自分の思いや考えを、根拠をもとに書き、わかりやすく相手に伝える。 ま

Ｃ：互いの思いや考えを伝え合い、互いの思いや考えを深め合う。 り

ここでいう「表現力」とは、あらゆる教育活動の中で見につけて欲しい力である。まずは自分の

考えを持つというところから始まり、とにかく相手に伝える（Ａ段階）。根拠を示しつつ伝える工

夫をする（Ｂ段階）。伝え合うことからもともとの考えを深め合う（Ｃ段階）。と発展していくも

のと考えた。これらの表現力を数学的な活動の場面で活用していくわけである。

（２）「数学的に説明し伝え合う活動」と「数学科における言語活動」

一概に言語活動というと広域であり、会話やコミュニケーションといった印象が強いわけである

が、数学科における言語活動とはどのような活動であるのかを、以下の３つの活動と位置づけた。

①解決の手段（式など）を自分なりに表現（表記）する活動。

②解決方法を友達と意見交換する活動。

③解決の手順を説明する活動。

こうしてみると「数学科における言語活動」は「数学的に説明し伝え合う活動」とほぼ同義であ

るといえる。したがって、「数学的に説明し伝え合う活動」を充実させることは「数学科における

言語活動」を充実させることであるといえる。

（３）「数学科における言語活動」の具体的場面

各学年、領域の中で特に言語活動が有効に展開される場面

○数と式の領域において、解法の手順を説明する場面

○図形の領域において、命題の証明を説明する場面

○関数の領域において、いろいろな事象の中にある関数関係を見いだし、その変化や対応の特徴

を説明する場面

○資料の活用の領域において、資料の傾向をとらえ説明する場面

（４）「言語活動の充実」に向けた手立て

上記の具体的な場面で、どのような支援を用いるかが本研究の具体的な手立てになる。

①解決の手段（式など）を自分なりに表現（表記）できるように、解答だけでなくその理由用い

た法則等を書き込むようなノート指導やワークシートの工夫。

②解決方法を友達と意見交換しやすいように、グループでの意見交換や少人数での話し合う場

（学び合いの場）の設定。

③解決の手順を説明しやすいように、表やグラフあるいは既習の法則等、説明に必要な資料等の

整備また、黒板への板書の工夫。
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Ⅳ 実践例

[授業実践例（第１学年）]

（１）単元名「比例と反比例」（比例と反比例の利用）

（２）ねらい 具体的な場面の問題について、解答をグラフから読み取り、考え方を説明す

ることができる。

（３）準備 解法の手だて（考え方）を書き込めるワークシート

（４）展開

学 習 活 動 分 教師の支援・留意点 項 目過程

問 １．本時のねらいと学習方法の ○グラフ上にある「点」が解答の決め

題 確認。2本のｸﾞﾗﾌの見方や意 てであることや、なぜそういえるのか

理 味を の「説明」に焦点を当てるといった本確認する。

解 ５ 時の目安を明確に伝える。

「兄と妹が同時に家を出発し、家から600ｍ離れた

図書館に行きます。妹は毎分50ｍ、兄は毎分75ｍの

速さで歩く。」この様子をグラフに表すと右のよう

になる。グラフを見て問いに答えなさい。

①兄が到着する時間 ⑤中間地点での距離の差

②妹が到着する時間 ⑥3分間隔の地点

解 ③兄到着時の妹の位置 ⑦150ｍ間隔の時間

④中間地点の通過時間の差 ⑧2人が同時に着くためのｸﾞﾗﾌ

注目する点と考え方を意識して問題を解いてみよう！決 ○

の ２．①の解答を考えﾜｰｸｼｰﾄに記 ○「答え・注目し

入し、発表する た点・考え方」の

計 ３つを記入するよ

う説明する。

画 ○①の解答や説明

方法を例示し、②

以降の問題の答え

方を明確にする

。

・ ○１つの問題を

３．②と③を考え、①を参考に 複数の生徒に発

ﾜｰｸｼｰﾄ自分の考えを書く。 表させることで

40 表現の相違や工

・数名が黒板に板書する。 夫に気づかせる｡
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・板書した生徒による説明を行

なう。

実

４．④と⑤を考え、ﾜｰｸｼｰﾄに自

行 分の考えを書く。

・数名が黒板に板書する。

・板書した生徒による説明を行

なう。 ○各問に対

する「答え

○「書いたこと」をもとに、自分の ・点・考え

・ 「言葉」で表現する場を設定する。 方」を書い

○考え方のかけない生徒については机 ている。

間支援をおこない助言する。

５．⑥、⑦、⑧はしばらく自分 ◎各問に対

検 で考えた後、グループにな する「答え

り、意見交換を行ない、 ・点・考え

討 ﾜｰｸｼｰﾄに自分の考えを書く 方」をわか

りやすく、

書いている

○学びあいの場面を設定し、考え方や

・数名が黒板に板書する。 記述の仕方を意見交換させることで、

自分の考えを深めたり、表現に仕方を

・板書した生徒による説明を行 工夫できるようにする。

なう。 ○友達の考えを聞いて、表現をわかり

・説明後、わかりやすい表現に やすく書き直す時間を与える。

書き直す。

定 ６．本時のまとめとして、グラ ５ ○各問題が、同一の観点で解けること

着 フのｘ軸とｙ軸の間隔がそれ を解答を振り返ることで確認させる。

ぞれ、同位置の時間差と同時

刻の距離の差であることを確

認する。
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○以下は、生徒が実際に作成したワークシートの記入例である。

[生徒の様子]

①の問でﾜｰｸｼｰﾄの書き

方の確認を行なったこと

で、意欲的に問題に取り

組んでいた。答えがわか

ってもうまく理由をかけ

ない生徒もいたが、友達

の発表を聞いてからは、

表現の仕方を参考にして

自分でも書ける生徒が増

えていった。

同じ問題の解答を複数

発表したことで表現の違

いや参考となる表現に気

がつき、それ以降の解答

に反映されていた。

後半のやや難易度の高

い問題では、グループで

の話し合い（学び合いの

場）を設定したが、グラ

フの意味や読み方を教え

あう場面も見られ、理解

が深まった。
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Ⅴ 成果と課題

本研究では、「研究内容」で挙げた以下の３つの手立てを中心に実践を重ねてきた。（実践例で

は①、②のみ）

①自分の考えを書き込めるノート指導やワークシートの工夫。

②意見交換をする話し合う場（学びあいの場）の設定。

③説明に必要な資料の整備や板書の工夫。

この３つの手立てを講じたことで、生徒にどんな変容があったかという視点で、以下に「成果と

課題」としてまとめた。

[成果]

○解答を導くための手段や方法を、ノートやワークシートに表記させることによって、自分自身の

解答に自信が持てたり、理解を深められたりできるようになった。また、解答にまでたどり着けな

かったときにも、どの部分はできていて何が足りなかった（間違えてしまったか）のかなど、誤答

分析にも役立ち、次の課題を解くためのポイントが明確になった。

○学びあいの場を設定することで、自分の考えを気軽に表現できたり、疑問に思ったことを恥ずか

しがらずに聞けるといった良さが感じられた。また、友達の解答を参考にして自分の表現力を補う

などの場面も多く見られた。

○黒板での発表をする際に、あらかじめ用意されたポイントカードや説明につながる多くのフラッ

シュカード等があることで、説明に自信がない生徒も発表しやすくなったり、自分もやってみたい

という意欲を高められたと思う。

[課題]

○習熟度に応じた表現方法の違いを取り入れたワークシートの工夫。及び、年間を通じた「表現す

る」学習スタイルの構築。

○少人数での話し合いが効果的に進められるような、グループ構成の工夫。

○説明の場面でのバリエーションや意欲化をすすめるために、ＰＣや電子黒板の利用をさらに進め

、図やグラフの提示方法を工夫する必要がある。
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「数学的活動を生かした魅力ある授業づくり」
～ コンピュータやグラフ電卓を利用した教材の開発 ～

太田市立尾島中学校 髙岸 聡

Ⅰ 主題設定の理由

新学習指導要領では「数学的活動を通して、数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則に

ついての理解を深め、数学的な表現や処理の仕方を習得し、事象を数理的に考察し表現する能力を高

めるとともに、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し、それらを活用して考えたり判断したりし

ようとする態度を育てる。」ことが数学科の目標として挙げられている。数学科の学習では、身に付け

た数量や図解に関する知識、数学的な表現や処理、数学的な見方や考え方の基礎・基本を活用して、

思考力・判断力・表現力などの数学科として身に付けたい資質・能力を培い、養っていくことが必要

である。また、身に付けた知識や技能を活用することのよさを感得することで学ぶことの楽しさや充

実感を味わうことができると考える。

そこで、本研究では、関数の学習で、ＩＣＴの活用などの提示方法を工夫したり、生徒が意欲的に

身に付けた知識や技能を活用できるようなコンピュータの教材の開発と実践を考えた。これにより、

本主題を設定した。

Ⅱ 研究目標

関数グラフソフト GRAPES を研究し、授業への活用、実践を明らかにする。

Ⅲ 研究内容

１ 関数グラフソフト GRAPES の活用について

小学校では折れ線でとらえてきたグラフを、点の集合としてとらえさえさせていく過程で、つまず

く生徒が多い。比例のグラフの直線ならば、あまり抵抗はないようだが、反比例のグラフになると、

なめらかな曲線のグラフになることへの理解に抵抗があるようだ。本校の生徒の実態を見ても、反比

例のグラフについては、ｘの値を細かく変化させても、計算して出した座標の点と点を単純に結んで

折れ線グラフにしてしまう生徒が約２０％もおり、グラフの連続性の理解させ方の難しさを感じた。

今後の関数の学習において、さまざまな形のグラフを学習する上で、式の計算や黒板の授業だけで生

徒に理解させることは困難を要すると考えられる。そこで、例えば、ｙ＝２ｘという式が比例の関係

を規定していることを意識させ、この式によって表の値を計算するステップを大切にする。もちろん

結果として数値の並び方（増え方）に規則性が出てくることにも注目させ、比例・反比例のグラフを

かくように導きたい。そして、１つの直線上に点がのるというのではなく、点を細かくとっていくと

点全体が１つの直線を構成するというようにとらえさせ、グラフが点の集合であることを強調して指

導していきたいと考えた。

そこで、コンピュータソフトを用いてグラフのでき方や変化を可視化することにより、生徒の学習

への動機づけを図り、理解を深めることができないかと考え、コンピュータソフトを研究し、いくつ

かの授業で実践をしてみた。

最近は、さまざまな数学教育関係ソフトがある。教科書に沿って作られ、使い勝手の良いものもあ

るが、現在、学校では予算的な問題で、簡単に導入できるものではない。

そこで、今回使用したソフトは，大阪教育大学附属高等学校池田校舎の友田勝久先生がつくられた
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グラフ描画ソフトGRAPES（ GRA ph Presentation & Experiment System）である。中学校は、もちろ

ん高等学校で出てくるほとんどの関数を簡単な操作でグラフ化し、さまざまな角度から調べることが

できる。ほとんどの操作がマウスででき、生徒も容易に操作をすることができるので、関数やグラフ

に対するイメージがつかめないという生徒達の学習に効果的に活用できるのではないかと考えた。ま

た、このソフトは、フリーソフトであることと、コンピュータへのハイスペックな要求がないことで、

学校のパソコンへの導入が容易であることがあげられることより、学校現場での活用を通して、研究

をした。

今回の研究では、グラフの連続性の理解についての実践の場面の研究をした。

＜画面１＞

＜画面１＞は、GRAPES の起動画面である。

GRAPES は、２つのウインドウで構成されている。

左がグラフウインドウ、右がデータパネルである。

右のデータパネルには、陽関数、陰関数など、中学校では聞

き慣れない用語があるが、ここでは、中学校の数学の内容に

限定して研究をした。

＜画面２＞

＜画面２＞は、比例（ｙ＝２ｘ）のグラフを描く場面である。

変数ｘの値を変化させていき、点を打つ。

点と点の間が開いてしまうので、より細かく変数ｘの値を変

化させて、グラフができあがる様子を実感させる。この場合

は、操作は、教師側が行う一斉授業にした。

Ｘ，Ｙの表から、点の打つことから、データパネルの[基本

図形]で、点の設定を行う。

パラメータを使う関係で点の座標がＰ（θ、２ｘ）と表示

される。

＜画面３＞

＜画面３＞は、比例（ｙ＝２ｘ）の式から、点を打った画面

である。
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＜画面４＞

＜画面４＞は、変数ｘの値を細かくとり、点を打ち、連続し

た直線になることを表した画面である。

＜画面５＞

＜画面５＞は、反比例（ｙ＝１２／ｘ）の式から、点を打っ

た画面である。

＜画面６＞

＜画面６＞は、変数ｘの値を細かくとり、点を打ち、連続し

た曲線になることを表した画面である。

＜画面７＞

＜画面７＞は、なめらかな曲線に描いたものである。
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２．授業形態について

コンピュータを利用した授業形態を，次の２通りに分けてみた。

(a) 個別（生徒）操作による利用法(個別)

生徒１人または数名で１台のコンピュータを使い、生徒が問題解決のために個別に操作をする利用

法。ＴＴの授業形態を行い、Ｔ２による操作の支援を行っている。

(b) 教師操作の提示による利用法(一斉)

大型ディスプレイや，プロジェクターなどを利用して，教師が操作した画面を生徒全員に提示する

利用法。

Ⅳ 実践例

【 関数の復習・まとめ 比例・反比例のグラフ 】

・ねらい １ 比例・反比例のＸの値を変化させて，グラフの変化の様子を調べる｡

２ 比例・反比例のグラフの形と各定数の意味を確認する｡

学習内容 学習の支援及び指導上の留意点 評価項目

１．比例・反比例のグラフ ○比例のグラフが直線であることを確認する。

の確認 (一斉) ・比例の式（ｙ＝２ｘ）から、表を作り、グラフにす

るために座標の点をうつことを確認する。

［式］ ｙ＝２ｘ

［表] x -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

y -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

［グラフ］

（表の座標を点にする）

点と点の間は、どうなっているのだろうか。

（ｘの値を０．１づつにす

る）
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（直線になることを示す）

○反比例のグラフが曲線になることを確認する。

・ 反 比 例 の 式から、表を作り、グラフに

するために座標の点をうつことを確認する。

［式］

[表］ x -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

y -2 -2.4 -3 -4 -6 -12 12 6 4 3 2.4 2

[グラフ]

（表の座標を点にする）

点と点の間は、どうなっているのだろうか。

（ｘの値を０．１づつに

する）

（曲線になることを示す）

y=
12

x

y=
12

x
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２．比例定数とグラフの確 ○比例定数とグラフとの関係を確認する。

認（個別） ・ファイルとして配布

し生徒が個別に操作す

る。

・ｙ＝ａｘにおいて比

例定数を変化させてみ

る。

・Ｔ２が操作の支援に

回る。

・ において比例

定数を変化させてみる。

３．まとめ ○比例・反比例のグラフのまとめをする。

比例（ｙ＝ａｘ）のグラフ

・原点を通る直線である。

・ａ＞０のとき 右上がりの直線

・ａ＜０のとき 右下がりの直線

反比例（ ）のグラフ

・２本のなめらかな曲線（双曲線）

・ａ＞０のとき 第１象限、第３象限

・ａ＜０のとき 第２象限、第４象限

Ⅴ 成果と課題

〈参考文献〉

関数グラフソフト GRAPES パーフェクトガイド 友田 勝久 著 文英堂

y=
a

x

y=
a

x
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数学的活動を生かした魅力ある授業づくり 
～解決過程を表現する学び合い活動を取り入れた指導～ 

 
みどり市立大間々中学校  福田 康子 

 

Ⅰ 主題設定の理由 

 新学習指導要領では，「数学的活動を通して，数量や図形などに関する基本的な概念や原理・法則に

ついての理解を深め，数学的な表現や処理の仕方を習得し，事象を数理的に考察し表現する能力を高め

るとともに，数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し，それらを活用して考えたり判断したりしよう

とする態度を育てる」ことを目標としている。その中でも，「数学的活動」を通して学習することが大

きな特徴である。「数学的活動」とは，生徒が目的意識をもって主体的に取り組む数学にかかわりのあ

る様々な営みを意味している。特に中学校数学科において重視しているのは，「①既習の数学を基にし

て数や図形の性質を見いだし発展させる活動」「②日常生活や社会で数学を利用する活動」「③数学的な

表現を用いて根拠を明らかにして筋道立てて説明し伝え合う活動」である。 
 本校の生徒は，授業に真面目に取り組み，話をしっかりと聞いて学ぼうという姿勢が見られる生徒が

ほとんどである。教師の問いかけに対する反応もよく，積極的なやりとりができる一方，授業の内容が

ほとんど分からず，ノートをとるだけで精一杯な生徒もいる。こうした数学を苦手としている生徒も，

友達に聞いたり，答えを確認したり，教えあったりする姿が見られる。また，文字式の計算や方程式を

解くことなどの数学的な処理を得意としている生徒は多く，ほとんどの生徒が正確に行うことができる。

しかし，答えを出すことだけに終始し，なぜその解答が導き出されるのか十分に説明できなかったり，

まったく根拠の無い解答をしたりすることもある。また，自分の考えを持っていてもそれを表現するこ

とができなかったり，自分の考えに自信が持てずに伝えられなかったりすることも多い。このような実

態から，根拠をもとに自分の考えをもち，それを表現できるようにすることが必要であると考えた。 
 そこで本研究では，数学的活動の「根拠を明らかにして筋道立てて説明する活動」に焦点を当てた。

根拠を明らかにして自分の考えをもち，解決過程を数学的に表現する。そして，それを友達に説明した

り，逆に説明を聞いたりすることで確かなものにするとともに，より考えを深めることができるのでは

ないか。また，このような学び合い活動の場面を設定し，数学的活動に主体的に取り組ませることによ

り，数学への理解が深まり魅力ある授業につながるのではないかと考え，本研究主題を設定した。 
 

Ⅱ 研究目標 

 自分のことばで解決過程を表現する学び合い活動を取り入れることは，数学的活動の楽しさや数学の

よさを実感できる授業になることを，実践を通して明らかにする。 
 
Ⅲ 研究内容 

①解決過程を表現する学び合い活動について 

個人（自己解決）→集団（集団解決）→個人（振り返り）のサイクル 

・課題解決の場面において，まずは自分の意見や考えを持つことが大切であると考える。十分な時間

を確保して，生徒に自分の考えをしっかりと持たせるようにする。（自己解決） 

・解決過程を自分なりに自分のことばで表現させる。このときに，根拠を明らかにして誰が見ても分

かるようにすることで，言語能力を高めることができる。 

・隣同士やグループでそれぞれの考えを説明し合う。同じ考え方であれば自分の考えを確かなものと

することができ，異なる考え方であればさらに見方や考え方が広がる。上位群の生徒が下位群の生
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徒に教えることもあれば，上位群の生徒が気づかなかった考えに下位群の生徒が気づくこともあり，

お互いに「学び合う」ことができると考える。（集団解決） 

・授業のまとめとして，もう一度一人で考える時間を確保し，考えを整理させて自分のものにさせる。

（振り返り） 

②学び合い活動の場面，形態 

・一斉授業の場合は，常に隣の席の友達とペア学習の意識を持たせる。分からなかったら相談し，で

きたら教えるという約束をしておくことにより，学習に対する意欲を向上できるようにする。 

・グループ学習は，生活班で行う。生活班は，学習の苦手な生徒の隣に得意な生徒が座るようにする

など，学習がスムーズに進むよう意図的に編成する。 

③解決過程を表現できるようにする授業展開 

・既習事項を繰り返し確認しながら学習を進めることにより，基礎基本の定着を図るとともに，新た

な課題に対しても既習事項を活用して考えると解決できることを味わえる展開を工夫する。 

・「なぜ」を繰り返し問うことで生徒の知識を整理できるようにする。また，解決の手だてとして，視

覚的にとらえやすい図やカードを準備したり，思考の手順を確認したりすることにより，自分なり

に考えようとする態度を引き出せるようにしていく。 

 

Ⅳ 実践例 

＜実践その①＞ 

１．題材名    １次関数の利用 
２．学習目標   グループによる話し合い活動を通して，携帯電話の使用量について表やグラフ，式

を利用して考察できるようにする。 
３．準備・資料  指導者：掲示用の問題，学習プリント，グループ発表の用紙 
         生徒 ：教科書，ノート，筆記用具 
４．展開 

学習活動 
時

間 

・指導上の留意点及び支援の工夫 
●努力を要する生徒への支援 

○おおむね満足の生徒への支援 

評価項目・方法 
○おおむね満足 
◎十分満足 

【観点】（方法） 
１．確認テスト 
・前時に学習した内容を

豆テストで確認する。 
５ 

・解き方の手順，根拠を確認する。 
・前時の内容を忘れてしまっている生徒に個別に

対応し，表やグラフ，式を使って考えたことを確

認させる。 

 
 
 
 

２．課題把握 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 
携帯電話を契約するときに，いくつかのプランから１つを選択します。下の表は，CODOMO 社

のプランのうち，３つを表しています。あなたは CODOMO 社の店員です！そこへ，お客様とし

て紗央里さんがやってきました。紗央里さんにお得なプランを勧めるとしたら，どのプランがよ

いですか？また，どのように説明しますか？ 
 プランＡ プランＢ プランＣ 

１か月の基本料金 ２５００円 ３４００円 ４５００円 
１分間の通話料 ５０円／分 ２０円／分 １０円／分 
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・本時の課題を把握し，

どのように考えるか見

通しをもつ。 

 

５ 
・問題をしっかり読ませ，分かっている数量を明

確にして，問題の意味を確認する。 
・どのように考えればよいか，前時の内容を思い

出させて，見通しをもたせる。 

 

 

 

 
３．自己解決 
・表やグラフ，式を利用

して考える。 
 
 
 

10 

・表やグラフ，式のどの方法を利用して考えても

よいことを伝える。また，なぜその方法を選んだ

のかを考えさせる。 
・表やグラフで表しやすいように対応表や座標平

面を準備し，自由に使ってよいことを伝える。 
・この後，自分の考えをグループで発表すること

を伝え，友達に分かりやすく伝えることを意識し

て考えをまとめさせる。 
・考えが行き詰まった生徒に対し，表やグラフ，

式を利用するとよいことを伝え，解法の見通しを

もたせる。 

●通話時間が 0 分，10 分，20 分…ではいくらに

なるか考えさせ，それを表にまとめて考察できる

ようにする。 
○１つの方法で解けた生徒には，別の方法で考え

るよう指示する。 

 

４．集団解決 
・グループで自分の考え

を説明し，どのように考

えればよいかを話し合

う。 

1
5 

・生活班で話し合い活動を行うこと，話し合いが

スムーズに進むように班長を中心に行うことを

伝える。 
・自分の考えを説明するように指示する。 
・自分が選んで利用した方法について，なぜその

方法を使ったか，また，やってみてどうだったか

なども発表するように指示する。 
・友達の意見を聞いて，必要なことはメモしたり，

疑問に思うことは質問するようにさせる。 
●自分の考えがまとまらなかったり，友達の意見

を理解できていない生徒に対し，表にまとめさせ

て考察できるようにする。 
○友達の意見と意見の意見やその結果を比較さ

せる。自分では選ばなかった方法でもう一度考え

させ，その結果を比較させる。 

【見方・考え方】 
○具体的な事象を１

次関数を用いて考察

することができる。 
◎具体的な事象を１

次関数を用いて考察

し，複数の方法でそ

の結果が適切である

か考えることができ

る。 
（学習プリント） 

５．グループの発表 
・紗央里さんにお勧めプ

ランを説明する方法を

話し合い，発表する。 
1
2 

・各自の説明が終わったら，紗央里さんにお勧め

プランを説明する一番よい方法をグループで考

え，わかりやすくまとめさせる。 
・どの班を発表させるか，あらかじめ決めておく。 
・表やグラフ，式を利用して考えたることよさは

何かを伝えられるように指示する。 

 

６．本時のまとめ 
・学習カードに感想と自

３ 
・本時の感想を学習カードにまとめさせ，次時へ

の学習につながるようにする。 
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己評価を記入する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜実践その②＞ 

１．題材名    平行線と角 

２．学習目標   さまざまな解決方法を考える話し合い活動を通して，凹四角形の角の関係を考察で

きるようにする。 

３．準備・資料  指導者：掲示用の問題，学習プリント，三角定規，分度器，提示用の解決方法 
         生徒 ：教科書，ノート，筆記用具，三角定規，分度器 
４ 展開 

グラフを利用した解法 

表を利用した解法 

式を利用した解法 

学び合いのようす 

班の意見をまとめる

ようす 
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学習活動 
時

間 

・指導上の留意点及び支援の工夫 
●努力を要する生徒への支援 

○おおむね満足の生徒への支援 

評価項目・方法 
○おおむね満足 
◎十分満足 

【観点】（方法） 
１．確認テスト 
・前時に学習した内容を

豆テストで確認する。 
５ 

・問題を解説し，解き方の手順やその根拠を確認

する。 
・既知の図形の性質を掲示し，活用できるように

する。 
・前時までの内容を忘れてしまっている生徒に個

別に対応し，既知の図形の性質を確認させる。 

 
 
 
 

２．課題把握 
・四角形の１頂点を内部

に移動した図形から，凹

四角形をとらえる。 
・凹四角形の内角とへこ

んだ角を分度器で測る。 
・分度器を用いて調べた

角度の関係から，∠ａ＋

∠ｂ＋∠ｃ＝∠ｄの関

係を見いだす。 
 
 
 
 
 

 

５ 
・凹四角形の形を確認し，凹四角形の角の関係の

学習をすることをとらえられるようにする。 

・凹四角形の内角とへこんだ角を分度器で実測さ

せることで，内角の和とへこんだ角の関係に気づ

けるようにする。 

・操作活動をもとに，∠ａ＋∠ｂ＋∠ｃ＝∠ｄの

角の位置関係や式の意味をまとめる。 
・確かめた角の関係が常に成り立つことを示すた

め，既習の図形の性質をもとに考えさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３．自己解決 
・平行線の性質や三角形

の角の性質などをもと

に，∠ａ＋∠ｂ＋∠ｃ＝

∠ｄの関係を確かめる。 

 

1
0 

・必要に応じて，図や記号，式で角や直線の位置

関係を表現させることで，図形の性質を活用しや

すくする。 
・補助線のひき方と用いる図形の性質を整理さ

せ，解決の見通しを立てる。 
・「平行線をひいているよ」「複数の補助線をひい

ているよ」など，生徒の考えを紹介することによ

り，思考の手助けをする。 
・さまざまな考え方ができるよう，図形をどの角

度から見てもよいことを伝える。 
●性質カードを用いて視覚的にとらえさせるこ

とにより，図形の性質を活用するためには，どの

ような補助線をひいたらよいかを考えさせる。 
○１つの方法で解けた生徒には，活用していない

図形の性質を用い考えることを促すことにより，

多様な考え方で問題解決ができるようにする。 

 

４．集団解決 
・自分が解決した方法の

2
0 

・話し合いがスムーズに行えるよう，生活班で活

動すること，班長を中心に進めることを伝える。 
【見方・考え方】 
○平行線の性質や三

【課題】  
 ∠ａ＋∠ｂ＋∠ｃ＝∠ｄの関係を， 
 今まで学習した図形の性質をもとに確かめよう。 
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図をグループで発表す

る。 
・友達の解決した図を見

て，どのように解決して

いるかを考え，話し合

う。 

・新しい考えに気づけるよう，自分の意見を発表

する際には図を提示するだけで，どのように考え

たかは伏せておくように指示する。 
・思考を深められるよう，補助線がひかれた図か

らわかる角の関係とその根拠について，考える時

間を十分に設けた後に，話し合わせる。 
・友達の意見を聞いて，自分が思いつかなかった

解決方法をメモしたり，疑問に思うことは質問し

たりさせる。 
●等しい角の関係や直線の位置関係などを丁寧

に確認させる。 
○解決方法に納得していない友達に，わかりやす

く説明させる。 

角形の角についての

性質をもとに，角の

関係を考えることが

できる。 
◎平行線の性質や三

角形の角についての

性質をもとに，角の

関係を様々な方法で

考えることができ

る。 
（学習プリント） 

５．グループの発表 
・グループで話し合った

解決方法を図にまとめ，

発表する。 
７ 

・複数の方法を発表できるよう，Ｔ２と連携を図

り，どの班にどの考えを発表させるかあらかじめ

決めておき，意図的に指示をする。 
・どの性質を根拠に考えたのかを確認できるよう

に，図形の性質カードを貼って説明させる。 

 

６．本時のまとめ 
・学習内容を振り返る。 

３ 
・本時の学習内容をまとめ，次時の学習へつなが

るようにする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自己解決の場面 

T2 が個別に支援する場面 

生徒のワークシートより 
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Ｖ 成果と課題 
○成果 
・グループ活動やペア学習において，お互いに学び合う 
 場面が多く見られた。何も手をつけられずにいた生徒 

は，友達の説明を真剣に聞き理解しようとし，説明す 
る側は，どうしたら伝わるかを試行錯誤していた。意 

見交換することで自分の考えを確かなものとするとと 

もに，思考の深まりも見せている。 

○課題 
・根拠を明らかにして解決過程を表現する力の定着は，まだ不十分である。「なぜ」を繰り返し問うこ

とで生徒の知識を整理し，授業を進めていきたい。また，分からないとすぐ友達に頼ってしまう生徒

もいるので，少しでも自力解決ができるよう，さらにきめ細かな指導の工夫をしていく。 
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数学的活動を生かした魅力ある授業づくり 

～数学への関心や学習意欲を高める教材・教具の工夫～ 

桐生市立境野中学校  植松 紀子 

 

Ⅰ 主題設定の理由 

ＴＩＭＳＳ（国際数学・理科教育動向調査）では、「数学の勉強が楽しい」と「強く思う」

割合は若干増えたものの、「そう思う」割合は若干減り、「そう思わない」「まったくそう思

わない」割合は前々回の 1995年に比べて明らかに増えており、「理数ばなれ」や「数学嫌

い」の生徒が増えていることが近年懸念されている。 

 来年度から全面的に実施される新学習指導要領では「中学校においては、数学的活動に

主体的に取り組み、基礎的・基本的な知識・技能を習得し、数学的に考える力をはぐくむ

とともに、数学のよさを知り、数学が生活に役立つことや数学と科学技術との関係などに

ついての理解を深め、事象を数理的に考察する能力と態度を養うことを重視」するとして

いる。基礎的・基本的な知識・技能を確実に身につけ、数学的な思考力・表現力を高め、

数学を学ぶ楽しさや意義を実感することは、「生きる力」をはぐくむためにも必要不可欠で

ある。 

しかし、実際の授業では、基礎的・基本的な知識技能の習得のために定義や公式の暗記

に偏ってしまったり、計算トレーニングの連続になってしまったりすることもあり、数学

嫌いの生徒がなかなか減らせない状況が生じているとも考えられる。本校でも、学年が進

むにつれて複雑になる計算や関数の学習、教材の数が限られている図形の学習などでは、

「一目見てわかる」「見てわかるから楽しい」というような場面が少なくなってしまい、生

徒の数学ばなれに拍車をかけてしまっている面があると思われる。そこで、 

①形式的に定義したり、公式を計算のみで導いたりするだけでなく、それを目に見える

形で表現したり、具体的に操作して見せたりすること。 

②計算のみでなく図による視覚化や操作で、式のイメージを豊かにすること。 

③紙など、授業に持ち込みやすく、生徒とともに作業しやすい素材を使った教材を工夫

すること。 

以上の３つを重視して手作りの教材教具を活用することにより、本校の生徒がこれまで

よりも数学好きになり、数学への学習意欲をより高められるであろうと考え、本副主題を

設定した。 

 

Ⅱ 研究目標 

 身近にある素材を利用した教材・教具を使い、目に見える形で表現したり、具体的に操

作したりすることが、「数と式」、「図形」、「関数」の学習への興味・関心を高め、理解を深

めるために有効であることを明らかにする。 

 

Ⅲ 研究内容 

１．１年 正多面体 

  ストローで正四面体や正六面体(立方体)、正八面体などの正多面体の３次元モデルを   

  つくり、多面体や正多面体への理解を深める。 
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２．２年 １次関数  

  変化の割合の値を表した“傾きタイル”を用いて、１次関数におけるグラフの傾きと 

変化の割合の関係について理解を図る。 

３．２年 平行と合同 

   折り紙でつくった三角形の折り方を工夫することにより、内角の和が 180°になるこ 

とを実際に確かめ，図形の性質の証明の導入とする。 

４．３年 多項式 

  直積表≪たて×よこ≫の方式を利用することにより苦手意識を取り除き、展開や因数

分解の公式の理解を深める。 

５．３年 三平方の定理 

  コピー用紙１枚で三平方の定理が成り立つことを確かめる。 

 

Ⅳ 実践例 

１．１年 正多面体 

＜用意するもの＞４ｍｍφの曲がるストロー、８ｍｍφのストロー、はさみ 

        （５ｍｍφの曲がるストローと１０ｍｍφのストローなどでもよい。） 

 正四面体の場合、４ｍｍの曲がるストロー１２本、８ｍｍのストローを６本使い、曲が

るストローをジョイントにして３次元モデルをつくる。正六面体、正八面体までは比較的

容易につくることができるが、正十二面体、正二十面体は組み立てる過程で形がゆがんで

しまいやすく、多少つくりにくい。 

 このモデルでは、正多面体の辺の数やひとつの頂点に集まる辺の数を一目で確認するこ

とができる。また、正六面体（立方体）では、通常の立体模型に比べ、平行や垂直などの

辺と辺との位置関係についても一目でわかる状態になっている。 
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２．２年 １次関数 

 授業で使用するグラフ黒板の方眼のサイズに合わせて直角三角形をつくり、斜辺がグラ

フの傾きになるようにマジックペンで直線をひく。 

 x の増加量やy の増加量を一目で数えることができ、変化の割合が求めやすい。また、 

直線の傾きを見ただけで求めることもできる。 また、x の増加量やy の増加量が異なる場

合でも、1/2、2/4、3/6 などの傾きが等しい直線があることを一目で確かめることができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑傾きタイルの一例（傾き１のもの） 
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３．２年 平行と合同 

① 紙に任意の三角形をかいて、合同になるように２枚切り取る。 

② そのうち１枚の三角形を、折り目が三角形の高さになるように折ってから広げる。 

③ 高さになっている折り目の垂線と底辺との交点に、三角形の内角が集まるように三角 

形を折る。 

④ 折った三角形ともう１枚の三角形を貼り重ね、内角が集まって 180°になることを確 

かめる。 
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４．３年 多項式 

＜用意するもの＞紙、筆記用具 

 「たて×よこ」の長方形のイメージを式で表し、展開や因数分解の式を統一的に理解さ

せる。 

 

 

５．３年 三平方の定理 

 コピー用紙を折り、折り目を利用して正方形に着目し、三平方の定理が成り立っている

ことを確かめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① コピー用紙の短いほうの長さを「たて」とする。「たて」の長さが等しい２辺になるよ 

うに直角二等辺三角形を折り、折り目をつける。（写真左上） 

② 「たて」の長さを４等分するように折り目をつける。（写真右上） 
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③ おもての面に１辺の長さがa (「たて」の長さの 3/4)、b (「たて」の長さの 1/4)の正 

方形をかく。直角をはさむ２辺がa とb 、斜辺がc である直角三角形をかく。 

（前ページ写真左下） 

④ 裏面に１辺の長さがc である正方形をかき、３つの正方形の面積を比較することによ 

り「a2＋b2＝c2
」が成り立つことを確かめる。（前ページ写真右下） 

※この他に、コピー用紙を折って正三角形や二等辺三角形をつくることにより，直角三角

形の辺の長さや角度について調べ，三角比の代表的な値の理解を図ることもできる。 

 

Ⅴ 成果と課題 

１．１年 正多面体 

 ４ｍｍφの曲がるストローは、多くのホームセンターなどで購入可能である。８ｍｍφ 

のストローや１０ｍｍφのストローは一部の１００円ショップ等で購入可能だが、扱って 

いる店舗の数はとても少ないので、購入する際には注意が必要である。 

 ストローでつくる正多面体のモデルでは、頂点や辺についての理解は深まる。しかし、 

面についての理解を深めるためには、一般的な立体模型の方が視覚的に理解しやすい。 

実際の授業では、数学が苦手な生徒がおもちゃを扱うような様子で夢中になって組み立 

てていたり、授業の後、自分でストローを購入して家庭で立体模型をつくったりした生徒

もいたので、空間図形への興味・関心をある程度高めることができたと思われる。 

２．２年 １次関数 

 グラフ黒板に貼り付けて使うことにより、めもりを数えやすくなりx の増加量やy の増

加量がすぐにわかる。1/2、2/4、3/6 など、変化の割合を表す分数が等しい場合、傾きが

等しい直線になることが一目でわかる。 

 このタイルは、３年の『相似』の学習の導入の場面でも使用可能である。 

３．２年 平行と合同 

単純な作業で三角形の内角の和が 180°になることが確かめられるので、図形の学習へ

の意欲を高めることはできる。しかし、直ちに図形の証明の学習には結びつけにくい。 

ちなみに、四角形の内角の和が 360°になることも、折り紙で確かめることができる。 

４．３年 多項式 

 ３年生ばかりでなく、分配法則を理解している段階の２年生でも直積表を使って因数分

解することができた。「長方形の面積の図があると、式だけよりもイメージがしやすい」と

いう生徒からの意見もあった。 

５．３年 三平方の定理 

 三平方の定理を式の計算により証明する方法では、多項式の展開や因数分解を苦手とし

ている生徒にとっては理解するまでにかなりの時間を要する。紙を折る方法は厳密な証明

ではないが、単純な作業と正方形の面積、直角三角形の面積、中１レベルの文字の計算の

みで、三平方の定理が成り立つことをイメージすることができる。 

 以上のいずれの場合においても身近な素材を用いる簡単な作業であるため、生徒の数学

への興味関心を高めることはできたと思われる。しかし、教科書に載っているような学習

課題とどのように関連性を持たせて指導していくかが今後の課題である。 

参考文献：見える数学１手作りの教材・教具 西三数学サークル著(星の環会)  
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