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数学をつくり、生かす教育の創造
～課題解決的な学習を通して～

長野原町立東中学校 竹和誠一郎

Ⅰ 主題設定の理由

生徒が主体的に数学の課題に取り組むためには、課題解決の過程の中に次の要素が必要

だと考える。①自分の考えが課題解決の過程の中に存在すること②自分の考えが他者に認

められながら、他の考えをもとに自分で課題解決ができること③課題が知的好奇心を喚起

させるものであること。これらの要素を取り入れた学習を課題解決的な学習と捉え、授業

の中で実践したいと考えた。

Ⅱ 研究目標

課題解決的な授業を取り入れ、生徒の主体的な学習活動を通して内容を理解させる。

Ⅲ 研究内容

課題解決的な学習の過程を 課題提示ー課題把握ー課題追求ー課題解決 とし、単元計

画の中で適切と思われる時間に取り入れる。

Ⅳ 実践

Ⅰ，題材名 「三角形と四角形」

Ⅱ，題材の考察

１，教材観

（１）基礎的・基本的な知識・技能

この題材の学習内容は以下の通りである。

①二等辺三角形の定義（２辺が等しい三角形 、平行四辺形の定義（２組の対辺が平行）

である）から求められる性質がわかること。

・二等辺三角形の底角は等しいこと、二等辺三角形の頂角の二等分線が底辺を垂直に

２等分することがわかること

・平行四辺形の対辺、対角は等しいこと、対角線はそれぞれの中点で交わることがわか

ること

・正三角形の定義から正三角形の内角の性質がわかること。

・長方形、ひし形、正方形の定義、性質がわかること。

②ある三角形が二等辺三角形になるための条件、ある四角形が平行四辺形になるための

条件がわかること。

・底角が等しい三角形は二等辺三角形になることがわかること。

・次のいずれかの条件が成り立つとその四角形は平行四辺形であることがわかること。

ア：２組の対辺が平行である、イ：２組の対辺が等しい、ウ：２組の対角が等しい、

エ：対角線がそれぞれの中点で交わる、オ：１組の対辺が平行でその長さが等しい

・長方形、ひし形、正方形になるための条件がわかること。

③直角三角形の合同条件がわかること。

④平行線の中で面積を変えないで三角形を変形できることがわかること。

⑤鋭角、鈍角、定理の逆、反例の意味がわかること。

（２）思考力、判断力、表現力

上記の学習内容を学ぶ過程で以下のような見方・考え方を生徒に育んでいけると考え

る。

①二等辺三角形・平行四辺形の定義からわかる性質は何であるかと認識し、それを論理

的な考え方で端的に説明できるという見方・考え方。

②ある三角形・四角形が二等辺三角形・平行四辺形の定義をみたすための条件はどんな

ものであるかと考え、それを端的に論証でできるという見方・考え方。

③直角三角形の合同条件は、三角形の合同条件に１つの角が直角という要素を入れるこ

とから導けるという見方・考え方。

（３）関心・意欲・態度

この題材を学びながら以下のような関心・意欲、態度を培えると考える。

①二等辺三角形、平行四辺形の性質などを使って問題を簡潔に論証できることのよさに
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気付き、生活や学習に用いようとする。

②提示される学習課題を進んで自分の力で解決し、自分で解決した内容を基に皆と学び

合うとともに、自分たちだけでは気付きえない新たな知識・技能を求めて学び続ける。

Ⅲ，生徒の実態

（１）基礎的・基本的な知識・技能

レディネステストの結果は以下の通りである （数字は２２名中の正答者）。

１，次の図形の名前とその特徴を書き入れなさい。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

21 22 21 21 20 21 22二等辺三角形 正三角形 直角三角形 正方形 長方形 台形 平行四辺形

20 22 20 18 18 20 20二辺が等しい 三辺が等しい １つの角が直角 １辺が等しい四角形 向かい合った辺が等しい 向かい合った辺が平行 向かい合った辺が平行

15 14 12 12二角が等しい 三角が等しい 角が直角 角が直角

２，ア ∠ｂの対頂角、同位角、錯角はどれか。また直線 と が平行で、∠ｂがL M
４０°のときそれぞれの角度は何度か。

a c 20 22Ｌ ∠ｂの 対頂角 ∠ａ ４０°

d b 20 22同位角 ∠ｆ ４０°

e g 20 22Ｍ 錯角 ∠ｅ ４０°

h f

22イ 三角形の内角の和は何度か。 １８０°

20３， 三角形の合同条件を書きなさい。

基本的な図形の名称はほぼ身についている。その性質が出てこなかった生徒が若干名

いる。平行線の中の角の名称、性質、三角形の合同条件を身につけていない生徒が２名

いた。

A（２）思考力、判断力、表現力

問題 右の図で ＝ ∠ ∠ ならばAB CD, BAC= DAC
B D△ＡＢＣ≡△ＤＡＣである。

20このことを証明しなさい。

仮定と結論を明らかにしながら筋道立てて簡単な

C三角形の合同の証明ができない生徒が２名いる。

（３）関心・意欲・態度

比較的学ぶことには関心があり、学級の皆と課題を解決していこうという雰囲気があ

る。また、人の意見に耳を傾け、その意見から様々な見方・考え方を吸収しようとする

気構えもある。簡単なことに継続して、根気強く取り組むことには苦手な生徒が４名い

る。

Ⅳ 指導方針

、 、 、 、・二等辺三角形 平行四辺形の性質はその定義から説明できること また 二等辺三角形

平行四辺形になるための条件はその定義を成り立たせることを論理立ててつかませた

い。

・直角三角形の合同条件は、三角形の合同条件を基にして、１つの角が直角なことから、

より簡潔にまとめられることをつかませたい。

・平行四辺形、長方形、ひし形、正方形の定義、性質を関連づけながらつかませたい。

・平行四辺形の中で面積の等しい三角形が形をかえて存在することをつかませたい。

・発言の場面では他者にその内容が適確に伝わるように助言をしながら進めたい。

・生徒一人一人が学びに意欲を喚起・持続させる源になる学習課題を自力で解決した内容

を持つことのできる学習、子どもが自ら基礎的・基本的な知識・技能を学び取り、その

過程で思考力等を育む学習を実現するために課題解決的な学習過程に子ども一人一人が

概念を２回形成する学習活動を位置づける学習に取り組ませる。
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すなわち、生徒一人一人が平行四辺形になるための条件から平行四辺形の定義を導き

ながら自らの力で解決した内容を持ち、その解決した内容を皆で発表し、考え方を交流

し合い、まとめる。そのまとめを踏み台とし、課題追求してきた視点を転換して、本時

のねらいを子どもたちが自ら学び取る学習過程を組織する。

そのような学習過程を組織するために、各小題材では、原則的に次のように学習課題

の設定・手立てを講じる。

（１）本題材を学ぶ生徒の前提条件を揃えるために、生徒一人一人の理解を図る学びを単

元や授業のはじめに行う。

（既習の三角形、四角形の名称や性質、三角形の合同条件を使った証明の簡単な手順、

対頂角の性質、平行線の錯角、同位角の性質を全員に理解させたい ）。

（２）学習過程は、各小題材とも教科書にある学習内容を学ぶ課題解決的な学習過程とす

る。

（３）学習課題は、各小題材とも教科書にある学習内容から設定した学習課題を生徒に提

示し、学習課題解決が本時のねらいに結びつく内容とする。

（４）学習課題を生徒一人一人が自力で解決する、個々の生徒が解決した内容をもとにし

て学びの質を高める・生徒一人一人が本時のねらいを学び取る必須の条件である生徒個

々の見方・考え方を広め、そして学習課題を解決する、本時のねらいを生徒が自ら学び

取る学びを進めることができるように、各小題材とも課題解決的な学習過程に次のよう

に個別学習（生徒個々が形成する概念 、そして集団学習（一般化・客観化できた概念）

形成）の学習活動を順次位置づける。

学習課題を（提示 ・把握する→課題解決に個々で取り組み、解決した内容をもつ：）

概念形成（個別学習）→個々で解決したものを発表し、交流し合いまとめる（集団学習

Ⅰ）→まとめた内容を踏み台に追求の視点を転換し、本時のねらいを求め続ける学びに

取り組み、学習課題を解決する：概念形成（集団学習Ⅱ）

（５）生徒一人一人（４）の学びに取り組むことができるようにするために、次のような

手立てを投入する。

①学習課題を言葉と共に板書し、生徒が聴く、視ることで捉えることができるようにす

ると共に、解決できるまで意識を継続させ、かつ学びへの意欲を持続させる一助とす

る。

、 、 、②生徒一人一人の学びを 学習課題把握の受け身の学習から 主体的な学びに転化させ

かつ学習課題解決まで生徒自身の学びの拠り所・学ぶ意欲の基であり意欲を持続させ

得る源となる、生徒個々が自分で考え判断し表現した学習課題を解決した内容（内容

の是非ではない・その生徒なりに形成する概念）を持たせる。

さらに、生徒個々に自分の考えを持たせるために、次のような手立てを講じる。

・時間と場所を保証する。

・具体物や半具体物を操作させたり、ワークシート等を活用させる。

・自分の考えをノート・ワークシートに表現させる。

・考えをまとめるのがゆっくりの生徒には、適切な助言をして自分の考えを持つこと

ができるような支援を行う。

③本時のねらい・学習課題を解決・一般化・客観化の概念を生徒が自ら形成できる踏み

台づくりの学習にするために、集団学習にして皆の考えを広めさせるとともに、生徒

一人一人が意欲的にまとめの学習・踏み台づくりの学習を進めることができるよう、

次のような手立てを講じる。

・生徒が考えてきた内容を発表させ、発表させた内容に対して挙手等で結びつけて、

子ども一人一人の考えてきたことを皆に明らかにする。

・発表内容を基に生徒個々の見方・考え方を広め、発表内容をまとめるために発表内

容を比べ、抽象・捨象を行わせる仲間わけを通して誰もが誰もの見方・考え方の論理

性を議論し、認め合うことのできる交流と時間を保障する。

・他者の考えや発言を馬鹿にしたり冷やかしたりの言動については、その場で適切か

つ厳しく指導を進める。

④生徒一人一人が③の学習を基に、学習課題追求の視点を転換させ、本時のねらいに向

けて課題をさらに追い求める学習に向けられるよう、次のような手立てを講じる。

、 、・③の学習でまとめられた内容を基にして 学習課題追求の視点を転換を図るために

平行四辺形になるための条件からその定義を導く証明の共通性、また、平行四辺形に

なるための条件そのものの共通性を探らせ、平行四辺形になるための条件とは何か概
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念化を図る。

・上記の発問をした後、子どもの出方をじっと待つ共に、子どものつぶやき等も取り

上げて概念の形成に向けて支援を講じる。

・課題解決の方向を示す内容（未熟であったとしても）の発言があれば、具体図等を

指し示しながら説明を進めさせ、教室にいる生徒の見方・考え方をある四角形が平行

四辺形になるには、対になるものが同じになるという条件（平行四辺形の性質）が必

要であること（一般化・客観化した概念形成）への方向に促す。

⑤平行四辺形になるための条件から平行四辺形の定義を導くことは平行四辺形の定義か

ら平行四辺形の性質を導くことの逆をしていること（平行四辺形になるための条件と

平行四辺形の性質は同じこと）に気付かせて学習のまとめとする。

Ⅴ，題材の目標

三角形、四角形の性質などを使った問題を筋道立てて解くことができる。

Ⅵ，題材の評価規準

①三角形、四角形の性質などに関心を持ち、それを使った問題を論証しようとする。

②三角形、四角形の性質などを筋道立てて説明し、それを使った証明の問題を見通しを

持って考えることができる。

③三角形、四角形の性質を筋道立てて説明し、それを使った問題を論証できる。

④三角形、四角形の性質やそれを使った問題が三角形の合同など図形の性質を基に筋道

立てて説明できることがわかる。

Ⅶ，学習計画（全２０時間）

節 時 学習活動 評価項目と方法

とびら １ ・長方形の紙を折って切取線で切る （関）二等辺三角形、正三角形、ひし

とどんな図形ができるかを考えるこ 形、平行四辺形などの性質を進んで捉

と えようとしているか「観察」

２ ・二等辺三角形の定義を基にその性 （知、考）二等辺三角形の定義からそ

三角形 質が証明できることがわかる。 の性質の証明ができることがわかった

・二等辺三角形の性質を使った問題 か 「質問、ノート」。

（ 、 ） 。が解ける 考 表 問題が筋道立てて解けたか

「ノート」

２ ・ある三角形が二等辺三角形になる （知、考）二等辺三角形になるための

ための条件を導き、それを証明する 条件からある四角形が平行四辺形であ

「 、 」こと ることを証明できたか 質問 ノート

・二等辺三角形になるための条件を （考、表）二等辺三角形になるための

使った問題が解けること 条件を使った証明問題が筋道立てて解

・定理の逆がわかること けたか 「ノート」。

（ ） 。「 」知 定理の逆が書けたか ノート

２ ・三角形の合同条件から直角三角形 （知、考）直角三角形の合同条件がわ

の合同条件がわかること。 かり、それを使った証明問題が解けた

・直角三角形の合同を使った問題が か 「質問、ノート」。

解けること

１ ・練習問題

３ ・平行四辺形の定義を基に平行四辺 （知、考）平行四辺形の定義からその

形の性質を証明できることがわかる 性質の証明ができることがわかった

平行四 こと。 か 「質問、ノート」。

辺形 ・平行四辺形の性質を使った問題が （考、表）平行四辺形の性質を使った

解けること 証明問題が筋道立てて解けたか。

「ノート」

３ ・ある四角形が平行四辺形といえる （知、考）平行四辺形になるための条

ための条件がわかり、それが証明で 件からある四角形が平行四辺形である

。「 、 」きることがわかること。 ことを証明できたか 質問 ノート

・平行四辺形になるための条件に共 （考、表）平行四辺形になるための条

通することは２組の対になる長さや 件を使った証明問題が筋道立てて解け
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角を決めていること（平行四辺形の たか 「ノート」。

（本時）性質）と捉えられること。

・平行四辺形になるための条件を使

った証明ができること。

２ ・長方形やひし形、正方形の定義や （知）長方形やひし形、正方形の定義

。「 、 」性質がわかること。 や性質がわかったか 質問 ノート

（ ） 。「 」・反例の意味がわかること 表 反例が説明できたか ノート

２ ・底辺を共有し、底辺に平行な直線 （関）平行線の中で面積が同じ三角形

上に頂点をもつ三角形の面積は等し を見つけることができたか 「観察、。

いことがわかること。 ノート」

・面積を変えないで多角形を変形で （考）面積を変えないで多角形を変形

きることがわかること できることがわかったか「質問、ノー

ト

１ ・演習問題をする。

ﾃｽﾄ １評価

Ⅷ，前時の展開

（１）前時のねらい

平行四辺形になるための条件が成り立てば、その四角形が平行四辺形であることを

証明できる。

（２）準備 教科書、ノート、発表用紙、マジック、プリント

（３）展開

学習活動 時 指導上の留意点と支援

・四角形が平行四辺形になる条件を ・ある四角形が平行四辺形であるといえ

課 知る。 る条件はどんなものでよいか意識付けさ10
題 ①２組の対辺が平行 せる。

提 ②２組の対辺が等しい ・平行四辺形になるための条件のうち①

示 ③２組の対角が等しい は定義なので証明はしないことを知らせ

④対角線がそれぞれの中点で交わる る。

⑤１組の対辺が平行でその長さが等し

い

課

題 ある四角形が平行四辺形になるための条件を証明しよう。

把

握 ・

・②～⑤のいずれかを選び証明をす ・次時にそれぞれの証明を発表し、学習

課 る。 を進めていくことを知らせる。25
題 ②平行四辺形に対角線をひき２つの三 ・まずは１人で証明を進めさせる。

追 角形の合同を証明し対応する角が等し ・補助線を引くなどヒントを与える。

究 いことから錯角が等しい平行線を導く ・選んだ証明ごとにグループをつくらせ

③となり合った角の和が °から錯 る。180
角が等しい平行線を導く ・１人１人が証明がわかるようにグルー

④ 本の対角線の中にできる三角形の プに働きかける。2
合同を証明し錯角が等しい平行線を導 ・できた生徒には他の証明の仕方はない

く か考えさせる。

⑤対角線をひき、２つの三角形の合同 ・発表に向けて分担、発表者を決める。

を証明し、錯角が等しい平行線を導く

評価 プリントに②～⑤の証明が書けたか （考・表 「プリント」。 ）

・次時までに発表用紙にまとめる。 ・できた班から発表用紙に問題を書かせ15
る。
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Ⅸ，本時の展開

（１）本時のねらい

②～⑤の発表から、平行四辺形になるための条件（平行四辺形の性質）から平行四辺

形の定義が導けることがわかる。

（２）準備 教科書、ノート、発表用紙、プリント

（３）展開

学習活動 時 指導上の留意点と支援

課

題 それぞれの証明を発表する。 ・問題、答えの発表では、不明な点や聞25
追 き取れないところを補足しながら行わせ

求 る。

・図を示しながら発表をさせる。

課 ② ⑤の証明を仲間わけする。 ・仲間わけの観点を明確にさせる。~ 15
題 ・③は三角形の合同を使っていない。 ・出てこなければ時間をとったり、２，

解 ・③だけ（平行線の）同位角を使って ３人で話し合いをさせたりする。

決 いる。 ・仲間わけの観点で自分と同じものがあ

② ⑤の証明の共通点を考える。 れば挙手等によって確認させる。~
・ 平行線の）錯角、同位角を使って ・観点が出なければその視点を促す。（

いる。

・仮定は２つの条件（同じもの）であ

る。

・黒板に板書しながらまとめていく10
平行四辺形になるための条件の共通点

を考える。 平行四辺形になるための条件

平行四辺形になるための条件とは何か （平行四辺形の性質）

三角形の合同考える。 ↓↑

平行線の錯角、同位角

平行四辺形の定義

評価

平行四辺形になるための条件（平行四辺形の性質）から平行四

辺形の定義が導けるとプリントにまとめられたか 「プリント」。

Ⅴ、成果と課題

自分の考えをもとに授業が進められることで、また、それをもとに学習内容を理解でき

たことで生徒は成就感、達成感を得られたようであった。生徒の感想もいろいろな考え方

がわかっておもしろかった、問題に共通していることがよくわかったなどが多かった。し

かし、一人一人に自分の考えを持たせるには、十分な時間を保証することも大事である。

単元計画の中で課題解決的な学習をどこでどのように取り入れていくかが課題である。単

元の内容、生徒の実態等考えながら適切に取り入れていきたい。
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数学をつくり、生かす教育の創造 

～ICT 機器を利用した教材の効果的な利用法～ 
沼田市立利根中学校 柗井 雅之 

 
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

学科として身につけたい資質・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実感することで、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。また、数学的活動には、「数学的表現を用いて説明し合う活動」

とも記述されている。問題解決の中で、一人では気付けなかったり、表現できなかったり

することがある。そこで、グループ活動を通して、基礎的・基本的な知識及び技能を確実

に身に付けるようにしている。数学の授業においては、考えたこと、工夫したことなどを

数学的表現を用いて、伝え合う機会も大切であると考える。生徒同士による表現活動は、

お互いの考えを尊重し、新たな考えや解き方を見出すのに良い機会である。また、コンピ

ュータを扱うにあたり、得意・不得意の差もあるので、グループ活動は有効な手段である

と考えた。 
 本研究では、ICT 機器を利用した教材を作成し、生徒が身に付けた知識や技能を意欲的

に活用して、互いに考えを伝え合うことできるような実践を行った。 
 
Ⅱ 研究目標 
 基礎的・基本的な知識や技能を習得し、それらを活用して学ぶことの楽しさや充実感を

実感できるような ICT 機器を利用した教材の効果的な利用法を実践を通して明らかにする。 
 
Ⅲ 研究内容 
１ プレゼンテーションソフトの利用について 

中学校の学習では、図表、グラフなどを用いて学習を進めることが多い。これらをか

くには時間がかかってしまう。そこで、生徒の学習時間を確保するために、掲示物を用

意することが多い。しかし、掲示物は傷みやすく、保存場所も必要になってしまう。 
プレゼンテーションソフトは、板書する時間の短縮が図れる、何度も利用できる、修正 

がしやすく、他の教師も使用することが可能、といったメリットが考えられる。本研究
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では、主にパワーポイントと、デジタル教科書を用いて、授業に効果的な教材を作成し

ていく。 
第１に、復習を目的とする場面に活用する。前時までの内容の重要語句や簡単な計算、

本時の授業を進めていく上で、手立てとなる既習事項の内容等を振り返ることで、本時

への取り組みへの理解へとつながる。そこで、フラッシュカードのようにパワーポイン

トで既習事項について、簡単な確認作業や計算をして、学習事項を定着させることを目

指した。 
第２に、図形の変化や作図をする場面に活用する。特に図形を扱う場面においては、

板書していく中で、図形のどの位置について見ているのか、どのことについて話してい

るのかわからなくなってしまう生徒も見られる。そこで、パワーポイントのアニメーシ

ョンを活用することで、その変化の様子や、指導者の示していることが理解しやすくな

るということを目指した。 
２ デジタルカメラの利用について 

デジタルカメラは、ICT 機器が苦手という人でも比較的利用しやすい道具である。教 
室内外の題材を静止画像や動画として簡単に記録したり、小さな対象物を記録して、拡 
大したり、縮小したりすることができる。またプロジェクタやモニターを利用して、拡 
大してみることができる。プロジェクタやモニターを利用することで、生徒の意識を焦 
点化させる効果もある。 
 

Ⅳ 実践例 
＜実践例１＞ 
１ 単元名   図形の相似 
２ 本時の目標 図形の拡大と縮小に関心を持ち、相似な図形の性質を考え、意味や性質を

説明することができる。 
３ 準備    教師…教科書、学習プリント、ワークブック、電子黒板、パワーポイント 

生徒…教科書、ノート、ワークブック 

過程 時間 教師の発問と活動 生徒の学習活動と反応 反応への評価 

導入 

 
 
 
５ 
 
 
 

 

◎次の写真は何だろう。 

※デジタルカメラで撮影

した写真をパワーポイ

ントで提示する。 

 
 
 
 
・全員が画面に注目し、

本時の学習に興味を示

していた。 
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解決 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
５ 
 
 
 
 
 
 

◎次の写真について、考

えよう。先ほどの写真

に比べるとどうなって

いるかな。 

 
※拡大した写真を提示す

る。 

・「大きくなった」や「拡

大された」という発言

をする生徒が見られ

た。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

１０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎「拡大」させるとは、

図をどのように変化さ

せたもののことをいう

のだろう。 
 
※拡大した写真、縦と横

に伸ばした写真を提示

して、課題を把握させ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
※机間支援を通して、生 
徒の理解を確認したり、

や助言を与えたりする。 

・配布されたプリントを

見て、課題について考

える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・この時点で、

数学的な言葉

を用いて、説

明できる生徒

は、全体の２ 
割程度だった。

うまく説明が

できない生徒

も見られたが、

図を使って説

明することが

できる生徒が

２割程度いた。 
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＜実践例２＞  
１ 単元名   空間図形 
２ 本時の目標 立体を面や線が動いてできる図形としてとらえ、見取り図に表し、説明す

ることができる。 
３ 準備    教師…教科書、学習プリント、ワークブック、コンピュータ 
        生徒…教科書、ノート、ワークブック 

  
 

１５ 
 
 

※グループになり、個々

の考えと、他の考えを

共有することで、本時

の考察を深められるよ

うにする。 

 

・グループになり、各自

の意見を発表する。 
・グループごとに発表し、

全体で考えを共有する。 
・発表された内容から、

「拡大」と「縮小」を

定義する。 

・長さや形の関

係について考

察できる生徒

がいた。また、

他の形と比較

して、説明で

きる生徒もい

た。 

終末 

１０ 
◎教科書の問題に取り組

もう。 
・教科書の問題に取り組 
む。 

 

５ 

◎今日の学習についてま

とめよう。 
※本時の学習をふり返る 
ことで、学習内容を深 
め、次時の学習につな 
げる。 

  

過程 時間 教師の発問と活動 生徒の学習活動と反応 反応への評価 

導入 ５ 

◎次の図形を、直線ℓを中 
心に回転させると、ど 
のような立体ができる 
でしょうか。 

 
 
 
 
 

・平面を回転させた様子

をかく。 
・多くの生徒が 
回転体を表す

ことができて

いた。 

     ℓ      回転後 ℓ 
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解決 

５ 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

◎コンピュータを利用し 

て、いろいろな平面図 

形を回転させて、回転 

後の立体を観察して、 

特徴を見つけよう。 

 
 
 
 
 
 
◎グループになって、自 
分の考えた図形をグル

ープ内で予想してみよ

う。 
※シミュレーションの使 
い方を、全体に提示す

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※机間支援をしながら、 
回転体の特徴を考えさ

せる。 

 

 

・生徒が考えた平面を回 
転させて、シミュレー

ションを行った様子。 
①回転前と回転後 

 

 

 

・非常に多くの 
回転体が考え 
られた。 

・２つの線が交

わると面がで

きることに疑

問をもつ生徒

が見られた。

２直線の関係

の定着が不十

分であると考

えられた。 
・見取り図は、

見えない部分

を破線でかい

ていない生徒

も見られた。 

1.線は、４本まで引ける。 
2.円は３つまでかける。 
3.自分で予想した見取り

図をかいてから、シミ

ュレーションする。 
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②回転後の図形 

 

 
 
③回転体の作図 
 
 
 
 
 
 
 

・形を推測し、 
自分なりの意

見をもち、説

明できる生徒

もいる。 

終末 

１５ 

◎各グループで作成した 
図形と特徴について発 
表しましょう。 

※生徒たちの使用してい 
るパソコンに発表者の

画面を映し出す。 

・作成した回転体と特徴 
について発表する。 

・回転の軸から離れたと 
ころにかくとそれだけ 
大きいものができる。 

・切り口が円になってい 
る。 

・切り口から、 
回転体の特徴

を説明するこ

とができた。 
また、回転の 
軸からの距離

について、説 
明する生徒も

いた。 

５ 

◎今日の学習について、

まとめよう。 
※本時の学習をふり返る

ことで、学習内容を深

め、次時の学習につな

げる。 

・感想を記入する。 
（次ページ参照） 
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・授業後の感想 

 

 
 
Ⅴ. 成果と課題 
○成果 
 ・パワーポイントを活用することで、生徒たちの意識を電子黒板のモニターに注目させて、

集中した学習にすることができた。 
 ・ICT 機器を用いてシミュレーションを行うことで、生徒たちの興味・関心を高めること

ができた。 
 ・回転体のシミュレーションでは、実際に回転体をつくることが難しい図形（回転の軸か

ら離れて回転させる等）もシミュレーションを行うことで、考えを深め、回転する物体

の特徴を捉えることができた。シミュレーションは、生徒たちは楽しみながら取り組む

ことができた。 
 ・デジタルカメラを使用することで、撮影したものを教材として扱い、課題提示に活かす

ことができた。 
○課題 
・「数と式」の領域においては、あまり活用することができなかったので、活用できる場

面を考えていく必要がある。 
・ICT 機器は、生徒が学ぶことの楽しさや充実感を実感できるようにするために、利用す

ることが大切である。 
・本校では、TT による授業を行っていたが、T2 との入念な打ち合わせをして、役割分担

（ICT 機器の操作など）をはっきりさせる必要がある。 
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「数学をつくり、生かす教育の創造」研究主題
～言語活動の充実を図って、数学的な考え方を培う指導の工夫～サブテーマ

吉岡町立吉岡中学校 涌沢 雅子
Ⅰ 主題設定の理由

新学習指導要領には、児童・生徒の「生きる力」を育成することが明示されている。生
きる力とは「基礎・基本を確実に身に付け、いかに社会が変化しようと、自ら課題を見つ

、 、 、 、 、 」け 自ら学び 自ら考え 主体的に判断し 行動し よりよく問題を解決する資質や能力
のことである。これは、基礎的・基本的内容の定着、思考力・判断力・表現力の育成、学
習意欲の向上を図ることの重要性が強調され、基礎を身につけ、自ら考え、課題を解決す
る力を伸ばすことが求めれたことに他ならない。そして、これは課題解決の過程の中で、
「数学的に考える方を身に付け 、そして、それを活用する力 が求め（つくり （生かす））
られた」ことと捉えられる。生きる力を育成するため、新たに言語活動の充実が加えられ
ている。生きる力を育成する上で、言語活動・表現活動が重視された背景には、今後の変
化の激しい世界を生き抜くために必要とされる力によるところが大きい。その力とは、知

、 、 、 、 、識・技能の定着だけではなく 新たな状況に応じて 主張し 思考し 行動する力であり
時代の進歩とともに歩む発展的な学力である。児童生徒が自分の考えや思いを表現する過
程で自分の良いところや、誤りに気付いたり、自分の考えを表現することで、筋道を立て
て考えを進め、より良い考えを作ることができるようになる。これは、まさに自ら考え、
課題を解決することにつながるといえる。すなわち、言語活動を体系化し、充実させるこ
とが、児童生徒の自分から知りたい、学びたいとの意欲を喚起することにつながり、自発
的に思考することで考える力の伸張が図れると考えられる。

数学科においては、数学科の目標実現のための有効な活動として、身につけた知識や技
能を用いることの必要性を知り、自ら考え、自ら判断し、どんな技能や知識を使ったらよ
いか考え、解決していくことが求められている。その実現のために、数学的な考え方を身
に付けることが必要となる。考え方が身に付くことで、意欲が育ち、学習への望ましい態
度が育ち、そして、自主的に学ぶ能力や態度をもが育つと考えられる。数学的な考え方を
高めるために 「自分の考えを持って友達との意見交流を行い、自分の考えを推敲して高、
めていく」などの、言語活動を取り入れた授業を積み上げていくことが有効であると考え
た。

また、今年度に行われた全国学力調査の結果、群馬県の平均正答率は数学Ａ （全国63.7
、Ｂ （ ）と、ともに全国平均を上回っていた。しかし、問題解決の方法や根62.1 53.0 49.3）

拠を数学的な表現を用いて説明することに課題があった。本校生徒の結果は、Ａ 、Ｂ64.3
と、群馬県の結果を上回っている。しかし 「事柄が成り立つ理由を示された方針に53.8 、

」「 、 」基づいて説明することができる 発展的に考え 予想した事柄を説明することができる
などの設問では群馬県や、全国の達成率を下回っていた。基礎的内容や技能の定着は図ら
れてきているが、①自分の考えの根拠や既習事項との関連を考察し、自分の考えを筋道立
てて説明する力、②それらを活用し考える力は十分身に付いていないと考えられる。そこ
で 「生徒が個別に課題を追求する 「考えを発表し、全体で比較・検討する 「学習のま、 」 」
とめをする」という授業の流れの中で言語活動の充実を図ることが、生徒の力を高めるこ
とにつながると考えた。
以上のことより、数学をつくり、そして、それを生かす力を高めるため、本テーマを設定
した。

Ⅱ 研究目標
言語活動を意図的に取り入れた授業を工夫することにより、自らの考えを持ち、深め

合う活動を促すことができ 「数学的な考え方」を育てる。そして、数学的に考える力を、
培うことが、数学をつくり、生かす授業を創造することができるであろうことを実践を通
して明らかにする。

Ⅲ 研究内容
１基本的な考え方
(１) 数学をつくり、生かす教育とは
①数学をつくるということ 【習得すること】

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身
に付ける。
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《手立て》
・考える場の設定・・・考える時間を確保する。

机間巡視して助言する。
・学習形態や学習方法・・・等質、習熟度別での少人数学習
・基礎基本の定着ができているか評価・改善する方法

。 。・・・基礎確認テストを実施し活用する ミスノートを活用する

②数学を生かすということ 【活用すること】
身に付けた知識や技能を活用して思考力・判断力・表現力などの数学科として身に付け

させたい資質・能力を培い、養っていく。それは、数学に関する知識や技能などをより確
かなものとするとともに、学習の楽しさを感得しながら自ら考え表現する力を高めること
ができるようになる。

《手立て》
・課題、課題提示・・・身近な課題を提示する。カードや図を示す。
・学習形態の工夫・・・ペア学習や教え合い活動を取り入れる。
・考えを深めるための活動・・・考えるポイントを提示する。

意見を聞く観点を提示する。

(２) 数学的な考え方とは
本研究において、数学的に考える力を「児童・生徒が問題解決過程において、きまりや

方法を考えたり、発展させたりする力を身に付けるため駆使するもの」と捉える。具体的
には 「きまりや方法を見つける力 「前提をもとに確認する力 「発展的に考える力」の、 」 」
内容項目に絞って、言語活動との関連を考える。

表１：内容項目と≪目指す力≫
「きまりや方法を見つける力」

いくつかのデータからきまりや方法を見つけたり、いくつかのデータからきまり
や方法を予感し予想したりする力
≪分類・整理する力：帰納的に考える力：類推的に考える力≫

「前提をもとに確認する力」
根拠をもとにきまりや方法などを予想し、それを確認していく力
≪前提を明確にする力：見通しを立てる力：根拠をもつ力：演繹的に考える力≫

「発展的に考える力」
発展的・統合的に考えたり、新たな問題を作り出したりする力
≪発展的な力：統合的な力：問題づくりの力≫

（３）数学的な考え方を高める言語活動とは
言語活動の果たす役割として、言語活動の充実に関する指導事例集の中で、以下の２つ

があげられている。
知的活動(論理や思考)に関すること。Ⅰ
、事実を正確に理解し、的確に分かりやすく伝えること。ア
、事実等を解釈し、考えを伝え合うことで、自分や集団の考えを発展させること。イ
コミュニケーションや感性・情緒に関すること。Ⅱ

それらを統合的に育成し、充実を図っていく必要がある。言語活動を取り入れた学習活動
を進め、思考力をはぐくんでいく。

【 】表２：数学科における思考力・判断力・表現力等をはぐくむ言語活動 培いたい力 分類

】① 体験から感じ取ったことを表現する活動 数学的に理解し的確に伝える力 Ⅰア【
体験的な学習活動や既習内容から分かったことを、数学的な表現を適切に用いて表現
したり、処理したりする。

】② 事実を正確に理解し伝達する活動 数学的に理解し的確に伝える力 Ⅰア【
自分の視点で対象から情報を適切に取り出し、それを整理して、構成や表現を工夫し
ながら伝える。
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③ 概念・法則・意図などを したりする活動解釈し、説明したり活用
】【資料を活用し深める力 Ⅰイ

既習の概念や法則を活用して、演繹の推論をもって説明する。
帰納・類推、演繹などの推論を用いて伝え合う。

】④ 情報を分析・評価し、 【論述する活動 話し合いにより考えをまとめる力 Ⅰイ
数学的に表現されたものについて話し合って、解釈したりする。

評価・改善する活動⑤ 課題について構想を立て実践し、
】【話し合いにより練り上げる力 Ⅰイ

実験や数学的活動、調査の結果などを整理し、考察し、その見方や考え方を分かり
やすく表現して検討し、自分の考えを整理する。

考えを発展させる活動⑥ 互いの考えを伝え合い、自らの考えや集団の
】【発展的に考える力 Ⅰイ

互いの考えを発表し合って、検討しあうことで、自分の考えを見直し、振り返る。
そして、より良い考えに発展させる

時間の授業の流れの中で、取り入れられる言語活動と具体的な手立てを、表３の通りに1
まとめ、授業を展開することとした。

表３：学習過程と言語活動

学習の流れ 言語活動【①～⑥】とその手立て（＊）過程

問 【つかむ】 ○課題から必要な情報を取り出し、整理したりして、問題の内容を正
題 確に理解する。 【②】
把 ＊身近な問題や関心を持てる問題を取り上げたり、具体物を提示した
握 りする。

【見通す】 ○既習内容や知識を振り返り、それを基に方法や結果を予想し、解決
の見通しを持つ。 【③】
＊既習内容や定理をまとめた掲示物を提示し、比較したり結びつけた
りしながら、考えられるようにする。

自 追求する ○既習内容や知識や技能を活用して考えたり、作業的な活動を行った【 】
力 りして、その過程を解決を進め、その結果を言葉・図・表などを用い
解 て根拠を明らかにして自分の考えをまとめる。 【③④】
決 ＊考えを持てるよう、時間を確保する。

＊自分の考えを表現することで、筋道を立てて考えを進め、より良い
考えを作ることができるようにする。

＊事象を数学的にとらえ、帰納、類推、演繹の数学的な推論を適切に
用いて考えられるようにする。

＊考えの根拠を明確にできるようにする。
＊言葉や数、式、図、グラフなどの数学的な表現を適切に用いて表す

ようにする。

集 【深める】 ○自分の考えを筋道立てて表現したり、友達の意見を読み取ったりし
団 て、互いの考えを伝える。 【②④】
解 ○自他の考えの相違点を見出したりして、より良い考えに高めるよう
決 振り返る。 【⑤⑥】

○合理的・一般的な考えにまとめる。
＊考えをまとめて発表する際に留意するポイントを示し、考えを数学

的に伝えられるようにする。
＊自分の考えや思いを表現する過程で自分の良いところや、誤りに気

付くようにする。
＊考えを聞くときの観点を示し、その良さに気付くようにする。
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【 】 、 。まとめる ○本時の学習を振り返り 分かったことや理解できたことを表現する
【①⑥】

＊本時のねらいに結びつくまとめができるようにする。

（３） 数学的な考え方と言語活動
時間の授業で数学的に考える力が身につくわけではなく、系統的・継続的に学習活動1

を積み上げることが必要となる。
図１：言語活動

言語活動の充実

数学的な考え方が高まる

数学をつくり、生かす

表４：言語活動によって培われる考え方
有効な言語活動 培われる数学的な考え方

数 ①体験から感じ取ったことを表現する。 きまりや方法を見つける力
学
を ②事実を正確に理解し伝達する。
つ
く ③概念・法則・意図などを解釈し、説明したり活用し きまりや方法を見つける力
る たりする。

数 ③概念・法則・意図などを解釈し、説明したり活用し 前提をもとに確認する力
学 たりする。
を
生 ④情報を分析・評価し、論述する。 きまりや方法を見つける力
か 前提をもとに確認する力
す

⑤課題について構想をたて実践し、評価・改善する。 きまりや方法を見つける力
発展的に考える力

⑥互いの考えを伝え合い、自らの考えや集団の考えを 発展的に考える力
発展させる。

Ⅳ 実践例
その①
１ 単元 平方根
２ 本時の学習
（１）ねらい

４と√１５のそれぞれを２乗した数の大小を比べ、もとの数と平方根の大小の比べ方を
理解する。

（２）言語活動を取り入れる際の工夫
【体験的、作業的な活動】
・導入の段階では、正方形の面積と 辺の関係について、方眼用紙に書かれた図で考え、1
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活動の過程の中で自ら気付いたり、自分の考えの根拠をしっかり持てるようにする。ま
た、身近な事象を扱うことで、課題解決に興味・関心が持てるようにする。

・具体物や数直線などを活用し、生徒が思考しやすいように工夫する。
【学習プリントの工夫】
・生徒自ら考え、理解を深められるようにするため、課題解決的な学習を意図的に取り入

れる。
・数の概念が広がることに理解不十分な生徒の些細なつぶやきや一言を取り上げ、全体
の説明や指導へと生かしていく。
【掲示物の工夫】
・概念についての掲示物を用意し、既習内容を確認しながら学習できるようにする。
【指導の工夫】
・考えを発表したり、話し合ったりして、多様な考えを取り上げ、自分の考えや集団の考

えを深め、発展させていくようにする。
・課題解決の過程で 「なぜ、そうなるのか」理由を問う発問をすることで、各自が既習、

内容を振り返り、より良い考えに練り上げられるようにする。
・平方根についての概念や用語は繰り返し確認する場を設け、基礎、基本の定着を図るよ

うにする。
（ ） 【 】３ 展開 思考力･判断力･表現力等の学習活動の分類：身に付けさせたい考え方

学習活動 支援及び留意点段階 時間
つ ○正の数、負の数の範囲で、数の大小を不 ・絶対値と数の大小について確認できるよ5
か 等号を使って表す。 うにする。
む ・正の数では絶対値が大きいほど大きい。

・負の数では絶対値が大きいほど小さい。
【①：きまりや方法を見つける力】

見 ○√２と√５の大小を比べよう。 ・大小を比べるために、①面積図を活用し5
通 ・電卓を使って近似値で大小を比べる。 たり、②電卓を使ったりすると良いこと
す ・面積が２ｃｍ 、５ｃｍ の正方形の１辺の に気付くようにする。２ ２

長さを考え、面積が大きいほうが１辺の長 ・どのように考えると比較できるのか考え
、 、さが長いことから√２＜√５となることを られない生徒がいたら 友達に聞いたり

理解する。 ノートを見たりして考えるように助言す
る。
・１辺の長さを数直線上に示して、視覚的

。に大小を比べる実験的な活動を取り入れる
・この段階では「ａ＜ｂならば、√ａ＜√
」 、 。ｂ であることにはふれず 一般化しない

・面積が違う正方形の１辺を比較すると、
面積が大きい正方形の１辺の方が長いこと
は確認する。

資料：黒板の掲示物

＊既習内容を活用して、面積と１辺の関係
を説明する。

資料：生徒のまとめプリント【③：きまりや方法を見つける力】

追 ○４と√１５の大小を比べよう。 ・数として大小を比較し、その大小を一般10
求 ・理由も書いて、大小を表す。 化していくことに気付くようにする。
す ≪予想される生徒の考え≫ ・正方形を書こうとする生徒がいたら、面
る ・電卓を使って近似値で大小を比較する。 積が の正方形の書き方を考えさ15 ｃｍ２

・面積と 辺の関係を考え比較する。 せるようにする。1
・２数を２乗し、絶対値の大小を考えるこ ・比較の仕方が分からない生徒には、前の
とで、２数の大小を表す。 問題を参考にするように助言し、自分の

・４と５の大小を考える。 考えを持たせるようにする。
・電卓を使って大小を比較した生徒には、
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。違う方法はないか考えるように指示する
・自分なりの大小の比較をする。

○自分の考えを伝え合い、それぞれの違い ・友達の考えを聞いて、不思議に思ったこ20
やそれぞれの良さを考える。 とや、分からないところは質問するよう

にさせる。
中心となる言語活動 具体的なてだて

互いの考えを伝え合い、質問しあうこと 自分の考えとの相違点、友達の考えの
で 自分の考えや集団の考えを発展させる 良いところに気付くよう、意見交換の観、 。

点を明確にする。そのことにより、より【⑥：前提をもとに確認する力】
良いものに練り上げるようにする。

○－√２と－√５の大小を比べよう。 ・数は０(原点)からの距離があるほど大き
・１年生での学習 「負の数では絶対値が大き くなったり、小さくなったりするという学、
いほど、数は小さい」から判断する。 習を活用できるようにする。

、・数直線に示して、大小を表す。 ・負の数の大小は分かりづらいと思うので
既習の内容を活用したり、視覚的に判断で
きるようにする。

○大小のきまりをまとめる。
・まとめてノートに記入する。

深 ○大小問題を作成して、解いてみる。 ・数値を分数にしたり、小数にしたりして4
め ・自分で作った問題を友達に提示し、解いて も良いこととする。ただし、自分で正誤
る もらう。 を確認できる問題を作成するよう促す。【⑥：発展的に考える力】
ま ○大小の比較で気付いたことをまとめる。 ・本時のまとめができるようにする。1
と ・分かったことや、感想などをプリントに記
め 入する。
る 正方形の面積と１辺の関係を図を書いたりして、説明することができる。

（発表・プリント）
互いの考えを伝え合い、質問し合ったりして、大小関係について理解できる。

（発言・発表・プリント）

資料：生徒のプリント

その②
１ 単元 三平方の定理

２ 本時の学習
（１）ねらい

三平方の定理を活用して、座標平面上の２点間
の距離を求めることができる。

（２）言語活動を取り入れる際の工夫
【既習事項の活用】

・ 年生での学習「点と点の距離 「点と直線の距離1 」
の書き方を確認し、その求め方を考えられるよう
にする。

・座標平面の中で点と点の距離は 「直角三角形の、
斜辺」と考え、平方根の考え方を活用すると求め
られることに気付くようにする。
【ワークシートの工夫】

・作業的な活動を取り入れ、一人一人が自分なりの
考え持ち、考えを深めるようにする。
【掲示物の工夫】

・発表する時や発表を聞くときの観点を示し、その根拠を考えるようにする。
【指導の工夫】

・多様な考え方を比較し、検討することで、より良い考え方を追求できるようにする。
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（３）展開
学習活動 支援及び留意点段階 時間

つ ○点と点、点と直線の距離を示す線分を ・直線と点の距離は、垂線を引いて求7
か 作図する。 めることを確認する。
む ･距離の意味を確認する。
見 ○座標平面上に 点 ( ， ) ( ， )を ・直感的に予想することで、関心を高2 A -2 3 B 6 7 3
通 取り、その距離を求めることを知る。 められるようにする。
す ・長さを予想する。
追 ○ 、 点間の距離を求める。 ・三平方の定理を活用すると求められA,B 2 7
求 ・各自、斜めの線の長さの求め方を考え ることに気付くようにする。
す る。 ・方眼の座標平面を用意し、その用紙
る 【予想される反応】 に求める点と点を示して、直角三角

①定規で測る。 形をイメージできるようにする。
②直角三角形を書いて、計算で求める。 ・できた生徒は、違う直角三角形の書

き方を考えるようにする。
【③：前提をもとに確認する力】

深 ○考えた方法を発表する。 ・拡大した座標平面を掲示し、直角三10
め ・何人かの直角三角形を示し、解き方を 角形があることを、視覚的に確認で
る 説明してもらう。 きるようにする。

・説明を聞いて、自分の解き方に足りな ・発表を聞いて、気付いたことがあっ
かった所を補足する。 たら、色や書き方を工夫して、書き

・２点の座標から垂直方向と水平方向の 加えるようにする。
距離を計算で求めることを取り上げる ・座標平面での三平方の定理の活用に。

ついて、自分の言葉でまとめる。
中心となる言語活動 具体的なてだて

２点間の距離を求めるには、直角三 座標平面上において、２点間の距
角形を見つけ、三平方の定理を活用す 離を示す線分と直角に交わっている
る演繹的な推論を用いて説明する。 方眼の関係に気付くよう、プリント

や掲示物を工夫する 。【③：前提をもとに確認する力】 。

・距離を求める問題をつくり 解き合う ・座標軸のみ書かれた座標平面で、２、 。
点をとり、その距離を求める。その【⑥：発展的に考える力】
際、直角三角形を書き加えることに
気付くようにする。

10
○発展問題に取り組む。 ・自分で考える時間を確保し、自分の
・座標平面に関する練習問題を考える。 考えを持てるようにする。

・分からない所を質問し合い、自分の5
・分からないところや、分からなくなっ 考えを補足するようにする。

たところを、友達と確認し合ったり質 ・質問して分かったところや、分かり
問したりする。 やすい考え方はプリントに記入して

事後に確認できるようにする。
・間違えたり、分からない問題には、3

・答え合わせをする。 補足を書き加えるようにする。

ま ・座標平面上の２点間の距離を求めるに ・三平方の定理を活用すると、これま5
と は、座標平面上の方眼が直角に交わっ で求められなかった線分の長さが分
め ていることから、三平方の定理を活用 かる。その有用性に気付くようにす
る することをまとめる。 る。
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資料：学習プリント

Ⅴ 成果と課題
（成果）

本研究では、新学習指導要領に示された力を身に付けさせるため、１時間の授業の中に
言語活動を取り入れる実践を行った。具体的には、 時間の授業に①既習の知識・理解を1
活用して、自分の内でじっくり考え、まとめる活動（自力解決）②他と意見交換したり、
質問したりして考えを練り上げる活動③自分の考えを振り返ってより良くまとめる活動
（集団解決）の時間を取り、それらの活動の中で言語活動を行うこととした。
○自力解決の段階で、解決の見通しを立てて、考える時間を確保する。そのことで、自分

の課題として捉え、意欲的に思考できるようになった。また、既習内容と本時の内容を
関連づけることを繰り返し提示することで、帰納的に思考することが身についてきた。

○集団解決の段階で、発表を聞くときの観点を提示した。それぞれの考えの良さや分かり
、 。 、づらい所を考えながら聞くことで 自分の考えを見直す視点を持つことができた また

それぞれの意見を伝え合う活動を取り入れることで、学習に対し積極的、意欲的な取り
組みがみられるようになった。

以上、言語活動の充実を図ることの成果がみられた。

（課題）
今後、以下の課題が残されている。

○言語活動を取り入れることが重要とされがちである。話し合ったり、発表したりする活
動を取り入れさえすれば良いのではなく、大切なのはあくまで、言語活動を手段として
活用するということである。ねらいを達成するための手段として言語活動を洗い出し、
整理する必要がある。

○１時間の授業で完結するわけでなく、言語活動を継続的に取り入れる必要がある。その
単元で何を指導し、どんな力を身に付けさせるか、単元構想に基づいて指導を展開して
いくことが大切となる。また、３年間の系統的な教科指導と考え、構想を明確にするこ
とも必要である。

資料
・中学校学習指導要領
・中学校学習指導要領解説 数学編
・言語活動の充実に関する指導事例集～思考力、判断料、表現力の育成に向けて～

【中学校版】 文部科学省
・はばたく群馬の指導プラン
・長崎栄三・滝井章 「数学の力 数学的な考え方を乗り越えて」 東洋館出版社
・片桐重男 「数学的な考え方の具体化と指導」 明治図書

ディスカヴァー・トゥエンティワン・栗田哲也 「数学に感動する頭を作る」
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研究主題   数学をつくり、生かす教育の創造 
  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～ 

片品村立片品中学校  津久井 聡樹 
 
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。」ことを目標としている。数学的活動を通した指導によって、数学を活用して考えた

り判断したりすることが一層できるようにするとともに、その楽しさを実感することで数学を学ぶこと

への意欲を一層高めることが必要である。 

 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

していて、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。 

 本校の生徒の実態を見ると、ほとんどの生徒が真面目に話を聞き、課題に取り組むことができる。し

かし、分かっていても自分の考えを発表しようとする生徒は少なく、答えを出すことができても、なぜ

そのようになるのか考えられない生徒が多い。また、数学が苦手で、授業中は板書を写すだけで精一杯

な生徒もいる。このような生徒は、授業の中で数学を学ぶことの楽しさやよさを感じられていないこと

が多いと思われる。しかし、問題演習の時間には、友達に聞いたり、答えを確認したりしながら問題を

解く生徒や、分からない生徒に積極的に教えてあげる生徒が多く見られる。そこで、小グループやペア

でお互いの考えを交流させたり、教え合ったりすることで、数学が得意な生徒も苦手な生徒も、自分の

考えを深めることができたり、意欲的に問題に取り組むことができたりすると思われる。 

以上のことから、学び合いを取り入れた数学的活動を行い、数学を学ぶことの楽しさやよさを感得で

きるような指導を心がけることで、数学科の目標を達成できると考え、本主題を設定した。 

 

Ⅱ 研究目標 
 学習内容に応じて、様々な場面で学び合いの活動を取り入れることによって、数学を学ぶことの楽し

さやよさ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課題把握の場面での学び合い 

解決に向けた筋道を考え、伝え合う。 
→・数学が苦手な生徒も、解決の見通しを持って取り組めるようにする。 

・既習の数学を基にして数や図形の性質などを見いだすことができるようにする。 
②問題解決の場面での学び合い 
  小グループで自分の考えを説明し合う。 

→・自分の考えに自信を持ったり、異なる考えを聞き、考え方を広げたりする。 
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    １ 
ｙ＝－ ― ｘ＋５ 
    ２ 

   ・数学が苦手な生徒も友達の考えを参考にして、答えにたどり着けるようにする。 
③問題演習での学び合い 
  ペアや小グループで、答え合わせや教え合いを行う。 

→・異なる答えになっている場合、確認することや、解き直しへの意欲を持てるようにする。 
 ・説明することで、自分の考えが整理できたり、理解を深めたりできるようにする。 
自作の問題を出し合う。 
→・問題を考えることで、学習内容の理解を確実にする。 
 ・友達の問題を解くことで、意欲的に演習に取り組めるようにする。 
 

Ⅳ 実践例 

①課題把握の場面での学び合い 

 （１）「連立方程式とグラフ」での実践 

   １．単元名  １次関数（２年） 

   ２．本時の目標 

      連立２元１次方程式を解いて、２直線の交点の座標を求めることができる。 

   ３．展開 

      

学習活動 

 

 

時間 

(分) 

学習活動への支援・留意点 

★努力を要する生徒への支援  

☆十分満足できる生徒への支援 

 

評価項目【観点】

（方法） 

１．問題を知る。 

 Q 図のように、１次関数 

            
ｙ＝ｘ－４と 
 

 のグラフと、ｙ軸とで囲まれた三

角形の面積を求めよう。 

 

 

 

２．解決に向けた筋道を考える。 

 

 

 

 

３．小グループで面積の求め方を話

し合う。 

 

４．２直線の交点が、連立方程式の

解となることを確認する。 

５

分 

 

 

 

 

 

 

 

10

分 

 

 

 

10

分 

 

10 

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★グラフの目盛から、三角形の底辺と

高さを考えさせる。 

☆グラフに目盛がなかったら、どのよ

うに求めればよいか考えさせる。 

 

・解決に向けた筋道について、自由に

話し合わせる。 

 

・交点の座標の求め方に気付いている

生徒に発表させ、全体で確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｘ 

ｙ 



Ｄ－3 

５．まとめ 15

分 

 

 

 

・交点の座標の求め方、問題の答えを

確認し、確認の問題をさせる。 

 

・連立方程式を解

いて、２直線の交

点の座標を求め

ることができる。

【技能】（観察・

ノート） 

   ４．授業について 

面積の求め方について、個で考えさせた後、小グループで話し合わせ、全体で確認するという

形をとった。どのように面積を求めればよいかわからない生徒、目盛を読んで面積を求めること

はできる生徒、交点の座標の求め方がわかっている生徒、といろいろな段階の生徒がいるため、

小グループで話し合わせた。解決に向けた筋道を考えさせるため、自由な形式で話し合わせ、数

学が苦手な生徒も、面積を求めるためには交点の座標がわかればよいこと、交点の座標を求める

ためには２直線の式を連立方程式として解を求めればよいことがわかった様子であった。 

 

 （２）「平行四辺形になる条件」での実践 

   １．単元名  三角形と四角形（２年） 

   ２．本時の目標 

       平行四辺形になる条件を、平行四辺形の性質の逆を考えることによって導くことができる。 

   ３．展開 

      

学習活動 

 

 

時間 

(分) 

学習活動への支援・留意点 

★努力を要する生徒への支援  

☆十分満足できる生徒への支援 

 

評価項目【観点】

（方法） 

１．どんな四角形が平行四辺形

になるか考える。 

 

 

 

 

 

 

２．考えた四角形が「平行四辺

形になる条件」といえるかど

うか考える。 

 

 

 

 

 

５

分 

 

 

 

 

 

 

20

分 

 

 

 

 

 

 

・小グループで考えさせる。 

★二等辺三角形の性質の逆から

「二等辺三角形になる条件」を考

えたことを思い出させる。 

☆平行四辺形の性質の逆以外に

も、平行四辺形になる条件が存在

しないか考えさせる。 

 

・考えた条件が正しいことの証明

を、グループで筋道を話し合いな

がら行う。 

・グループの様子を見て声かけを

し、なるべく条件が出そろうよう

にする。 

・対角についての証明は少し難し

いので、考えられるグループがい
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３．各グループで考えた証明を

発表し、考えた条件が正しい

ことを確認する。 

 

 

 

 

 

４．まとめ 

 

 

 

 

 

15

分 

 

 

 

 

 

 

10

分 

ない場合は、ヒントとなる補助線

を板書して考えさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平行四辺形の性質の逆が、平行

四辺形になる条件となることを

確認し、確認の問題をさせる。 

 

 

 

・性質の逆から

平行四辺形に

なる条件を導

くことができ

る。【考え方】 

（観察・発表・

ノート） 

   ４．授業について 

    前時まで平行四辺形の性質を学習していたため、どんな四角形が平行四辺形になるか考える際

には、性質の逆を考えられる生徒が多かった。しかし、それがどんな場合でも成り立つのか証明

することは難しく、小グループでどのように証明していけばよいのか、筋道を考えさせた。その

結果、多くの生徒が性質の逆が条件として成り立つことを１つは証明することができた。また、

その他の条件についても、グループごとの発表を聞くことで、証明の仕方がわかり、条件として

言えることを全体で確認することができたと考えられる。 

    下図：生徒の証明（次時に縮小コピーしたものを配布した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②問題解決の場面での学び合い 

 （１）「グラフの利用」での実践 

   １．単元  比例と反比例（１年） 

   ２．本時の目標 

グラフの読み取りを通して、具体的な場面で比例や反比例を活用して考えようとする態度

を育てる。 



Ｄ－5 

   ３．展開 

      

学習活動 

 

 

時間 

(分) 

学習活動への支援・留意点 

★努力を要する生徒への支援  

☆十分満足できる生徒への支援 

 

評価項目【観点】 

（方法） 

１．問題を把握し、グラフから読み

取れることを挙げる。 

Q 兄と妹が同時に家を出発して、

家から８００ｍ離れた駅に歩い

て向かった。図は、２人が出発し

てからｘ分後に、それぞれ家から

ｙｍ離れるとして、ｘとｙの関係

をグラフに表したものである。グ

ラフからどんなことがわかりま

すか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．グラフからわかったことを発表

する。また、なぜそのようなこと

がわかったか発表する。 

 

 

 

 

 

３．まとめ 

 

 

 

４．問題演習 

 

10

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

分 

 

 

 

 

 

 

10

分 

 

 

10

分 

・いくつか例を挙げてから考えさ

せる。 

★２人の速さや、到着までにかか

った時間の違いなどを考えさせ

る。 

☆目盛から読み取るだけでなく、

計算によってわかることも考え

させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・グラフからわかったことを生徒

に発表させ、なぜそのようなこと

がわかるかは、別の生徒に発表さ

せる。 

 

 

 

 

・生徒の考えから簡単な類題を作

り、考えさせる。また、生徒の考

えをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・具体的な場面

で、比例の関係

を活用して考

えようとして

いる。【関心意

欲態度】（ノー

ト・発表） 

   









兄

妹

分



ｘ 

ｙ(ｍ) 
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   ４．授業について 

    １年生は少人数指導を行っているため、全体での発表による学び合いを行った。問題は教科書

（数研出版）のものであるが、生徒全員にグラフからわかることを挙げさせる形をとった。友達

の考えを聞き、なぜそのようなことが言えるのか考えさせることによって、考えを広げることが

でき、学習意欲を高めることにつながったと考える。わかったことは同じでも、そこに至る考え

方が異なる場合も多く、意欲的に考えることができた。方程式を用いて考えるようなことを発表

した生徒はいなかったため、類題として「２人の距離が１００ｍ離れているのは何分後か」とい

う問いを与えた。 

 

 （２）「面積の等しい三角形」での実践 

   １．単元  三角形と四角形（２年） 

   ２．本時の目標   

      底辺が等しい三角形の面積について知り、それを活用して面積の等しい三角形を見つける

ことができる。 

   ３．展開  

      

学習活動 

 

 

時間 

(分) 

学習活動への支援・留意点 

★努力を要する生徒への支援  

☆十分満足できる生徒への支援 

 

評価項目【観点】 

（方法）  

１問題を把握する。 

Q 図のような平行四辺形ABCDで、

AC∥EFであるとき、面積が等しい

三角形の組を見つけよう。 

 

 

 

 

 

 

 

２．底辺が等しい三角形の面積につ

いての定理を知る。 

辺BCを共有する△ABCと 

△DBCにおいて、AD∥BC 

ならば、△ABC＝△DBC 

 

３．定理を使ってQを考える。 

 

 

５

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

分 

 

 

 

 

10

分 

 

・予想でよいので、あまり時間を

とらずに、生徒に答えさせる。 

・面積が等しい三角形の組と、そ

の理由を数名の生徒に発言させ、

底辺と高さが等しければ面積が

等しくなることを確認する。 

 

 

 

 

 

・このとき四角形ABCDが台形にな

っていることにも触れる。 

 

 

 

 

・点E,Fは、それぞれ辺AB,BCの中

点ではないことに注意させる。 

★台形に注目させて考えさえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定理を活用し

て、面積の等し

い三角形を見

D 

C F 
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４．小グループで発表し合う。 

 

 

 

５．問題演習 

 

 

 

 

 

20

分 

 

 

５

分 

☆底辺を共有しなくても面積が

等しい三角形の組も見つけさせ

る。 

 

 

・見つけた三角形の組と、なぜ面

積が等しくなるのかの説明を小

グループ内で発表させる。 

 

 

つけることが

できる。【技能

】（観察・ワー

クシート） 

   ４．授業について 

    図形が複雑だったため、たくさん見つけられた生徒と、そうでない生徒と差が大きかった。し

かし、見つけることはできなかった生徒も、小グループで発表し合い、友達の説明を聞くことで、

どんな三角形なら面積が等しくなるのかわかった様子であった。また、同じ組を見つけた友だち

がいることで、自分の考えに自信を持つことができたと考える。 

 

③問題演習での学び合い 

 （１）ペアや小グループでの答え合わせや教え合い 

   日常的に、教科書の問題等を解いた後には、隣同士で確認するようにしている。その際、必ず自

分の答えを書いてから確認すること、わからない場合は答えでなくやり方を聞くことを約束として

いる。答えの確認を行うことで、間違えに気付いて解き直す生徒や、自分の答えに自信を持って発

言する生徒が見られるようになった。 

   単元のまとめの問題演習を行う際に、小グループで取り

組む場面を設定した。主に、考える力を必要とする問題で、

個→小グループで考え、最後に全体で確認するようにした。

数学が苦手な生徒も、教えてもらいながら考えることがで

き、解答に全く手がつけられないということがなくなった。

数学が得意な生徒は、解き方を説明するなかで、自分でも

よくわかっていなかったところに気付いたり、説明するた

めにより細かく丁寧な解き方で解答したりする様子が見られた。また、何度も繰り返すことによっ

て、少しずつ説明する力もついてきたように思われる。 

 

 （２）自作問題の解き合い 

   連立方程式の利用では、教科書の問題の真似から始めて、全員に問題を作らせた。答えを決めて

から問題を作らせ、完成したら自分で解いてみるところまで各自で行い、隣同士やグループで問題

の出し合いを行った。１人でたくさんの問題を作成したり、比を用いた問題や連立３元１次方程式

の問題など、難問を作成したり、意欲的に学習に取り組んだ。数学に苦手意識を持っている生徒も、
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友だちの問題に進んで取り組むことができた。生徒が作成した問題は、まとめてプリントにし、テ

スト前や問題演習の時間に活用できるようにした。 

   以下生徒作成の問題。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 成果と課題 

（成果） 

 ・友達の考えを聞いたり、解き方を教えてもらったりすることで解き方がわかり、「わかる」というこ

とから数学の楽しさを感じることができた。また、「わかる」まで至らなくても、自分では気付かな

いところに気付いたり、いろいろな見方をして考えたりすることができた生徒も多かったので、楽

しさやよさの実感できたものと考える。 

 ・小グループで考えを説明する機会を多く経験したことで、少しずつ何をどのように伝えればよいの

かわかってきている。証明や考え方の説明に苦手意識を持つ生徒が多かったが、考えが整理される

ことによって、論理的な考え方にもつながり、苦手意識が小さくなった生徒もいた。 

 ・学び合いによって、ペアや小グループで学習することで、協力して課題に取り組む意識から、数学

が得意な生徒も苦手な生徒も、意欲的に取り組むことができた。 

（課題） 

 ・小グループで自分の考えを説明し合う場面では、一人一人が自分の説明を発表するだけで終わって

しまうグループがあった。他の人の意見を聞いて、その意見について質問したり、自分の考えに取

り入れたりといった、考えを深める話し合いができるような支援が必要であった。日頃から、司会

などの役割を決めたり、話し合いにルールを定めたりしてグループ活動に取り組ませていかなけれ

ばならない。 

 ・問題演習での学び合いにおいては、数学の苦手な生徒が、得意な生徒に教えてもらうのを待ってし

まい、自分で考えようとしないことがあった。個で取り組む場面と小グループで取り組む場面とし

っかり区別して学習に臨ませなければならなかった。学び合いの場面をどこで取り入れるか、単元

ごと、１時間ごとによく考えて計画していく必要がある。 

あるＪサッカーチームの試合のチケット代

は、子ども４人と大人２人で４８００円。子ども３

人と大人６人で８１００円となる。子ども１人と

大人１人のチケット代を求めなさい。 

 
 パンを１つ作るのに、小麦粉とバターの割合

がｘ：８のパンＡと、２８：ｙのパンＢを作ります。 

 小麦粉４２４ｇ、バター１１２ｇを全部使ったら

パンＡとパンＢがいくつずつ作れるでしょう。 

ドーナツ屋で買い物をしました。 

 ポンデリング２つ、アップルパイ３つ、コーヒー

を１つ買うと、７４０円。 

 ポンデリング５つ、アップルパイ２つ、コーヒー

を３つ買うと、１３８０円。 

 ポンデリング３つ、アップルパイ７つ、コーヒー

を２つ買うと、１５００円です。 

 それぞれ１つ何円でしょう。 
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研究主題 数学をつくり、生かす教育の創造

サブテーマ ～既習事項を利用した数と式の発展的な学習の指導～

前橋市立桂萱中学校 豊島 章弘

Ⅰ 主題設定の理由

「既習事項をもとに新しい課題に挑戦する生徒の育成 」これが、本テーマを設定した。

大きな理由である。

数学の学習を進めるにあたり、既習事項は欠かせないものである。その内容は、その後

の学習を広げるものであり、積み上げてこそ生きてくる。例えば２年生の連立方程式は、

１年生で習う１次方程式のみならず、前章の「式と計算」で多項式と多項式の和や差、式

の変形をも利用して求めることになる。新しい単元を学ぶ際には、以前の既習事項を利用

して、それを広げて学んでいくことになる。

そこが数学をつくり、生かすことにつながる。新しい学習内容にも、これまでの内容に

置き換え、または変換し、利用する。２つの文字が登場する連立方程式においては 「文、

字が１つの式ならば方程式は解ける」ならば「文字が１つの式を作り出すことができない

か 、そして「等式の性質を利用して、同じ物をさがして、当てはめて消していく」とい」

う考え方がある。これにより、連立方程式の解にたどり着くのである。

現在の社会では「仕事がない」という話を耳にする。５月の において会社側からGW

「休みを多くとるようにして下さい 」と言われることもあるらしい。それだけ厳しい状。

況なのである。もちろん仕事を探すのも難しい。

そこで、これからの社会には新しい仕事を開拓する必要があり、その際に今回の思考が

役立つと考えられる。新しいことにも、自分のもつ思考を工夫して対処できるように変換

する能力 「仕事がない」で終わるのではなく、自分から「仕事を作る」能力。それがこ。

の体験を通すことで身につくと考えられる。

数学において解き方の手法は自分の既習事項にあり、新しい物にも自分なりの考えに当

てはめることができれば、その視野は広がる。結果、新たなる課題に挑戦できるようにな

っていくものと思われる。

また、最近の生徒を見ていると二極化が進んでいる。自ら進んで学習する生徒もいる一

方、全くといってよいほど学習に取り組まない生徒がおり、その差は広がっている。学習
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する意欲も半々のなか、授業が進んでいる。これも問題の１つであるが、自分で新しい問

題が解けたという達成感、または自分の考えが解決の糸口になったという経験が得られれ

ば、その後の学習意欲にも繋がるであろうし、何より生徒の可能性を広げることとなるだ

ろう。

以上のように、現在の変革の激しい社会にも対応できるよう、また学習意欲の向上のた

めにも役立つものと思い、本テーマを設定した。

Ⅱ 研究目標

生徒が数学をつくり、生かすには既習事項を工夫しながら、課題を解決する場面を積

極的に取り入れることが有効であるかどうかを、実践を通して明らかにする。

Ⅲ 研究内容

発展的な学習を単元の終わりに設定し、そこでの解決手段を考える際にフラッシュカ

ードを提示したりや話し合い活動を取り入れたりすることで習得させていく。

Ⅳ 実践例 本時の学習（本時は１３ １４）/

１ ねらい 文字が３つの連立方程式の解き方を習得する。

２ 準 備 教科書、ノート、ワークシート、フラッシュカード（代入法・加減法）

３ 展 開

学 習 活 動 指導上の留意点・支援 評価項目時間

◇復習問題を解く。 ６ ・ワークシートを配布する。

・連立方程式を立てて、解く手順を確認する。

◇本時の課題を理解する。 ４

バラとかすみ草とガーベラの花束を買うことにした。

、 、バラ１本とかすみ草２本で 円 かすみ草１本とガーベラ２本で 円530 390

バラ１本とガーベラ２本で 円であった。それぞれの花 本の値段は？470 1

・連立方程式を作る。 ５ ・バラをｘ円、かすみ草をｙ円、ガーベラをｚ円

として方程式を作るようにする。
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ｘ＋２ｙ＝ ･･･① ・３つの買い方があることを確認し、方程式も３530

ｙ＋２ｚ＝ ･･･② つあることをおさえる。390

ｘ＋２ｚ＝ ･･･③ ・１つ１つの式に番号を割り振り、その後の説明470

につなげていく。

20◇３つの文字の連立方程式

の解き方を考える。

◎文字が３つで、式も３つの連立方程式をどのように解いていったらよいだ

ろうか？ これまでの学習を思い出して解いてみよう。

○予想される生徒の反応

ｱ 文字が３つのままだと計 ア：連立方程式の始めに何を目指した（文字の消:

算方法がわからないな。 去）かを確認する。

ｲ どうやって文字を消去す イ：文字の消去法に代入法と加減法があったこと:

ればいいのだろう？ をフラッシュカードで確認できるようにする。

ｳ 代入法で消去するにはど ウ：代入法で解く際には式の変形（ｘ＝○○かｙ:

うすればいいのだろう？ ＝○○）が必要であることをおさえる。

ｴ 加減法で消去するにはど エ：加減法で解く際には同類項を縦にそろえてか:

うすればいいのだろう？ ら、計算するようおさえる。

ｵ 文字が消せた後はどうつ オ：今までの２つの文字の連立方程式を作り出す:

づけるのだろう？ よう指示する。

ｶ ２つの文字の連立を解い カ：求まった文字の値を、最初の式に戻って代入:

た後はどうするのだろう？ して、他の文字の値を求めるよう助言する。

評価項目【技】与えられた式をもとに文字を消去

し、解を求めることができる （観察・ﾜｰｸｼｰﾄ）。

◇解き方を発表する。 ８ ・代入法と加減法で見分けがつくように、並べて

板書させる。

・それぞれのメリットを考えさせる。

◇練習問題を解く。 ７ ・先ほどの２つの方法で文字を消去し、新しく２

つの文字の連立方程式を作るよう指示する。

Ⅴ 成果と課題

本時は、連立方程式の発展課題として３元連立方程式を扱った。３つの文字で、３つ
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の式というまさに新しい連立方程式を前に、生徒は悪戦苦闘しながら解決方法を測ってい

った。

成果としては、生徒の関心意欲を引き出し、自分なりの解法を探して解くことと、それ

を他と比べることとで、より連立方程式の理解を高めたことである。今回の課題は様々な

解決方法があり、どれも既習事項を押さえた利用方法であり、多様性もある。

、 、 。生徒が考えた文字の消去方法も 加減法を使う生徒もいれば 代入法を使う生徒もいた

生徒－１

Z②と③での加減法で２

を消去する方法を選んだ。

その後、残る①との加減

法でｙを求めた。

生徒－２

同じく加減法であるが、

①と③でｘを消去する

。 、方法を選んだ その後

②との加減法でｙを求

めた。
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生徒－３

代入法を用いてい

Zるが ③の式を２、

＝○○に変形して

②に代入し、 をZ

消去した。

生徒－４

同じく代入法である

が、①の式をｘ＝○

○に変形して③に代

、 。入し ｘを消去した

このように、解決方法は様々で、加減法で２つの式の選び方で消去される文字の違いに

、 。気づいた人もいたり 代入法も式の変形方法で消去される文字の違いに気づいた人もいた

代入法も加減法もこれまでに学んだ内容であり、それを発展させて新しい３元連立方程

式を解くことができたのは、生徒にとっても喜びだったようである 「最初は難しそうに。

感じたけど、実際解いてみて、また解けたことは驚きだった 」と感想を述べる生徒もい。

れば 「文字が４つに増えたらどんな解き方になるのだろうか？」とさらなる発展課題に、

興味を持った生徒もいる。時間切れで最後の問題が解けなかった生徒は 「先生、プリン、

ト持ち帰ってやってきてもいいですか？」とこちらも意欲的な態度を示してくれた。普段

なかなか課題解決に進まない生徒も、問題をさらに解こうとする姿勢が見られた。
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応用問題を苦手とする生徒が多い中、やもすれば高校数学の内容である３元連立方程式

を、既習事項をもとに自らの考えで解き進めることができた今回の課題は、生徒に数学を

つくり、生かすことの有意義さを感じ取らせることができたであろう。

課題としては、次の２つがあげられる。

●他の単元においても、既習事項を利用した発展的な学習の課題を選定すること。

●既習事項が身についてない生徒への対応。

、 。 、１つめは 今回の成果をふまえ今後の単元にもつなげていく必要がある 数学をつくり

生かす体験をこのまま引き続き、取り入れていくことが、より深い定着になるだろう。そ

してそれこそが、社会での新しい課題に対しても対応できる能力を培っていくことになる

だろう。

２つめであるが、今回の中にも実は解にたどり着けない生徒が何人かいた。教員だけで

なく、生徒間同士の情報交換も行ったが手詰まりになった生徒が何人かいた。解法の発表

を聞き合ううことで納得はしたようであるが、１人で解く場面になったらどうかという心

配もある。内容が中学数学を越えているので、無理に理解させなくてもいいのか、いや授

業で扱う以上、しっかりと理解を図らなくてはいけないのか悩むところである。

今後は、数学をつくり、生かす場面をより厳選していく。自分の既習事項をもとに新し

い課題を解決できたという実感を生徒に多くさせられるよう努めていきたい。
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数学をつくり、生かす教育の創造
～基礎学力を確実に身に付ける指導～

伊勢崎市立宮郷中学校 日暮由貴

Ⅰ 主題設定の理由

数学の学習指導では、まず、日常の事象にあるものや、意外な結果になる課題を取り扱い、

生徒に興味・関心を持たせた上で、計算練習など、その単元の基本的な学習に入っていくこと

が多い。このような「導入の場面で、生徒に興味・関心を持もたせるための課題」は、生徒に

とっては理解が難しい場合も多く、よく理解できていないことも少なくない。また、理解しや

すい課題であったとしても、その後の基本的な学習に、徹底して取り組ませようとすると、導

入場面で学習した内容は 印象が薄くなってしまう さらに 単元の最後であることが多い 利、 。 、 「

用や応用の課題」については、基本的な学習に比べ、繰り返し学習する場面は少なく、上位群

生徒や中位群の一部の生徒は、自分で進んで学習できるが、その他の生徒は、自力で取り組む

ことは難しい。

「導入の場面で、興味・関心をもたせるための課題」や 「利用や応用の課題」は、基本的、

な考え方を確実に身につけるための大切な内容が含まれていることが多い。例えば、平方根の

単元では、導入で、面積が２や５になる正方形の一辺の長さを考えさせることが多く、そのこ

、 、 、とから ２乗して２になる数や ２乗して５になる数が実在することを実感させることができ

平方根の考え方を身に付けさせることができる。

しかし、平方根の計算の練習を進め、計算にも慣れた頃になると、面積が２や５になる正方

形の一辺の長さを答えられない生徒が増えてくる。このような生徒は、平方根の計算の方法を

覚えているだけであり、根本的な理解をしていないため、複雑な平方根の計算や、平方根の利

用の問題などでは、躓いてしまう。 を２乗すれば３になることも素早く解答できなかった

り、 が整数になるような、できるだけ小さい自然数 を求める問題がスムーズに解決n

できなかったりする。この が整数になるような問題については、上位群の生徒であって

も 「８４にできるだけ小さい自然数をかけて、ある自然数の２乗になるようにする」という、

課題の類題であることに気づけないことも多い。したがって、下位群生徒については 「導入、

の場面で、興味・関心をもたせるための課題」や、よく利用される「利用や応用の課題」を繰

り返し学習させ、中位群、上位群については、多少難しい課題であっても 「利用や応用の課、

題」を繰り返し取り組ませ、出題された課題を見て、繰り返取り組んだ課題の中から類題を探

し、解決の糸口を見つけられようにしていく必要がある。

このような力を身に付けられれば 「上位群生徒は、課題に対して柔軟に考えられるよにな、

り、より発展的な課題に対して多面的な考えで、積極的に自力組めるようになる 「中位群生。」

徒は、解き方を身に付け、発展的な課題に対しても解決の糸口見つけ課題に取り組めるように

なる 「下位群生徒は、基本的な学習を活用できるようになり、課題を解決するための方法を。」

身につけられるようになり、自力で家庭学習にも取り組めるようになる 」ことが期待できる。

と考えられる。

このように、上位群生徒、中位群生徒、下位群生徒それぞれが、自力で、より先へ学習を進

めることができる力こそが、基礎学力であると考えた。したがって、このような基礎学力を確

実に身につけることができれば、上位群生徒、中位群生徒、下位群生徒が、より発展的な類題

の解決の糸口を見つけたり、自力で学習にに取り組めるようになり、身につけた知識や技能を

有効に活用できるようになると考え、主題を設定した。

3

84n

84n



F- 2

Ⅱ 研究の目標

生徒が自力で学習に取り組めるための基礎学力を身に付けられようにする。

Ⅲ 研究の内容

（ ） 、 、 、 。１ 上位群生徒 中位群生徒 下位群生徒 それぞれに対して基礎学力とは次のよに考えた

どんな課題に対して柔軟に考えることができ、より発展的な課題に対

しても多面的な考えで、積極的に自力で解決できる。
上位群生徒

解き方を身に付け、発展的な課題に対しても解決の糸口を見つけ課題

に取り組むことができる。
中位群生徒

基本的な学習で身につけた内容を活用でき、課題を解決するための方
下位群生徒

法を身につけ、家庭学習も自力でできる。

（２）上位群生徒、中位群生徒、下位群生徒それぞれに対して手だてを取っていく。

（授業形態は等質少人数学習）

上 ・発展的な課題に対しての考え方を表現させる場面を設定し、他の人と考え方を共

位 有できるようにし、数学的な考え方のよさやおもしろさに触れさせ、積極的に課

群 題に取り組める態度を育て、活気のある授業を目指していく。

・授業中に他の人より早く課題が終わった時や、家庭学習において、入試問題など

発展的な課題を、何度も全く同じ内容で与え、より発展的な課題の解決方法を身に

付けさせる。

中 ・ドリル学習をする時間を確保することにより、計算力などの基本的な力を落とさな

位 いようにしながら、日常の事象に関わることや、意外性のある課題を取り扱い、興

群 味関心を持たせ、積極的に課題に取り組める姿勢を育てる。

・上位群生徒の考え方に触れさせ、意識を高めさせることで、目標を持たせていく。

・導入での課題、教科書の例題や問いの課題について、多少難しい課題であっても、

全く同じ内容でプリントにし、繰り返し取り組ませ、解決方法を身につけさせる

下 ・単元テストや小テストにより、躓いている生徒を把握し補習をし、計算力などの基

位 本的な学習を徹底して身につけさせる。

群 ・上位群生徒の考え方に触れさせ、意識を高めさせることで、目標を持たせていく。

授業内や家庭学習において、教科書の例題や授業で取り扱った課題などを、プ・

リントにして、再度課題として繰り返し取りくませ、解決方法を身に付けさせるこ

とで、自力で学習できる力をつけさせる。
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Ⅳ 実践例

３学年の多項式の学習では、計算練習にも力を入れ、基本的な学習内容についての力も付

けるようにドリル学習させるとともに、文字式を利用して、数の性質証明する問題や、図形

の性質を証明する問題について、教科書の例題や問いの問題を、全く同じ内容でせプリント

にし、繰り返し取り組ませる。下位群、中位群、上位群、それぞれに対して適切な内容や量

の課題を与えた。

（１）下位群生徒に対して以下の課題に３回取り組ませた。

課題

２つの続いた奇数の積に１を加えると、４の倍数になることを証明しなさい。

【特に繰り返し意識させたこと】

①２つの続いた奇数を２ｎ－１、２ｎ＋１とおくこと

②４の倍数を証明するためには、４×○の形にすることが必要であること。

【類題】

３学年の課題ではないが、偶数と偶数の和が偶数（２の倍数）となることの証明を例

にあげ、２ｎ＋２ｍ＝２（ｎ＋ｍ）のような変形が必要な場合があることも意識させ、

類題に対しても解決の糸口が見つけられるように意識させた。

（２）中位群生徒に対しては、下位群生徒の課題に加え、以下の課題に３回取り組ませた。

課題

半径 の円形の土地のまわりに、幅 、r am m

長さが の道の面積は で表せることl alm S=

を証明しなさい。

【特に繰り返し意識させたこと】

①道の面積Ｓを、外側の大きい円から内側の小さい円を引き、 と で表すこと。r a

② を と を用いて表すことl r a

、 、③２つの式 Ｓ π( ) －π π π と π( ) π π を比べさせ= + =2 + = 2 + =2 +r a r a r a l r a r a2 2 2

Ｓが の 倍になっていることl a

【類題】

、 、 、問題を早く解決できた生徒には ２つの式を利用して １つの式を導き出すものとして

弧の長さを 、半径が の扇形の面積Ｓは、Ｓ＝ で表せることにも取り組ませた。l r
1

2
lr
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（３）上位群生徒に対しては、下位群・中位群生徒の課題に加え、以下の課題にも２回取り組

ませた。

課題

３つの続いた自然数をそれぞれ２乗してできる数を全て加えた数を３で割ったと

きの余りを求めなさい。

【特に繰り返し意識させたこと】

①３つの続いた整数を式を３×○＋△の形に表すことが必要であること。

②余りは、３×○＋△の△の部分になること。

③３×○＋△の形の式に表すためには、共通因数の３をくくり出すこと、△は３より小さ

くなくてはならないこと。

（４）全ての生徒に対して、過去５年の群馬県入試問題の最初の３題～４題について、プリン

ト１～プリント５を作成し、２回ずつ取り組ませた。

例 プリント１（１年前の群馬県入試問題）

１ 次の問いに答えなさい。

（１） － ＜ ＜－ を満たす を、小さい順にすべて書きなさい。1.98 x x

（２ （ ＋ ）( － )－ を因数分解しなさい。） x x3 4 8

（３）２次方程式 ( ＋ )－ を解なさい。x x 2 5=0

（４）男子２人、女子３人の合計５人の中から、くじ引きで班長１人と副班長１人を選

ぶ。このとき、男子と女子が１人ずつ選ばれる確率を求めなさい。

【意識したことと、入試問題に取り組ませた目的】

①このプリントについては、１枚につき、解説も含め、授業の最初の１０分間を利用し、

５枚のプリントをそれぞれ２回ずつ取り組ませた。

②１回目に解説をした際に、今回出来なかった人は、次回も同じプリントをするので、家

で出来るようにしてくるように伝え、２回目に全員が全問正解できるようにすることを

意識した。

③入試問題をくり返し取り組ませることで、上位群生徒、中位群生徒、下位群生徒、全員に課題の

解決方法を身につけさせることから 、初めて出会う課題に対しても、解決の糸口が見つけられる、

力を付けさせることと、自力で家庭学習に取り組める力にを付けることを目的とした。

9

4
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Ⅴ 成果と課題

（１）下位群生徒について

連続する２つの奇数は、２ｎ－１と２ｎ＋１と表せるため、その積に１を加えると、直ぐ

に、４ｎ となり、４の倍数を表す４×○の形になり、４の倍数を表すための式が容易に２

導けるため、下位群生徒も取り組みやすかった。また 「ｎ は整数なので、４ｎ は４の、 ２ ２

倍数である」という決まり文句も、身につけさせることができた。３回目には、下位群生

徒の８０％以上がこの課題を水解決できるようになった。

しかし、この課題では、類題に、２ｎ＋２ｍ＝２（ｎ＋ｍ）のような変形が必要ないた

め、このような式の変形が必要な場合については、解き方として、暗記している者は、い

るが、下位群生徒の多くが理解できていない。この部分については、練習する時間の確保

が厳しく、十分な練習ができなかった。

（２）中位群生徒について

道の面積は、道の幅×道の長さで求められるという、数学的な考え方のおもしろさ、便利

さに触れさせることができた。求め方の理解が十分でなくても、面積の求め方として、知

っていると便利である課題であったため、難しい課題ではあったが、生徒の興味関心を高

めることができた。

r a r a r a l r a r a面積をＳ π( ) －π π π と表すことと 道の長さを π( ) π π= + =2 + = 2 + =2 +2 2 2 、

と表すことは中位群生徒の９０％以上が理解できた。しかし、中位群生徒の多くは、この２

つの式を比べることで、Ｓ が導けることに気づかず、全く解決の糸口が見つけられなかっ=al

た。２つの式をよく比べさせることを意識させ、一方の式を 倍すれば、もう一方の式になa

ることに着目させることで、理解を深められ生徒が増え、これを繰り返したことで、Ｓ が=al

導ける中位群生徒が７０％以上になった。

しかし、中位群生徒で、ほぼこの課題ができるようになった生徒であっても、１ヶ月以上

時間が経過した後に、同じ課題に取り組ませてみると、その力を維持できていない生徒も多

かった。さらに振り返りの時間を設定することで、より確実に定着させることができるよう

に思うが、十分な時間が確保できない。よって、小テストや定期テストで同じ課題を取り扱

い、出題予告をするなどし、その課題の復習に、家庭で組めるようにしし 、その力を持続で、

きるように、指導していくことが必要である。

（３）上位群生徒について

、 、 、上位群生徒は 下位群生徒の取り扱った課題については 自力だけで解決することができ

中位群生徒が取り扱った課題については、多少時間がかかってしまった生徒もいたが、話

合い活動などを通して、自力で式を整理して、課題を解決できることができた。これらの

式を変形する力や、事象を式で表す力が備わっているため、今回取り組ませた入試問題に

も初めて取り組むものであったが、解決の糸口を見つけることができていた。
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例えば「３つの続いた整数を式を３×○＋△の形に表すことができれば、△の部分が余

りになること､つまり、３で割って商が で余りが になる整数は、 で表せること、a b a b3 +

３の倍数を表すためには、共通因数の３をくくり出すことなどに気づけていた。このよ

うに、上位群生徒には、より発展的な課題に取り組ませることで、これまでに学習してき

たことを活用する場面を設定することができ、より力を伸ばしていくことがでてきる。ま

た、話合い活動により、自分の考えを改めて整理したり、さらに理解を深めたりすること

でも力を伸ばしてきている。しかし、まだ、解決の糸口がなかなか見つからない場合、粘

り強く考えようという姿勢がなかなか見られない。これは、一度学習した課題の類題に取

り組ませていたり、難しい課題に対してヒントを与えるなど、教師が力を貸している場面

が多いため、誰の手も借りず、自力で問題を解決しようという姿勢が育っていないためだ

と思われる。

（４）全ての生徒に対して、過去５年の群馬県入試問題の「２番の問題の最初の３題～４題」

に取り組ませたことについて

繰り返し取り組ませることで、下位群生徒であっても３回目には、全問正解できる生徒

が出てきている。中位群生徒・上位群生徒については、３回目にほとんど全員の生徒が全

問正解できるようになった。継続していくことで、生徒達は確実に力を伸ばしていると感

じられた。しかし、こちらも時間の確保が難しいため、途中から各プリント２回ずつの取

り組みになってしまった。やはり、ここでも家庭学習の時間に生徒が取り組めるように、

週末にプリントで宿題として出したり、定期テストの出題範囲に入れるなどして、意欲を

高めていく必要があった。

（５）今後の課題

繰り返し取り組ませることで、単なる計算問題だけではなく、発展的な問題であっても、

解法を身に付け、その考え方を他に生かせる力を付けることができることが明らかになっ

た。しかし、時間を掛けるには、授業内だけでは、難しく、生徒が自らすすんで、家庭で

学習に取り組む必要がある。そのために、小テストや定期テストのあり方を考えたり、よ

り興味を引く教材を考えたり、日常の事象に現れる数学的な考え方に触れさせることが重

要である。今後は、生徒が進んで家庭学習に取り組める環境を整えられるように、教材研

究をしていきたい。
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研究主題        数学をつくり、生かす教育の創造 

サブテーマ         ～ 考えや理解を深めさせる指導 ～ 
玉村町立玉村中学校  町田 朝子 

Ⅰ 主題設定の理由 
 新学習指導要領では、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するた

めに必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくむことが重視されている。数学科においては、数学的

活動を一層充実させ、基礎的・基本的な知識・技能を確実に身に付け、数学的な思考力・判断力・表現力を育て、

学ぶ意欲を高めるようにすることを掲げている。 
 しかし、全国学力・学習調査の結果からは、基礎的・基本的な知識・技能の習得については、一定の成果が認

められるものの、思考力・判断力・表現力等を問う読解力や記述式問題、知識・技能を活用する問題に課題があ

るという結果が浮き彫りになった。本校の生徒においても、基礎的・基本的な学習事項はおおむね身についてい

るものの、活用問題についての正答率が低かったり、深い思考を要求される応用問題を苦手とする生徒が多かっ

たりするという課題があった。 
そこで本研究においては、授業の中で生徒に深く考えさせ、理解を深めていく指導法を工夫していくことにし

た。考えや理解を深めていくためには、生徒同士による話し合いが有効であると考える。その話し合いを活発に

かつ有意義なものにするためには、教師の働きかけが欠かせない。その働きかけとして、発問、ゆさぶり、問い

かけ、問い直しの手法について取りあげる。それを基に生徒がペアや全体で話し合いをし、説明し合い、学び合

い、考えや理解を深める姿を目指していく。その姿が、数学をつくり生かすことにつながると考え、本研究主題

を設定した。 
  
Ⅱ 研究目標 
 生徒の考えや理解を深めさせるために、教師の働きかけの手法や、生徒の話し合いを活発にする手立てについ

て研究する。 
Ⅲ 研究内容 
（１）考えや理解を深めさせる教師の働きかけ 
ア 課題提示の工夫 
 条件過多、条件不足の課題を提示することにより、必要な情報を生徒自身が考え、課題の意味を深く把握でき

るようにする。また、ICT を活用するなど、視覚にうったえることで関心を高めたりより身近な問題としてとら

えたりできるようにする。 
イ 予想させる 
 予想をさせることで課題の追究にこだわりと意欲をもたせるとともに、解決までの見通しをもたせるきっかけ

にする。 
ウ ゆさぶりをかける 
 なぜそうなるのか？本当にそうなのか？いつでもいえることなのか？どこがいいのか？など、深く問いかけた

り問い直したりして考えさせる。 
エ 発展させる 

問題からさらなる疑問を生徒自身から引き出せるようにするために、発問を工夫したりゆさぶりをかけたりす

る。その疑問を基に、条件を変えて調べたり考えたりすることで、考えを深めさせていく。 
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（２）考えや理解を深めていく生徒の話し合い 
ア 発表の視点 

自分の意見や考えを発表したり説明したりするときに、適切な視点を与えることを通して、数学のことばを使

って分かりやすく説明する力を育てる。板書して、かいたことを話すだけではなく、課題解決に使った既習事項

は何か、なぜそう考えたのか、工夫はどこか等を説明の中に盛り込むように指導する。 
 
 
 

イ 聴く視点 
友人の説明を適切な視点をもって聴くことを通して、友人の考えに深く関わり、その考えにつけたして自分の 

意見を話す力をつけさせる。他の生徒の発表をただ聴くだけではなく、発表を聴く側にも視点を与えて、その考

えをさらに発展させたり、活発な意見交流をしたりするように指導する。 
 
 
 
 ウ 友人の考えを説明する 
他の生徒が考えた図や式から考え方を読み取り説明させるなど、説明のさせかたを工夫する。 
エ 話し合いの形態 

 考えを深めさせるためにペアで話し合う場を意図的に設定する。その際には、内容について適切な視点を与え、

話し合わせるようにする。 
 オ 豊かな感覚を身に付ける 
 速さ、距離、量、大きさ、重さなどの数量に対する感覚を、生活経験と比較させてとらえさせる。それは実感

をともなった理解につながり、さらにはその感覚をもとにした話し合いや課題を発展させて考えることへとつな

げていく。 
 
Ⅳ 実践例 
１ 題材名「一次方程式の利用」 中学 1 年 
２ 実施時期 10 月 
３ 配当時間 6 時間 

 ４ 題材の目標   方程式を用いて解くための手順や考え方を理解するとともに、身近な問題を方程式を用

いて解くことができる。 
 ５ 指導と評価の計画 

◎ねらい 

・主な学習活動  

時間 支援及び留意点 評価項目（方法） 

◎方程式を用いて問題

を解くときの手順や考

え方を理解する。 

・課題を把握する。 

 

・予想をする。 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

・興味・関心を高めるために、身近な問題を

取り上げたり、具体物を用意したりする。 

・小学校での解き方を思い出させるようにす

 

 

 

【関】一次方程式を用い

ることに関心をもち、問

題の解決に生かそうと

 横の長さが 75cmの紙に、幅９cmの写真５枚をはろうと思います。間隔が

みな等しくなるようにするには、間隔を何 cmにすればよいでしょうか。 

数学で発表するときの視点 
①使ったきまりや法則は何か  ②なぜそう考えたのか  ③工夫したところはどこか 

数学で発表を聴くときの視点 
①自分の考えと同じか違うか ②さらに効率的なやり方はないか ③その考えにつけたしはないか 
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・方程式を使った解き方

の手順を考える。 

 

 

 

・説明し合い、比較・検

討する。 

 

るために、予想をするように促す。 

・以下の手順で立式させる。 

１求める数量をχで表す。 

２数量の間の等しい関係をみつけ、方程式

をつくる。 

３方程式を解いて、答えを求める。 

・方程式のやり方のよさを見いだすことがで

きるようにするために、色々な解き方を比

較・検討する場で適切な視点を与える。 

・方程式という道具が一つ増えたことを実感

させる。 

・文字を使うと文章をそのまま式に表せると

いうよさに気付かせる。 

している。（ノート） 

【知】方程式を利用して

問題を解決する手順や

考え方を理解している。 

（発言、ノート） 

◎具体的な事象の中の

数量の関係をとらえ、方

程式を立てることがで

きる。 

・数量の関係を絵や表に

まとめる。 

・方程式をつくって解

く。 

 

・説明し合い、比較・検

討する。 

 

・類題に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

・個数と代金の関係をとらえられるようにす

るために、絵や表にまとめるように促す。 

・はじめに両辺を 10 で割るなどより効率的

な計算方法に気付けるようにするために、比

較・検討の際に簡潔性という視点を与える。 

・何を未知数とするかによって、方程式がつ

くりやすかったり解きやすかったりするこ

とがあることに気付けるようにするために、

多様な方程式を比較し考えられるようにす

る。 

 

 

 

 

【関】一次方程式を用い

ることに関心をもち、問

題の解決に生かそうと

している。（ノート） 

【考】具体的な事象の中

の、数量の関係をとら

え、方程式をつくること

ができる。 

（観察、ノート） 

◎具体的な事象の中の

数量の関係をとらえて

方程式をたて、問題を解

決することができる。 

・関係を線分図に表す。     

・線分図を基にして方程

式を立てる。 

・方程式を解いて答えを

求める。 

 

・説明し合い、比較・検

討する。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

・折り紙全部の枚数に対する、たりない枚数、

余る枚数との関係を十分とらえて式化でき

るようにするために、線分図に表すように促

す。 

・自分や友人がかいた線分図や式を説明させ

る。 

・一方を求めたら、もう一方の数量を、代入

して求めさせる。 

・何を文字で表すかによって、立式がやさし

 

 

 

 

【考】具体的な事象の中

の、数量の関係をとら

え、方程式をつくること

ができる。 

（観察、ノート） 

【技】問題の中の数量や

その関係を、文字を用い

た式で表し、それを基に

してつくった方程式を

１個 90 円のオレンジと１個 140円のりんごを合わせて 15個買いました。

そのときの代金の合計は 1800円でした。オレンジとりんごはそれぞれ何個

買いましたか。 

折り紙を何人かの子どもに配ります。１人に４枚ずつ配ると９枚たりませ

ん。また、１人に３枚ずつ配ると 15枚余ります。子どもの人数と折り紙の

枚数を求めなさい。 
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くなったり難しくなったりすることを確か

められるようにするために、子どもの人数を

χ人とする場合と、折り紙の枚数をχ枚とす

る場合を比較・検討する。 

解くことができる。 

（観察、ノート） 

◎方程式を用いて問題

を解決することができ

る。 

 

・予想する。 

 

 

・表や図にまとめる。 

 

 

 

・方程式を立てる。 

 

 

 

・方程式を解いて答えを

求める。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

・追究にこだわりをもてるようにするととも

に、小学校の解き方では難しいことを実感で

きるようにするために、予想をするよう促

す。 

・「追いつく」ということは、２人の歩いた

道のりが等しくなることを理解できるよう

にするために、図や表に数量の関係を整理す

るように助言する。 

・追いつくということがとらえられない生徒

には、追いつくことの意味がとらえられるよ

うにするために、弟と兄が進む様子をまとめ

た絵をヒントカードとして渡すようにする。 

 

・グラフで表したときに、交点が追いつく地

点であることをとらえさせる。 

・問題の答えを確認できるようにするため

に、何ｍの地点で追いつくか、弟が出発して

から何分後かなど、グラフから読み取れるこ

とを話し合うよう助言する。 

 

 

 

 

【考】具体的な事象の中

の、数量の関係をとら

え、方程式をつくること

ができる。 

（観察、ノート） 

【技】問題の中の数量や

その関係を、文字を用い

た式で表し、それを基に

してつくった方程式を

解くことができる。 

（観察、ノート） 

◎解の吟味の必要性に

について理解するとと

もに、方程式の有用性に

気付くことができる。 

・課題を把握する。 

 

 

・予想する。 

 

 

 

 

 

 

５ 

本時 

 

 

 

 

 

・必要な情報を生徒自身が考え、課題の意味

を深く把握できるようにするために、条件不

足の課題を提示する。 

・追究にこだわりと意欲をもてるようにする

ために、予想する場を設ける。 

 

 

 

 

【知】求めた答えや解法

が適切であったかどう

かを振り返って考える

ことの必要性を理解す

る。 

(m)

0 (分)

800

5 10 15

200

400

600

弟は家を出発して学校に向かいました。その４分後に、兄は家を出発して

弟を追いかけました。弟の歩く速さを毎分 50ｍ、兄の歩く速さを毎分 70ｍと

すると、兄は家を出発してから何分後に弟に追いつきますか。 

弟は９時に家を出て、家から 800ｍはなれた公園にひとりで向かった。弟

が家にいないことに気付いた姉が、弟を追いかけた。姉が弟に追いつくのは、

9時何分か。 

 弟 兄 

速さ（m/min） 50 70 

時間（分） χ＋４ χ 

道のり（m） 50（χ＋４） 70χ 
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・方程式を立てて解を求

める。 

・解が問題の答えに適し

ているかどうか考える。 

・条件を変えて考える。 

・立式できない生徒には、表や図をかいて考

えられるように促す。 

・解が問題の答えとして適しているかどうか

考えられるようにするために、問題文にもど

ってゆさぶりをかける。 

・どうすれば弟が公園に着く前に姉が追いつ

けるのか考えさせる。 

（観察・ノート） 

 

【考】求めた解が適切で

あるかどうかを振り返

って考えることができ

る。 

（発言・観察） 

◎方程式の問題づくり

を通して、身に付けた知

識や技能を活用できる

ようにする。 

・個人で問題をつくる。 

・グループになり、他の

人がつくった問題につ

いて、話し合う。 

・問題を修正する。 

・グループ内で問題を交

換し、方程式をつくって

答えを求める。 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

・問題がつくれない生徒に対しては、原題の

数値や場面を変えるだけでもよいことを助

言すること、個人で取り組めるようにする。 

・グループで話し合う際は、話合いの視点が

ぶれないようにするために「もとの問題から

変えたところや同じところはどこか」「解決

するのに不十分なところはないか」という話

し合いの視点を与える。 

・問題で使われている数値や、答えの数値が

現実的かどうか確かめさせる。 

 

 

【関】方程式の問題をつ

くったり、つくられた問

題を解こうとしたりし

ている。 

（発表、ワークシート） 

【技】方程式を用いて具

体的な問題を解決する

ことができる。 

（観察・ノート） 

６ 本時の学習指導 
（１）目標 

 方程式を用いて問題を解決し、その解決方法を説明することを通して、求めた解が問題の答えとして適してい

るかどうかを振り返って考えることの必要性を理解する。 

（２）準備 

  生徒・・・教科書（東京書籍）、ノート、定規 

  教師・・・デジタル教科書、i-pad、ホワイトボード、移動黒板 

（３）展開 

主な学習活動 時間 ○支援及び指導上の留意点 ※評価項目（評価方法） 

 

 

 

１ 学習課題を把握する。 

・課題解決にたりない条件を考え

る。 

【予想される生徒の意見】 

・姉が家を出る時間 

・弟の歩く速さ 

・姉の走る速さ 

・速度が一定かどうか 

 

 

 

 

10 

 

 

 

○条件不足の課題を提示することにより、生徒の疑問から必要な情報を引

き出して課題を把握できるようにする。 

○課題のポイントとなる場面を、写真や地図を用いてテレビ画面に映し提

示することにより、より身近な問題としてとらえられるようにしたり、興

味・関心を高められるようにしたりする。 

○姉は９時 10 分に家を出る。歩く速度と走る速度は、それぞれ弟が毎分

50ｍ、姉が毎分 100ｍ、速度は一定とする。 

○たりない条件について意見が出ない時は、ペアで話し合わせることによ

り、各自の考えを整理できるようにする。 

今まで解いてきた問題をもとにして、新しい問題をつくってみよう 

＜課題＞ 弟は９時に家を出て、家から 800ｍはなれた公園にひとりで向かった。弟が家にいないことに

気付いた姉が、弟を追いかけた。姉が弟に追いつくのは、9時何分か。 
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・答えの予想をする。 

【予想される生徒の意見】 

  ・９時 15分・９時 30 分 等 

○「追いつく」ということの意味を確認する。 

 （弟の歩いた道のり）＝（姉の走った道のり） 

○生徒のランニングの経験と比較することにより、毎分 50ｍと毎分 100

ｍについて、感覚的にとらえられるようにする。 

○課題の答えを予想することにより、追究にこだわりをもたせるととも

に、課題を意欲的に解決しようとする気持ちを高められるようにする。 

○ここでは時間をかけずに直観で予想させ、ノートに書かせる。 

２ 個別に課題を追究する。 

・９時χ分に追いついたとする。 

・方程式をつくり問題を解決する。 

９時χ分に追いついたとすると 

50χ＝100（χ－10） 

5χ＝10（χ－10） 

5χ＝10χ－100 

－5χ＝－100 

χ＝20  答  ９時 20分 

（追いつく地点） 

 50×20＝1000    1000ｍ 

・解決方法を説明する。 

10 ○立式できない生徒には、数量を表に整理するよう助言することで、数量

の関係をとらえられるようにする。 

 

 

 

 

 

○姉がχ分後に追いつくとして考える生徒がいた際は、その考え方を認め

ながら、9 時χ分に追いつくとして考える方法のよさを再度確認すること

で、見通しをもって立式することの有用性を感じられるようにする。 

○式と表を板書させ、説明させる際に、「発表の視点」「聴く視点」を意識

して行わせる。 

３ 解の吟味をする。 

・考えを発表し、全体で検討する。 

・追いつけない理由について、ペ

アで話し合う。 

【予想される生徒の意見】 

・1000ｍの地点で追いつくので、

800ｍの公園を過ぎてしまう。 

答 弟が公園に着くまでには、追

いつけない 

５ ○本当にこれでよいかと揺さぶりをかけることで、一人一人が疑問を抱け

るようにする。 

○公園に着くまでに姉が弟に追いつけないことに気付いた生徒がいたら

発言を促す。 

○誰も気付かない時には、家から公園までが 800ｍであることを思い出さ

せることにより、気付けるようにする。 

○公園に着くまでに姉が弟に追いつけないことが分かることの根拠を考

えさせる際、考えられない生徒が多いときには、ペアで話合いをさせるこ

とで、自分の考えを明確にもてるようにする。 

○追いつく地点を確認することで、求めた解をそのまま答えにできないこ

とがあることに気付けるようにする。 

４ 課題条件を変えて考える。 

・姉は、どうすれば弟が公園に着

く前に、弟に追いつくことができ

るか考える。 

【予想される生徒の意見】 

①走る速度を速くする。  

②家を出る時間を早くする。 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○どうすれば追いつくのかを揺さぶることで、条件を変えて考えてみよう

という意識をもてるようにする。 

○①か②のどちらかを選択させ、取り組ませる。 

○はじめの課題で作成した表をもとに変化した量を確認しながら最初に

立式した方程式の数量の関係に着目し考えさせることで、解決の見通しを

もてるようにする。 

【①で考える場合】 

 

 

 

姉の走る速さを毎分

150ｍとする。 

50χ＝150（χ－10） 

10χ＝150 

 χ＝15 

 

姉の走る速さを毎分

200ｍとする。 

50χ＝200（χ－10） 

15χ＝200 

 χ＝13  

 

 弟 姉 

速さ（m/min） 50 100 

時間（分） χ χ－10 

道のり（m） 50χ 100（χ－10） 
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○見通しが立たない生徒には、走る速さを変えると、方程式の中のどこの

数字が変わるのか考えさせることで、見通しがもてるようにする。 

【②で考える場合】 

 

 

 

 

 

○見通しが立たない生徒には、家を出る時間を変えると、方程式の中のど

この数字が変わるのか考えさせることで、見通しがもてるようにする。 

５ 解決方法を説明する。 

＜予想される説明＞ 

①姉の走る速さを毎分 150ｍに変

えたので、もとの式の右辺の 100

の部分を 150 に変えて、方程式を

つくり、解くと χ＝15となる。

これは、750m のところで追いつく

ことなので、弟が公園に着く前に

追いつける。よって、答えとして

適している。したがって、９時 15

分に追いつく。 

②９時５分に家を出ると、もとの

式の右辺のかっこの中の 10 を５

に変えて方程式をつくり、解いて 

χ＝10となった。これは、500m の

ところで追いつくことなので、弟

が公園に着く前に追いつける。よ

って、答えとして適している。し

たがって、９時 10分に追いつく。 

 

10 ○友達の書いた式を見て、どのように解決したのかを説明させることで、

友人の考えに深くかかわりをもてるようにする。 

○ペアで話合いをさせることで、自分の考えを整理し、説明できるように

する。 

○発表できる生徒が少なかった場合は、再度ペアで話合いをさせること

で、自分の考えを確かなものにし、発表できるようにする。 

○発表された説明が、十分な説明だった場合は、「何がよかったか」「なぜ、

それがよかったか」を、全体に問い直し、解が問題の答えとして適してい

るかどうかを振り返ることの必要性を、改めて確認できるようにする。 

○発表された説明が、十分な説明ではなかった場合は「付け足すことは何

か」「なぜ、それを付け足すとよいのか」を全体に問い直し、解が問題の

答えとして適しているかどうかを振り返ることの必要性を、改めて確認で

きるようにする。 

ことから 

６ 今日の授業の振り返りをす

る。 

・方程式を使って問題を解くとき

のまとめを考える。 

【書かせたい生徒の意見】 

方程式を使って問題を解くには… 

・方程式の解が問題に適している

ことを確かめて答とする必要があ

る。 

５ 

 

○方程式を使って問題を解くときのまとめを生徒の言葉をもとに、全体で

まとめていくようにする。 

 

９時８分に家を出るとする。 

50χ＝100（χ－８） 

χ＝16 

９時 16分（弟と同時） 

９時５分に家を出るとする。 

50χ＝100（χ－５） 

χ＝10 

９時 10分 

※【考】求めた方程式の解が問題の答えとして適しているかどうかを振り

返って考えることができる。（発言・観察） 

 △解決方法を説明する中で、根拠を問い直すことで、問題文と照らし合

わせて考えられるようにする。 

 ◎説明をよりよく修正させることで、より簡潔で、的確な説明にできる

ようにする。 

※【知】求めた答や解法が適切であったかどうかを振り返って考える

ことの必要性を理解する。（観察・ノート） 
 △「追いつく」ことと「追いつかない」ことの判断の根拠を考えさ

せることで、求めた答えが適切であったかどうかを振り返って考

えられるようにする。 
 ◎賞賛することで、今後も解の吟味をしていこうとする意欲をもて

るようにする。 
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＜参観者の感想＞ 
・子どもが、からだを動かすことよりも、頭を働かせることで思考が深まっていった。  
・ペア学習が自然な流れで授業に組み込まれていて、生徒がたくさん話し、理解を深めていく様子がよく分かっ

た。  
・視点をもった説明や聴き方、他の生徒による説明など、生徒の発表に関する指導の工夫が参考になった。  
・子どもの分速に対する反応に驚いた。解の吟味も、数字に対して実感をもつことを意識させるような授業だっ

た。小学校でも参考にしていきたい。 
 
Ⅴ 成果と課題 
・下位群の生徒たちも、ペアでの話し合いには参加し、友人の説明を聴いたり質問したり考えを話したりするこ

とができ、ノートに考えを書くことができていたことから、すべての生徒によく考えさせることができた授業で

あったといえる。 
・ノートに自分の考えをしっかり書いたり、挙手や発言の積極性の向上がみられたりしたことから、個人で考え、

ペアで話し合い、それを全体に広げてさらに視点をもとに話し合っていく活動を通して、自ら考え課題を解決し

ていこうとする意欲が高まったといえる。 
・話し合い活動を取り入れることで、挙手して答えようとする人数が増えていくことから、発問について、分か

らない生徒は、友人の話を聴くことで理解をし、分かった生徒は、友人に説明することで、より理解を深め、友

人に共感してもらうことにより、自分の考えに自信をもつことができた。 
・生徒の発表や発言の内容については、理由や工夫、使った既習事項を盛り込んで話せるようになってきている。

しかし、声の大きさや話す速度については、より聴きやすい大きさや速度で話すという意識をもてていない。数

学の授業での指導と並行して、他教科や他領域での指導も行い、全教育活動において、大きな声で分かりやすく

伝え合い、考えを深めていく話し合いのできる生徒を育成していきたい。 
・生徒を「ゆさぶる」発問の仕方や問いかけ方について、より効果的な発問ができるように、先行研究など理論

的な研究も行っていきたい。 
・今回は「数と式」の領域についての実践であったが、今後は他の「図形」「関数」「資料の活用」の学習におい

ても、話し合い活動や発展的に考えさせる授業構想を研究したい。 
・今回の授業では、方程式のみを使って課題を解決したり発展させて考えさせたりした。同じ課題を、2 学年の

一次関数の利用の学習において、グラフを用いて解決する授業を行うことで、さらに思考や理解を深めさせたい。 
・ICT の活用により、より効果的に考えや理解を深めさせる方法について研究をしていきたい。 
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数学をつくり、生かす教育の創造 
～問題解決能力を培う学習活動の構成～ 

安中市立松井田南中学校 石黒 賢志 
 
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、事象を数学的に考

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。 
 このように、身に付けた知識や技能を活用していく学習は、数学に関する知識や技能な

どをより確かなものにするとともに、学習の楽しさを感得しながら、自ら考え表現する力

を高めることができると考え、標記の研究主題を設定した。 
 本校の生徒は、全体的に素朴で真面目な印象である。授業中の雰囲気は落ち着いており、

指示されたことに対しては素直に従うことができる。その反面、指示がないと学習に取り

組めずに、いわゆる「指示待ち」の習慣が染み付いてしまっている感がある。自ら課題を

見つけようとしたり、問題の解決のために自分なりにいろいろ試そうとしたりといった学

習に対する主体的な姿勢が身に付いていないと考えられる。また、自分に自信がもてずに、

周囲の反応や評価を気にする傾向が強く、自分の意見や考えをもとうとしなかったり、も

っていたとしてもそれを表現することに抵抗を感じたりする生徒が大勢を占めている。さ

らに、面倒なことはできるだけ避けたいという意識が強く、少しでも難しいと感じるとす

ぐに諦めてしまったり、途中式を書いたり問題を解決する過程を説明したりすることを煩

わしく感じたり、粘り強く物事に取り組むことを苦手としているようである。 
 このようなことから、本校では、「意欲をもって主体的に学ぶ生徒の育成」をテーマに、

校内研修に取り組んでいる。そして、特に「言語活動」に視点を当て、授業の改善を図っ

ている。数学科においては、言語活動を通して「結論に至るまでの過程を筋道立てて説明

する力」の育成を目指している。そのためには、作業や観察、実験、調査などの数学的活

動に加え、言語活動まで含めた様々な学習活動をどのように授業に取り入れていけばいい

か模索する必要がある。さらに、生徒がそれらの学習活動に取り組んでいく中で、具体的

な問題解決能力を培うことができると考える。 
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Ⅱ 研究目標 
 日々の授業を通して、生徒の問題解決能力を培うためにどのように学習活動を取り入れ

ていけばいいか考察する。 
 
 
Ⅲ 研究内容 
 ○数学的活動の趣旨を確認し、数学的活動に取り組むことの意味を明らかにする。 
 ○数学的活動が有効に機能する場面を明らかにし、生徒の学習状況に配慮して適切に位

置づける。 
 ○既習のことを確定的、固定的に見ないで、新たな課題を見いだしてそれを解決し、発

展的、創造的に考えることが、既習の数学のよさを再認識する機会になることを確認

する。  【既習の数学を元にして、数や図形の性質などを見いだし、発展させる】 
 ○日常生活におけるできごとを数学と結び付けて考察したり処理したりする活動を通し

て、既習の知識および技能、数学的な見方や考え方などのよさが実感できることを確

認する。                 【日常生活や社会で数学を利用する】 
 ○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ことが、お互いの考

えをよりよいものにしたり、一人では気付くことのできなかった新たなことを見いだ

したりすることにつながることを確認する。 
【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】 

 
 
Ⅳ 実践例 
１ 単元名 
   空間図形（第１学年） 
 
２ 目標 
 ○具体的な空間図形の考察を通して、一般的に、空間における直線や平面の位置関係に

ついて理解できるようにする。 
 ○平面図形の運動によって立体が構成されることを理解できるようにする。 
 ○立体の平面上への表し方や立体の表面積や体積の求め方を考えることにより、空間図

形に対する見方やとらえ方を豊かにする。 
 
３ 学習指導案（１時目） 
（１）ねらい 
  模型作りに関心をもち、いろいろな立体を作ることができる。 
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（２）展開 
過程 学 習 活 動 時間 指導・支援の留意点 評価項目（方法） 

導 
入 

○正方形、長方形、正三角

形、二等辺三角形を使って、

作れそうな立体を予想す

る。 

 

５ 
分 

  

展 
開 

○立体を作る。 
（次ページからの写真参

照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○作った立体について、使

った平面図形の種類や枚

数、辺や頂点の数をまとめ

る。 

３５ 
分 

○テープを用意して、立

体を作らせる。 
○立体をスムーズに作る

ことができる生徒に対し

ては、できるだけたくさ

んの立体を作るよう指示

する。 
○立体をスムーズに作る

ことができない生徒に対

しては、他の生徒が作っ

た立体を見せ、イメージ

をつかませる。 
○作業が進んでいる生徒

に対しては、作った立体

の見取図をかくように指

示する。 
 

○いろいろな立体

を作ることができ

る。（机間指導） 
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○代表的な立体（立方

体・直方体・三角柱・三

角錐・四角錐）について

は、黒板に見取図をかき、

それらの立体については

全員が見取図を書くよう

に指示する。 

ま 
と 
め 

○作った立体の特徴を発表

する。 
（例） 
◇立方体 
  底面どうしが平行にな

っている、底面と側面が

垂直になっている 
など 

１０ 
分 

○発表を聞いてはっきり

しないものは実際に作っ

た立体を操作して確かめ

させる。 

 

【生徒が作った立体の例】 
 
 
 
 
 
 
 
  ア．立方体（正六面体） イ．直方体 
    ◇正方形６枚 ◇正方形２枚、長方形４枚 
    ◇辺１２本、頂点８個 ◇辺１２本、頂点８個 
 
 
 
 
 
 
 
  ウ．三角柱① エ．三角柱② 
    ◇正三角形２枚、長方形３枚 ◇二等辺三角形２枚、長方形２枚、正方形１枚 
    ◇辺９本、頂点６個 ◇辺９本、頂点６個 
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  オ．三角錐① カ．三角錐②（正四面体） 
   ◇正三角形１枚、二等辺三角形３枚 ◇正三角形４枚 
    ◇辺６本、頂点４個 ◇辺６本、頂点４個 
 
 
 
 
 
 
 
 
  キ．三角錐③ ク．四角錐① 
    ◇二等辺三角形４枚 ◇正方形１枚、正三角形４枚 
    ◇辺６本、頂点４個 ◇辺８本、頂点５個 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ケ．四角錐② コ．四角錐③ 
  ◇正方形１枚、二等辺三角形４枚 ◇長方形１枚、正三角形１枚、二等辺三角形３枚 
    ◇辺８本、頂点５個 ◇辺８本、頂点５個 
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  サ．十面体 シ．六面体 
    ◇正三角形１０枚 ◇正三角形６枚 
    ◇辺１５本、頂点７個 ◇辺９本、頂点５個 
 
 
 
 
 
 
 
  ス．その他① セ．その他② 
 
４ 学習指導案（２時目） 
（１）ねらい 
  立体をいろいろな見方で分類することを通して、角柱、円柱や角錐、円錐の意味を理

解し、その特徴を見いだすことができる。 
 
（２）展開 
過程 学 習 活 動 時間 指導・支援の留意点 評価項目（方法） 

導 
入 

○立体を分類するために、

どのようなことに着目すれ

ばよいか考える。 
 
（例） 
◇面の数 
◇曲面があるかないか 
◇底面の形 

など 
 

１０ 
分 

○前時の授業で、どのよ

うなことをまとめたか確

認させる。 
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展 
開 

○下の７つの立体を、分類

する。 

 
ア．三角柱 
イ．三角錐 
ウ．四角柱（直方体） 
エ．四角錐 
オ．円柱 
カ．円錐 
キ．球 
 
○分類したグループごとの

特徴をまとめる。 
（例） 
◇ア・イ・ウ・エ 
  →平面しかない 
◇オ・カ 
  →平面と曲面がある 
◇キ → 曲面しかない 

など 

２５ 
分 

○立体をスムーズに分類

できる生徒に対しては、

できるだけいろいろな見

方で分類するように指示

する。 
○立体をスムーズに分類

できない生徒に対して

は、導入で確認した見方

に沿って考えるように指

示する。 
 
 
 
 
 
 
 
○特徴をまとめられない

生徒に対しては、それぞ

れの立体の共通点や違い

を見つけるように指示す

る。 

○立体をいろいろ

な見方で分類する

ことができる。（机

間指導） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○それぞれの立体

の特徴を見いだす

ことができる。（机

間指導） 

ま 
と 
め 

○分類したグループごとの

特徴を発表する。 
（次ページの写真参照） 

１５ 
分 

○平面だけで囲まれた立

体を多面体ということを

確認する。 
○多面体のなかには、角

柱や角錐があることを確

認する。 
○円柱と円錐の特徴につ

いてまとめる。 
○球の特徴についてまと

める。 
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【生徒が立体を分類した例】 
（ア．三角柱、イ．三角錐、ウ．四角柱、エ．四角錐、オ．円柱、カ．円錐、キ．球） 
 
 
 
 
 
 
 
 ア・イ・ウ・エ→平面しかない ア・ウ・オ・キ→先端がとがっていない 
 オ・カ→平面と曲面がある （小学校で習っている） 
 キ→曲面しかない イ・エ・カ→先端がとがっている 
 （小学校で習っていない） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 キ→底面がない ア・エ→面が５つ、イ→面が４つ 
 キ以外→底面がある ウ→面が６つ、オ→面が３つ 
 カ→面が２つ、キ→面が１つ 
 
Ⅴ 成果と課題 
１ 成果 
 ○実際に立体を作ったり、手にとって立体を観察したりするといった数学的活動を通し

て、立体の特徴を把握するためには、立体を構成する面の形や数などに着目すること

が重要であることを生徒に意識づけすることができた。 
 ○数学的活動を単元のはじめに取り入れることによって、それぞれの生徒の興味や関心、

能力などをより細かく捉えることができ、また、定着が不十分なことがらについて把

握することができた。 
２ 課題 
 ○数学的活動を取り入れた学習を、具体的な問題解決能力にまで昇華させるためには、

それぞれの学習がつながりをもつよう、一貫した継続的な取り組みが必要である。 
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数学的活動を生かした魅力ある授業づくり 

～直観力や論理的思考力を育てる指導～ 
富岡市立南中学校 小野里 典史 

 
Ⅰ 主題設定の理由 
 図形領域の学習に対する生徒の関心は他の領域に比べて高い。しかし図形の学習の中でも操作活

動や角度や長さを求める学習に対しては意欲的に取り組むことができるが、証明問題については、

苦手意識を持つ生徒も多い。証明問題に取り組むことを楽しいと感じている生徒の多くは、はっき

りしなかったことが、すでに明らかなことを利用してはっきりしたときの達成感や人とは違った自

分なりの方法で、相手を納得させたときの気持ちよさを感じていると考えられる。一方証明問題に

苦手意識を持っていたり、関心の低い生徒は、教師から与えられた「○○を証明しなさい。」という

課題に対して、しっかり課題を把握することができていなかったり、必要性や考えることの面白さ

を感じないまま、機械的に取り組んでいたりすることが多い。 
そこで課題の設定の仕方を工夫した図形の論証指導を通して、発見することの喜びや図形の不思

議さ、定理のすばらしさに気づかせることで、既習の学習を活用してさまざまなことを解決してい

こうとする姿勢を身につけることができると考えた。 
  
Ⅱ 研究目標 
 図形の論証指導において、導入に操作活動を取り入れたり、生徒自ら課題を作る活動を取り入れ

たりすることが、課題をしっかり把握させ、進んで既習の図形の性質を活用しようとする意欲を高

めるの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 
（１）具体物を提示したり、実際に描いたり、折ったりする活動を取り入れるなど授業の導入を

工夫して、しっかり課題をつかませる。 
 （例）紙テープの重なった部分の三角形が 
    二等辺三角形になることの証明 
 
 
 
（２）課題の与え方を工夫し、生徒に課題解決の  

必要性を持たせる。 
 

（例）等積変形をして、面積を求める。 
 
  
（３）人とは違う自分の考えを伝える面白さを感じ 

させるために、既知の様々な性質を使って、 
一通りではなく幾通りかの方法で証明ができる 
ような課題を与える。 

 （例）長方形の対角線の長さが等しいことの証明   

B A 

C D 

E 

B 

A C 

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 

Ｄ 

E 
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（４）生徒の活動の中から証明すべき課題を見つけたり、類題を作りやすい課題をはじめに与えて、

生徒に課題作りをさせたりする。 
 
（例）星型の５つの角の和が１８０° 

   であることの証明 
 
 
 
Ⅳ 実践  
（１）実践例１ 

①単元   三角形と四角形（平行四辺形） 
  ②実施学年 ２年 
  ③ねらい  多角形の等積変形に平行線の考え方を使うことができる。 
  ④展開 

過
程 

学  習  活  動 
 

時
間 

評価を生かした指導・支援 
Ｔ１ Ｔ２ 

つ 

か 

む 

１．四角形の面積の求め方を考える。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ・求めやすい三角形や四

角形に分割して大まか

な面積を求めることが

できた生徒がいれば、面

積を黒板に記録してお

く。 
・ゴムひもで作った四角

形を黒板に掲示し、点 D
を動かして四角形を求

めやすい形に変形する

ことができないかを考

えさせる。 

・戸惑っている生徒

には、どんな形だっ

たら求めることが

できるかを問い、三

角形や台形を想起

させる。 
 
 
 
 
 

追
究
す
る 

２．四角形の等積変形の仕方を考える。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ・三角形の等積変形に平

行線を用いたことを思

い出させ、本時の課題を

板書する。 
 
 
・５分程度、個々で考え

た後、班活動を行い、情

報交換をしたり、教え合

ったりすることができ

るようにする。 

 
 
 
 
 
 
・ヒントのほしい生

徒には、ヒントカー

ドで補助線 AC の

入った図を与える。 
 
 

一筆書きで

できる図形 

星型を変形

した図形 

評価項目（評価の観点）［評価方法］ 

四角形ＡＢＣＤの面積を求めよう。 

四角形を面積の求めやすい形に変

形しよう。 

平行線を利用して多角形を変形しよう。 【ア】 

E 
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追
究
す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・【ア】、【イ】の解き方

を紹介し、四角形ABCD
と新しく作られた多角

形の面積が等しくなる

理由を考えさせ、４～５

人の班で情報交換をさ

せる。 
・【ウ】のように平行線

を使わない適当な変形

もあれば取り上げ、面積

が等しくならない理由

も考えさせる。 
・面積の関係を視覚的に

とらえやすいように、色

画用紙で作った図形を

使って全体で確認をす

る。 
・式を使った説明ができ

ている生徒がいれば、紹

介する。 

・作図が終わり時間

に余裕のある班に

は、四角形 ABCD
と新しく 
作られた多角形の

面積が等しくなる

理由の説明の仕方

を考えたり、書かせ

たりさせる。 
 
・活動が行き詰まっ

ている班に入り、支

援をする。 

深
め
る 

３．等積変形を行い、その手順につい

て確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・三角形をつくる。 
・頂点を通り、三角形の底辺と平行な

線を引く。 
 
 

15 
 

・自分なりに解決できた

生徒は、他の生徒と考え

方を比べあったり、戸惑

っている人にヒントを

与えたりしやすいよう

に４，５人で班をつくっ

て行う。 
 
・平行線を引く時の手順

（コツ）について班ごと

にまとめさせる。 
・課題を仕上げ、時間に

余裕のある生徒は、発展

問題に取り組ませ、解答

を用意しておく。 

・解決の糸口が見つ

からない班があれ

ば、補助線を記入さ

せ、変形する三角形

に気づかせる。 
 
・作業の進まない生

徒には、四角形の変

形を勧める。 

ま
と
め
る 

５．今日の授業を振り返ってわかった

ことや気づいたことを書く。 
５ ・等積変形を利用して、

どんなことができるか

を紹介する。 

 

 

平行線を利用して多角形を等積変

形することができる。 
（数学的な考え方）［発言・ワークシート］ 

適当な多角形を描いて、等積変形を

しよう。 

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 

Ｄ 

E 

【イ】 

【ウ】 

E 

E 
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（２）実践例２ 
①単元   平行と合同（三角形の合同条件） 

  ②実施学年 ２年 
   ③ねらい  作図の仕方が正しいことを説明する活動を通して、三角形の合同条件を利用して、

２つの角の大きさが等しいこと説明することができる。 
  ④展開 

過
程 

学  習  活  動 
 時

間 

評価を生かした指導・支援 

Ｔ１ Ｔ２ 

つ 

か 

む 

１．８人の生徒が考えた「定規のみを使

用した角の二等分線の描き方」を仲間わ

けする。 
・まず個人で考えた後、班で意見交換を

させる。 

 

 
 『ＯＣがＤＥの中点Ｆを通るのは共通

しているが、図アでは、ＯＤとＯＥの

長さが違う』 

10 ・代表的な 2 人の方法

を示し、残りの 6 人の

方法はどちらの考えに

近いかを考えさせる。 
・それぞれの方法の特

徴を文章で書かせた

り、図示させたりする。 
・図の特徴を説明しや

すいように図の頂点に

点Ｄ、Ｅ、Ｆを記入さ

せる。 
・ＯＣが∠ＡＯＢの二

等分線であることは、

どうしたら確かめられ

るかを問い、∠ＡＯＣ

と∠ＢＯＣが等しくな

ることを確認する。 

 
 
 
・分け方や観点の書き

方に戸惑っている

班には、「ア」と「イ」

の共通点、違いを考

えさせる。 
 
・∠ＡＯＣ＝∠ＢＯＣ

のフラッシュカー

ドを黒板に貼る。 
 
 

追 

究 

す 

る 
２．∠ＡＯＣ＝∠ＢＯＣとなることを説

明する。 

本時の課題「２つの角が等しくなること

を説明しよう｡」 
・説明がノートに書けた生徒は、教師に

チェックしてもらう。 
 
 
 
 
 
 

20 ・「ア」「イ」のどちら

かを選択させ、片方

が説明できた生徒に

は、もう一歩の説明

も考えさせる。 
・①のように説明の途

中に使う等式等の根

拠については、記述

されていなくても、

口頭でしっかり伝え

ることができればよ

いこととする。 

・個別支援をしながら

ヒントカードを配

布する。 
 

Ｏ 

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 
イ 

５ｃｍ 1.9ｃｍ 

５ｃｍ 

1.9ｃｍ 

Ｅ 

Ｄ 

Ｆ 

Ｏ 

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 
ア 

４ｃｍ 

2.5ｃｍ 
５ｃｍ 

2.5 ｃ ｍ

   

評価項目（評価の観点）［評価方法］ 

生徒が考えた

代表的な 
2 通りの方法 

解答例①（メモ程度の式のみ） 

ＯＤ＝ＯＥ  ＤＦ＝ＥＦ 
ＯＦ＝ＯＦ 

△ＤＯＦ≡△ＥＯＦ 

∠ＤＯＦ＝∠ＥＯＦ 
  

 

Ｏ 

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 

５ｃｍ 1.9ｃｍ 

５ｃｍ 

1.9ｃｍ 

Ｅ 

Ｄ 

Ｆ 

 
ＯＣが∠ＡＯＢの二等分線 

 ということは 

∠   ＝∠    

 そのためには 

△   ≡△    

を説明すればよい。 
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追 

究 

す 

る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・しっかりと根拠が記

述されている生徒に

証明を記述させ、よ

いところを全体で確

認する。 
・図アについては、「説

明できなければ、絶

対に正しいとは言え

ない。」という程度の

扱いにする。 
 
 
 

 

３．角の二等分線の作図が正しいことを

説明する。 
・ワークシートに角の二等分線を実際

に作図し、説明に必要なアルファベッ

トを記入する。 
・説明をする準備ができた生徒どうし

で、説明し合い、納得できたら相手の

ワークシートにチェックをする。 

15 ・1 年生のときに学習

した、角の二等分線

も三角形の合同を利

用して説明できない

かを問いかける。 
 
 
 

・角の二等分線が作図

できない生徒に支援

をする。 
・説明に戸惑っている

生徒には、図の中で等

しいことが明らかな

角や辺を書きださせ

る。 

 

 
 

 ・イやウのような補助

線を引いている生徒

がいたら全体に紹介

し、アを使って説明

ができた生徒には、

イやウの図での説明

も考えさせる。 
・しっかりと根拠が記

述されている生徒に

証明を記述させ、よ

いところをみんなで

確認する。 

・生徒同士の教え合い

の様子を確認し、必要

に応じて支援をする。 
 
 
 

ま
と
め
る 

４．今日の授業を振り返ってわかったこ

とや気づいたことを書く。 
５ ・作図のルールについ

て確認しておく。 
 

解答例②（根拠がしっかりかけている） 

ＯＤ＝ＯＥ＝５ｃｍ 
 ＤＦ＝ＥＦ＝１.９ｃｍ 
ＯＦは共通する辺 
3 辺がそれぞれ等しいから 

△ＤＯＦ≡△ＥＯＦ 

対応する角は等しいから 
∠ＤＯＦ＝∠ＥＯＦ 

 したがって、ＯＣは∠ＡＯＢの二等

分線 あ  

２つの角が等しいことを根拠を明らか

にしながら説明することができる。［発

言・ノート］ 

「ア」は、説明できない。 

Ｏ 
Ｂ 

Ｙ 

Ｘ 

Ａ 
Ｃ 

ア 

Ｏ 

Ａ 

Ｙ 

Ｘ 

Ｃ 

Ｂ 

イ 

Ｏ 

Ａ 

Ｙ 

Ｘ 

Ｃ 

Ｂ 

ウ 
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※生徒が考えた「角を二等分する方法」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

導入で、実際の生活の中で使われている数学を扱い、生徒自身に作図をさせることで、ほとん

どの生徒が、課題を把握し、取り組もうとする意欲を持つことができた。しかし内容がやや難し

かったため、自分の力で作図ができない生徒も多く、ヒントを与えたり、もっと時間をかけたり

する必要があった。数学に苦手意識を持つ生徒には、「今日の学習は難しい」という意識を持たせ

てしまった。また実際に紙を折るなどの作業を取り入れたり、問題を自ら作図したりすることに

ついても課題をしっかり把握させ、課題解決のための思考を助けることができたと考えられるが、

教科書を使用しないことが不安な生徒も見られ、上手に教科書を利用していく必要もある。 
 
Ⅴ 成果と課題 
  授業の導入で身近にあるものを扱ったり、操作活動を取り入れたりすることによって、数学に

苦手意識を持つ生徒にもある程度の課題意識を持たせることができた。また教科書等の問題をす

る時も、はじめから図を与えないで、文章題の条件に合った図を自分で書かせることで、上位の

生徒には、そのよさを感じさせることができた。証明する課題を生徒が作成したり、生徒の活動

の中から課題を見つけたりすることについても、生徒に課題を把握させたり、解決しようとする

意欲を高めたりするのに有効であった。しかし本時のねらいを指導者がしっかり意識をして生徒

の考えを取り上げていかないと、ねらいからずれてしまうこともあった。複数の方法で証明する

ことができるような課題を与えたことで、自分の考えた証明をまわりの人に伝えたいという意欲

を高めることができたが、自分の考えを持つことのできない下位の生徒に対しての支援の仕方や、

学び合いの形態について工夫していく必要もある。 
 



数学をつくり、生かす教育の創造研究主題
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の工夫～

藤岡市立小野中学校 松浦健児

Ⅰ 主題設定の理由
学習指導要領は 「数学的活動を通して、事象を数理的に考察し表現する能力を高め、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 となっている したがって 生徒が 学習する楽しさ を日々の授業において感じながら 自」 。 、 「 」 、「

ら活用し考える力」を身に付けることが重要な課題になってきている。

そこで、生徒が「自ら活用し考える力」を身に付けるためには、数学科の学習内容を踏まえて、

個に応じた教材を準備し、きめ細かな分かりやすい授業を展開して学習意欲を高め、一人一人のよ

さや可能性を伸ばすような教材の開発や指導方法・指導体制の工夫、さらに評価を生かした指導の

改善に努めなければならない。

平成２４年度本校は、学校教育目標で「たくましい気力・体力・高い知性を練る 「うるわしい」

情操と徳性を磨く 「すがすがしい生活習慣を形づくる」を目標とし、数学科では、①個に応じた」

発展的・補充的な教材の開発、②個に応じた指導方法・指導体制の工夫、③学力の評価を生かした

指導の改善を研究することとした。本校生徒は、明るく素直に生活しており、日々の授業に対して

まじめに取り組むことができる。その一方で、学習に対する意欲や学習の習熟の程度の個人差が大

きく、自ら課題をとらえて授業に臨めないことや、既習の知識や技能などを生かし筋道を立てて考

えたり判断したりできないことが課題点として挙げられる。また、生徒の中には、基礎学力の定着

率も低く、学習に対しての意欲に欠けるものも見られた。

このような状況に対処するためには、まず、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、その上

。 、で生徒一人一人が楽しさを感じながら自ら活用し考える力を高めることが必要である そのために

指導内容・指導方法・指導体制・評価方法を工夫改善することが大切であると考えた。

以上のことから、研究主題を「数学をつくり、生かす教育の創造 ～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の工夫～」とした。このことは本校の学校教育目標の「たくましい気

力・体力・高い知性を練る」につながるものであり、学習指導要領の中で唱えている「数学的活動

、 、 、を通して 事象を数理的に考察し表現する能力を高め 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」を目指すものである。

Ⅱ 研究目標
「数学を学ぶ楽しさを感得しながら自ら活用し考える力を高める」ために、数学科の学習内容を

踏まえて、個にじたきめ細かな授業を展開し学習意欲を高め、一人一人のよさや可能性を伸ばすよ

うな教材の開発や指導方法・指導体制の工夫、更に評価を生かした指導を実現して達成されること

を実践を通し明らかにする。

Ⅲ 研究内容
( )１学級を、基礎・発展のコースに分けた少人数指導等をさらに工夫改善することで、 各コー1

スにおいて、一人一人に応じた指導が充実し、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図る。

( )各コースの学習のねらいを明らかにし、一人一人に応じた指導のために課題解決的な教材・2

操作的な教材・地域を素材にした教材等、教材の工夫改善により楽しさを感じながら自ら活

用し考える力を高める指導を実践する。

本研究では、第３学年の関数の指導において、各コースで一人一人に応じた教材を準備し、

指導方法を工夫する。

( )評価規準の自己評価表への活用、単元テストや定期テスト等の評価を生かした指導の在り方3

を工夫改善をすることにより、一人一人に応じた指導をより効果的に行う。
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以上の研究を行い、生徒の自己評価表の記入や生徒へのアンケートを実施することにより研

究主題にせまれたか検証する。

Ⅳ 実践例
１ 目標

○具体的な事象を調べることを通して、一次関数とは異なる数量の関係があることを見いだし、

意欲的に問題の解決に活用しようとする。 ＜数学への関心・意欲・態度＞

○具体的な事象の中から関数や法則を的確にとらえ、関数のとる値の変化の割合に目を向けるな

ど、変化や対応について着目し、関数や法則を見通しをもち論理的に考察することができる。

＜数学的な見方や考え方＞

○さまざまな事象の中にある数量の関係を的確に表現したり、関数ｙ＝ の関係を表、式、グax ２

ラフなどによって数学的に処理したりする。 ＜数学的な技能＞

○関数ｙ＝ の意味、変化の割合とグラフの特徴を知り、問題解決への利用の仕方を理解しax ２

ている。 ＜数量、図形などについての知識・理解＞

２ 指導方針

＜各コース共通＞

○比例や一次関数等で扱った内容や身近な事象を多く取り入れることで、意欲を持って取り組み

筋道を立てて考えられるように工夫する。

○その時間のねらいに応じ、個人で考えられる時間を確保したり、周りの生徒と相談し学び合え

る時間を確保したりして学習内容に応じた学習形態を取り入れる。

○生徒一人一人に応じた指導を充実するために、自己評価カードや単元テスト等による評価を工

夫改善し、次の指導に生かせるようにする。

＜基礎コース＞

○導入や関数の利用を学習する場面では、具体的な事象を取り上げることで興味・関心をもって

取り組むとともに、生活の中にある関数にも気付かせるようにする。

○様々な事象を取り上げて「ｙはｘの関数である」という意味をしっかりと理解した上で、関数

の関係について調べていけるようにする。ｙ＝ ax ２

○何をすればよいのかということがはっきりしている課題を提示することで、意欲を高めるとと

もに、学習していることが分かるという充実感をもたせるようにする。

○関数 の学習は、既習の関数の特徴や法則が使えるところが多いので、その都度復習すｙ＝ ax ２

るとともに、比較することで共通点と相違点を見いだせるようにする。

○グラフの学習をする時には、変数の様子を表に表してからグラフをかくことで、ａの値や変域

に着目して考えられるようにする。

○授業を始める時には前時の学習内容を確認することで、前時とのつながりを知って学習に取り

組めるようにする。

＜発展コース＞

○既習事項をもとにして、自ら考えたり周りと相談したりして関数関係を導くことのできる教材

を準備し、意欲的に授業に参加させる。

○身の回りの事象や既習事項の中から、２つの数量の変化や対応を調べることで、一次関数等と

比較しながら関数ｙ＝ について理解させる。ax ２

○関数ｙ＝ の特徴や意味を表、式、グラフ等を用いて表すことで理解させる。ax ２

○一次関数と比較しながら、変化の割合をもとに変化の様子を調べ、関数ｙ＝ についてのax ２

理解を深めさせる。

○身の回りの事象の考察に関数ｙ＝ を活用し、問題を解決させる。ax ２
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１ 単元名 関 数

＜基礎コース＞

( )ねらい1

○身近な事象におけるｙ＝ａｘ の関係にあるｘとｙの値の変化の仕方を、対応表、式、グラフ２

を用いて調べ、比例、反比例、一次関数と比較して考えることができる。

＜数学的な見方や考え方＞

○式がｙ＝ で表される関数は、二乗に比例する関数であることを知る。ax ２

＜数量・図形などについての知識・理解＞

( )準備2

○教師：２種類の問題プリント、掲示用の問題、発表用の紙、グラフ発表用の紙、マジック、

掲示用対応表、ヒントカード

○生徒：自己評価カード

( )展開3

学習内容 時 教師の支援及び留意点 評価項目

Ｔ１ Ｔ２

１．本時の課題 ５ ・身近な事象に関するｙ＝ａ

を知る。 ｘ の２つの問題を黒板に提２

示する。

①坂を転がるボールの時

間と距離の問題

②立方体の箱の一辺と表

面積の問題 ・生徒が課題をつかめている

・本時は、問題の中の２つの かよく観察し、つかめていな

数量の変化の様子や２つの数 そうな生徒には、個人で考え

量の関係を調べることを伝え る時間のはじめに支援する。

る。

２つの数量ｘとｙの変化の仕方やｘとｙの関係を調べよう。

２．２つの問題 ・２つの問題のうち興味のあ ・取り組む選ぶ時に迷ってい17

のの中から１つ る方を１つを選んで取り組む る生徒には声をかけ、自分で

選び取り組む。 ことを伝える。 選んだ問題に取り組めるよう

にする。

・課題について把握できてい

ない生徒に助言する。

・発表することも伝え、２つ

の数量の変化の仕方や関係を

わかりやすく表す方法も考え

るよう促す。

（予想される活動）

＊表を作る。

＊グラフをかく。

＊式で表す。
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・相談しないで、まずは一人

で取り組み、自分なりの方法

で変化の仕方や関係を調べる

よう促す。

・考えがまとまったら発表用

の紙に大きく分かりやすく記

述することを伝える。

・迷ったら、質問したりヒン

トをもらったりできることを

伝える。

・①のプリントを選んだ生徒

は教室の前側に、②のプリン

トを選んだ生徒は後ろ側に座

り、問題に取り組むよう指示

する。

・何を使って調べようとして ・何を使って調べようとして 【考】ｙ＊課題別の活動

いるかを机間支援の中で、声 いるかを机間支援の中で、声 ＝ａｘ の２

をかけたり観察したりしなが をかけたり観察したりしなが 関係にあ

ら把握し、グラフ用紙など必 ら把握し、グラフ用紙など必 るｘとｙ

要な物を考えるよう助言す 要な物を考えるよう助言す の値の変

る。 る。 化の仕方

・机間支援を行いつまずいて ・机間支援を行いつまずいて を既習の

いる生徒にヒントカードを与 いる生徒にヒントカードを与 関数と比

えたり助言したりする。 えたり助言したりする。 較して考

・生徒の活動が持続するよう ・生徒の活動が持続するよう えること

。助言し、必要に応じてＴ２と 助言し、必要に応じてＴ１と ができる

連絡を取り合う。 連絡を取り合う。

・発表用の紙に書けた生徒に ・発表用の紙に書けた生徒に

は、どのように調べてどんな は、どのように調べてどんな

結果が得られたか説明できる 結果が得られたか説明できる

ようにしておくことを指示す ようにしておくことを指示す

る。 る。

３．２つの問題 ・机間支援によって発表する ・机間支援の中で、Ｔ１と連15

について調べた 生徒を指名し、黒板に掲示し 絡をとり、発表させたい生徒

こ と を 発 表 す てある①の問題の下に貼るよ の指名を行う。②の問題の下

る。 う指示する。 に貼るよう指示する。

・発表を聞き、全員で確認す

ることを伝える。 ・適宜発表者に支援する。

・貼られた考えについて説明

するよう促す。適宜発表者に

支援する。

４．発表をもと ・これまでに学習した関数か ・変化の様子や関係に気付い10

に考察する。 どうか投げかける。 て、つぶやきなどが聞
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・発表された式をもとに、比 かれたら発言を促すよう励ま 【知】ｙ

例の式と比べるよう促した す。 はｘの２

り、表を使ってｘの変化に伴 乗に比例す

ってｙはどんな変化をしてい るという意

るか改めて確認する。 味と、その

・新たにｘ の変化を書く欄 関２

を付け足した表を掲示し、ｘ 数がｙ＝

の変化に伴ってｙはどう変 という２ ２ax

化するか、ｘ とｙの関係は 式で表せる２

どうなっているかを問いかけ ことを理解

る。 できる。

・ｙ＝ａｘ の式で表される２

とき 「ｙはｘの２乗に比例、

」 。する ということをおさえる

５．本時のまと ３ ・本単元では、２つの数量ｘ

めをする。 とｙがｙ＝ａｘ という式で２

表される関数について考えて

いくことを伝える。

・自己評価カードに記入する ・生徒の自己評価の様子を観

よう指示する。 察する。

＜発展コース＞

( )ねらい1

○与えられた学習プリントの問題から、２つの数量の関係を考察し、比例または一次関数と異な

る関数ｙ＝ があることに気付く。 ＜数学的な見方や考え方＞ax ２

○与えられた学習プリントの問題から、関数ｙ＝ を用いてとらえられるものがあることを知ax ２

る。 ＜数量・図形などについての知識・理解＞

( )準備2

○教師 学習プリント、模造紙

○生徒 自己評価カード

( )展開3

学習内容 時 教師の支援及び留意点 評価項目

前時の学習は、下の学習プリントで、水の高さｘの変化にともなって変化するものをす

るものをすべてあげ、それが関数となっているか考えた。

１ 前時の学習を ２

振り返る。 ①水の体積 ②水槽の残りの体積 ③手前の直

－５J



角二等辺三角形の面積 ④水全体の表面積

⑤水槽の残りの高さ ⑥上の長方形の面積

⑦残りのあいている部分の表面積 ⑧手前の直

角二等辺三角形の周りの長さ ⑨左のななめの

長方形の面積 ⑩左のななめの残った長方形の

面積 ⑪上の長方形の周りの長さ ⑫左のなな

めの長方形の周りの長さ

の 個があげらたことを確認する。12

・どこの部分か、どのように変化するか確認する。

２ 学習プリント ・学習プリントを配り、問題を読んで説明する。18

の課題に取り組

む。

学習プリント ＊上から水を入れる。

１ 右の図のような直角二等辺三角形状の水槽があ

ります。上から水を入れて、水を増やしていきま

す。下からの水の高さをｘ として、次の問題cm

に答えましょう。

( ) 前時で学習した、水の高さｘの変化にともなっ1

て変化するもの

cm①水の体積 ②水槽の残りの体積 ③手前の直 ｘ

角二等辺三角形の面積 ④水全体の表面積

⑤水槽の残りの高さ ⑥上の長方形の面積

⑦残りのあいている部分の表面積 ⑧手前の直

角二等辺三角形の周りの長さ ⑨左のななめの

長方形の面積 ⑩左のななめの残った長方形の ＊選んだ部分にしるしをしましょう。

面積 ⑪上の長方形の周りの長さ ⑫左のなな

めの長方形の周りの長さ

の中から一つ選んでｙとします。何番を選んだかを書き、ｙをｘの式で表したり、ｘと

ｙの関係を表に表したりしましょう。選んだ部分は、図に分かるようにボールペンでし

るしをしましょう。

・途中の計算 （ ）番を選んだ。

、A

・表 ｘ

ｙ

( ) ( )で表された関数は何とよばれる関数ですか。下に○をつけなさい。2 1

また、その理由も書いてください。

・比例 ・一次関数 ・新しい関数 ・その他

理由）
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・( )に取り組ませる。1

、 。・まずは相談しないで 一人で取り組むことを伝える

・ｙをｘの式で表す。

・表を作る。

・( )に取り組み、その理由も書かせる。2

＜予想される解答＞
２ ２① 直角二等辺三角形の面積 ｘ— cm

２ ２したがって、体積は ｘ ×４＝２ｘ—

、ｙ＝２ｘ 新しい関数 ２次式なのでA ２

10ｘ ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

18 32 50 72 98 200ｙ ０ ２ ８

② 表せない。 高さが分からないので。
２ ２③ 直角二等辺三角形の面積 ｘ— cm

、ｙ＝ ｘ 新しい関数 ２次式なのでA — ２

10ｘ ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

18 32 50ｙ ０ ２ ８

④ 表せない。 左の長方形の面積がでない。縦の長

さが分からないので。 【考】与え

⑤ 表せない。 全体の高さがないので。 られた学習

⑥ 長方形の面積は ４ｘ プリントのcm ２

、ｙ＝ 比例 ｙ＝ の形だから。 問題から、A 4x ax

ｘ ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ２つの数量10

ｙ ０ ４ ８ の関係を考12 16 20 24 28 32 36 40

⑦ 表せない。 長さが分からないので。 察し、比例

⑧ 表せない。 斜辺の長さが出せないので。 または一次

⑨ 表せない。 斜辺の長さが出せないので。 関数と異な

⑩ 表せない。 斜辺の長さが出せないので。 る関数ｙ＝

⑪ 長方形の周りの長さは ＋８（ ） がある2x cm ax ２

、ｙ＝ ＋８ 一次関数 ｙ＝ ＋ｂの形なので ことに気付A 2x ax

ｘ ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ く。10

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28ｙ ０

⑫ 表せない。 斜辺の長さが出せないので。

・机間支援をしながらつまずいている生徒にはヒン

トを与え筋道を立てて考えられるように援助する。

・関係式が表せない問題で、多くの生徒がつまずいて

、 。いるようであれば 個別支援して早めに発表させる

３ 班の意見を聞 ・１班は、①②番の発表。２班は、③④番の発表。12

いていろいろな ３班は、⑤⑥番の発表。４班は、⑦⑧番の発表。

関数があること ５班は、⑨⑩番の発表。６班は、⑪⑫番の発表。

を知る。発表準 ・班になり問題の答え合わせと、発表に向けての準備

備をする。 をする。

・比例や一次関数は表などの特徴も考えさせる。

・班での発表で、( )の理由もしっかりと説明できるよ2

うにさせる。
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４ 班の発表を聞 ・班の発表を発表させる。 【知】与え18

き本時のまとめ ・発表後に①③⑥⑪を黒板にはる。 られた学習

をする。 ・比例、一次関数、ｙ＝ で表される関数があるこ プリントのax ２

とと条件が足りなくて式で表せない関数があること 問題から、

axを知る。 関数ｙ＝

・比例や一次関数は表などの特徴なども発表させる。 を用いてと２

・生徒の説明で足りなかったところを補足し、二次式 らえられる

で表される関数ｙ＝ 確認させ、その特徴も比例 ものがあるax ２

。や一次関数と比較しながらを説明する。 ことを知る

＜表を使って一定に増加していないことや式を比較し

て二次式になっているところなど＞

・自己評価カードを記入させ本時のまとめをさせる。

・今後も新しく出た関数ｙ＝ の式について学習ax ２

し、さらにグラフなどもかいていくことを伝える。

（○成果・●課題）Ⅴ 成果と課題
①指導体制の工夫・改善について

○２コースの少人数指導を行いきめ細かな指導が行えた。

○生徒の発言や質問に対して応える時間が増え、生徒の意欲も高まった。

、 「 」●コースに別れても各コース内の習熟度に個人差ができ アンケートでは 数学の授業が分かる

という項目についてはあまりよい結果に結びつかなかった。その差を補うためには、各コース

の分け方等の指導体制の工夫や教材の与え方の工夫が必要である。

②教材開発とその活用について

○主に単元の導入で、身近な教材や操作活動、ゲーム的教材などを取り入れた結果、生徒の意欲

が高められた。

○具体的な事象を多く取り入れたため、筋道を立てて考えられるようになった。

●身近な事象や具体物、ゲームなどから次時の授業内容にうまく結びつかず 「楽しさ」だけで、

終わってしまう教材もあった。

●ＴＴ指導で教材を用いる際の役割分担や、少人数指導における各コースに応じた教材の使い方

などを打ち合わせる時間が、あまりとれなかった。

③指導の評価の工夫・改善について

○授業ごとに年間計画と評価規準を見直すことで、指導内容と授業中の生徒の反応とを照らし合

わせ修正することができた。

○自己評価カードについては毎回記述することで、授業に対する生徒の意識や自己の評価を積み

重ねていくという意識が高まった。

●自己評価カードにおいて記述する観点がぼやけてしまい、うまく指導に結びつかなかった。さ

らに内容を検討する必要がある。

－８J
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数学をつくり、生かす教育の創造 
～日常生活への「活用」に視点をあてた資料の活用の指導～ 

高崎市立吉井中央中学校  小川 麻子 
Ⅰ 主題設定の理由 

今年度より全面実施された学習指導要領への改訂は、平成２０年１月の中教審答申を踏

まえて行われているが、その中教審答申の中で、算数・数学科の改善の基本方針の一つと

して、次のことが示されている。 

 

その上で、中学校数学科で取り上げる内容については、次の２つの視点から構成したと、

学習指導要領解説数学編では述べている。 

 
これは、数学が閉じた学問でなく、作り上げていく学問、そして今も発展しつつある学

問であるということを感じ取ってもらいたいという考えからである。 
ところで、今回の改訂では、「資料の活用」領域が新設された。中学校数学科では以前よ

り「資料の整理」として統計の内容が扱われていたが、平成１０年１２月に告示（平成１

５年１２月に一部改正）された旧学習指導要領で「確率」以外が削除された。もっとも現

実の世界に近い内容ともいえる統計の内容が消えた訳だが、現行の学習指導要領では、再

び統計の内容が扱われることとなった。これは、情報化や国際化が進んだ現代社会では、

収集した情報を正しく読み解き、合理的かつ的確に判断できる能力を身につけることが重

要であるとの判断からである。今回の改訂で、中学校数学科の内容は「A 数と式」「B 図形」

「C 数量関係」「D 資料の活用」の４領域に設定されたが、「資料の活用」領域だけは、他

の３領域と違い、不確定な事象を取り上げているといえる。 
そこで、改めて統計の内容として新設された「資料の活用」領域において日常生活への

ア) 日常生活や社会において自立的に生きる基盤として不可欠であり常に活用できるよ

うになっていくことが望ましい内容 
イ) 義務教育以降の様々な専門分野における学習を深めていく上で共通の基盤として習

得しておくことが望ましい内容 

 子どもたちが算数・数学を学ぶ意欲を高めたり、学ぶことの意義や有用性を実感した

りできるようにすることが重要である。そのために、 
・ 数量や図形の意味を理解する上で基盤となる素地的な学習活動を取り入れて、数量

や図形の意味を実感的に理解できるようにすること 
・ 発達や学年に応じた反復（スパイラル）による教育課程により、理解の広がりや深

まりなど学習の進歩が感じられるようにすること 
・ 学習し身につけたものを、日常生活や他教科の学習、より進んだ算数・数学の学習

へ活用していくこと 
を重視する。 
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活用という視点で授業実践をし、生徒自身が数学をつくり、生かせるようにと本主題を設

定した。 
 
Ⅱ 研究目標 

 「資料の活用」領域の学習で学んだことを日常生活に「活用」することは、目的に応じ

て資料を収集して整理し、その資料の傾向や特徴を読み取る能力をより確かなものにする

ことに有効であるかを、実践を通して明らかにする。 
 
Ⅲ 研究内容 

１ 活用させるために 

各単元の活用の授業を見ていると、習得した知識や技能を文章問題や問題解決学習に結

び付けるのが苦手な生徒が多い。そこで問題を解決するためのポイントについて、改めて

考えた。 
PISA の調査では問題解決に必要なプロセスとして、次の六つが示されている。 

 このプロセスの中で、本研究では、「問題の理解」「問題の熟考」「問題解決のコミュニケ

ーション」の３つを特に工夫して、次の３つの視点で実践を積み重ねた。 
① 問題の理解をしやすくするために、生徒にとって解決や考察の必要性がある課題を設

定する。 
② 問題の熟考のために、現実性をもたせる課題を設定する。これにより、実生活の経験

を踏まえながら、解決方法の検討をスムーズに行えると考える。 
③ 問題解決のコミュニケーションのために、ディベートなど自分なりの判断や主張が必

要な場を設定する。これにより、自分の考えを深めたり、表現する力を高めたりする

ことができると考える。特に、「資料の活用」領域で取り扱う内容は、不確定な事象

が多く、正解が一つとは限らない。そのため、論理的な判断のもと自分はこう思うと

主張する必要性が高いと考える。 
  
２ ３つの視点における具体的手だて 

（１）課題設定について（視点①、②） 
日常生活の中で話題になっている問題、身近な問題を課題として設定することで、解

決や考察の必要性を感じることができる。また、身近な問題なので、自分の考えをもち

○ 問題の理解（情報を理解する、関連付けるなど） 
○ 問題の特徴付け（情報の検索、整理、考察） 
○ 問題の表現（表、グラフ、記号、文章による表現など） 
○ 問題の解決（解決方法の診断、提案など） 
○ 問題の熟考（解決方法の検討、明確化など） 
○ 問題解決のコミュニケーション（解決方法の伝達） 
 



K-3 
 

やすく、どのようなデータが必要であるか、そして、データを基に、どのような視点で

考えていくか見通しをもって学習を進められる。さらに、話題になっている問題なので

インターネット等を使って実際のデータを収集することができる。そうすることで、自

分で必要なデータを選び、整理することができるので、目的に応じた資料を活用する力

を養うことができる。 
 

（２）自分なりの判断や主張が必要な場の設定について（視点③） 
ディベートを取り入れた授業展開にすることで、以下のような効果が期待できる。 

これらを本研究の中で照らし合わせた時、１、２、３については、上の課題設定の工夫と合わ

せることで、さらなる効果が期待できる。４については、他者を納得させる必要性があるため、

自分の都合のよいデータだけを集めて説明してしまうことを防ぐ効果も期待できる。 

以上のことから、ディベートは「資料の活用」領域で取り入れることに有効であると考え、実

践に組み込んだ。 
 
Ⅳ 実践例 

１ 必要性や現実性のある課題設定の例 

過

程 
学習活動 時

間 
活動への支援及び留意点 

課

題

の

把

握 

○本時の学習課題を把握する。 ５ ・生徒が実生活で気にしているような内容を取

り扱うことで、課題意識をもって取り組めるよ

うにする。 
 
 

1. 問題意識を持つようになる。  

2. 自分の意見を持つようになる。  

3. 情報を選択し、整理する能力が身に付く。  

4. 論理的にものを考えるようになる。  

5. 相手（他人）の立場に立って考えることができるようになる。  

6. 幅の広いものの考え方、見方をするようになる。  

7. 他者の発言を注意深く聞くようになる。  

8. 話す能力が向上する。  

9. 相手の発言にすばやく対応する能力が身に付く。  

10. 主体的な行動力が身に付く。  

11. 協調性を養うことができる 

川本信幹・藤森裕治編「教室ディベートハンドブック」『月刊国語教育別冊』東京法令出版、1993 年

 

 

今年の夏は本当に暑かったのか。気象庁のホームページから１０１年分のデータ

を利用（活用）し、自分の考えをまとめよう。 
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課

題

の

追 
究 

○パソコンを使って、表やグラ

フに表す。 
・ヒストグラム 
・棒グラフ 
・折れ線グラフ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○表やグラフから傾向を読み取

る。 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

・自分なりにいろいろな表し方をし、傾向が読

み取りやすい資料を選択できるように、ヒスト

グラムの作り方や表計算ソフトを使ってのグラ

フでの表し方、代表値の表し方は、前時までに

しっかり行っておく。 
 
・資料の整理のみで時間が終わらないように、

データが多すぎると感じた場合には、必要なデ

ータだけを使ってよいことを伝える。 
 
・作為的なデータの選択が説得力に欠ける例を

意図的に取り上げて、作為的に選択するのでは

なく、無作為に選ばなければいけないことに気

付かせる。 
 
 
 
 
 
 
・ 

ま

と

め 

○発表を聞き、様々な読み取り

方があることを知る。 
15 ・生徒のパソコンとは別の画面に発表画面を送

信しながら発表させることで、自分の作成した

表やグラフ、意見との違いを比べられるように

する。 
 
２ 自分なりの判断や主張が必要な場の設定の例 

国語科と連携を図り、「資料の活用」領域の学習前にディベートの授業を行ってもらった。

そのため、ディベートのやり方の指導に時間をかけずに取り入れることができた。 
＜本時のねらい＞ 

代表値や度数分布表、ヒストグラムからそれぞれの特徴や傾向を読み取り説明すること

ができる。 
 

過

程 
学習活動 時

間 
活動への支援及び留意点 
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課

題

の

把

握 

○本時の学習課題を把握する。  ・日常生活の中での内容を取り扱うことで、課

題意識をもって取り組めるようにする。 
 
 
 
 

課

題

の

追

究 

○A 店、B のデータを、代表値

や度数分布表やヒストグラムを

用いながら、それぞれの傾向を

読み取り、付箋紙に書く。 
 
 
 
 
○班に分かれ、自分たちが主張

するお店の良いところと悪いと

ころを、付箋紙を貼りながらま

とめていく。 

 ・それぞれのお店の早いと思う理由と、遅いと

思う理由をまとめさせることで、いろいろな視

点から資料を読み取れるようにする。 
・読み取れない生徒には、自分ならどちらがよ

いか考えさせることで、それを選んだ理由がそ

のお店のよいところであることに気づかせる。 
 
・3～4 人の班にすることで、スムーズに話し合

いができるようにする。 
・説得力のある説明になるように、自分の意見

の根拠となることを、表やグラフを指し示しな

がら発表させるようにする。 
ま

と

め 

○次時の内容を知る。  ・次の時間の学習内容を伝えることで、見通し

をもてるようにする。 

＜本時のねらい＞ 
目的に応じて資料を収集して整理し、その傾向や特徴を読み取り、根拠をもってまとめ

ることができるようにする。 
過

程 
学習活動 時

間 
活動への支援及び留意点 

課

題

の

把

握 

○本時の学習課題を把握する。  ・ 

A 店と B 店、どちらのお店で出前をとるか？ 

次の時間、ディベートをするために、必要な資料を集め、自分たちの意見をま

とめよう 
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課

題

の

追

究 

○付箋紙をまとめたものから、

説得力のある主張を、２、3 個

選択し、その主張の反論を予想

する。そして、その予想した反

論に対しての主張を考える。 

 ・「多い」「少ない」という表現が主観的である

ことに気づかせることで、根拠を示してより論

理的に説明する必要性を感じられるようにす

る。 
・この場面でなぜ最頻値や中央値を使って主張

したのか聞くことで、理由が大切だという意識

づけをする。 
ま

と

め 

○次時の内容を知る。  ・次の時間の学習内容を伝えることで、見通し

をもてるようにする。 

＜本時のねらい＞ 
 ディベートや発表を通して、資料の傾向や読み取りをさらに深めることができる。 
過

程 
学習活動 時

間 
活動への支援及び留意点 

課

題

の

把

握 

○前時にまとめた内容を班で確

認する。 
10  

課

題

の

追

究 

○班ごとに、ディベートをする。 
 
 
○自分たちの主張の中で、最も

説得力のあるものを選び、理由

とともにホワイトボードにまと

める。 
 
○各班の発表を聞く。 

10 
 
 
10 
 
 
 
 
15 

 
 
 
・勢いだけの主張を選ばないように、根拠に説

得力があったかどうかで選ぶよう伝える。 

ま

と

め 

○本時の学習を通してわかった

ことを書く。 
５ ・ねらいにせまる感想が書けた生徒を意図的に

指名し、全体での深まりを図る。 
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Ⅴ 成果と課題 

１ 成果 

○ディベートの準備をしたり、実際にディベートをしたりしていく中で、「最頻値って何だ

っけ？最頻値で何がわかるんだっけ？」などの話が多く、活用しながら、自ら基礎的事項

の確認をし、理解を定着させていた。 
○ディベートを取り入れることで、より説得力のある論理的な説明をしようと、意欲的に

資料を読み取ろうとしていた。 
○国語科など、教科間の指導の連携を図ることで、本時のねらいにせまるための学習活動

の時間を充実することができた。 
 
２ 課題 

○生徒自身が情報を収集したり、エクセル等でデータの整理をしたりするために、パソコ

ン操作に慣れるまでは、本時のねらいにせまるための学習時間が十分に充実できない場合

がある。 
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文字式による論証能力育成に関する研究２
～中学１年文字と式における洞察を重視した読式の学習指導による記号化能力の伸長～

館林市立第二中学校 樋口 孝行

Ⅰ 主題設定の理由
研究主題の「数学をつくり，生かす教育の創造」について，筆者は，新学習指導要領の要点であ

る，知識・技能を活用して課題を解決するための思考力・判断力・表現力等の育成を重視したもの
と捉える．筆者は，数学の学習を数学の授業のアスペクト（小関,1999）との関連から「知識を練
り上げる（創り上げる）場面」「知識を活用する場面」「知識・技能の習熟を図る場面」の３つの

場面で捉えているが，「知識・技能の活用」は，「知識を活用する場面」を中心として，３つの場
面すべてにおいて必要であると考える．「知識を練り上げる（創り上げる）場面」は，「概念や原
理・法則の理解」の授業に当たり，思考力・表現力を重視し，生徒が考えて理解する（数学的活動
を通して，概念や原理・法則の理解を深める）授業を構想・実践する必要がある．
筆者はこれまでに，平成 15年度～ 17年度の３年間，図形の論証能力育成に関する認知発達研究

(樋口,2004,2006,2007)に取り組み，図形の論証能力の理解項目とその発達水準や図形の論証能力の
段階などを明らかにするとともに，生徒が論証能力を伸長するための効果的なアプローチを構築し，
実践・検証を通して，その有効性を明らかにしてきた．その中で，数学的能力の本質が記号化にあ
るとの結論を得た．
文字式による論証や図形の論証，日常問題（文章題）の解決などの数学を活用した解決過程すべ

てにおいて，記号化によって，問題を日常から数学のステージにのせることが本質である．中でも，

記号化する力が解決の出来を大きく左右するであろう文字式による論証に焦点を当て，記号化する
力を伸長するためのアプローチを構築し，実践を通して，その有効性を明らかにしたいと考えた．
さらに，文字式による論証能力を捉える場合，生徒が，「論証の意義」である一般性を理解して「証
明」できることが大切である．本研究において，生徒に身に付けさせることを目指す文字式による
論証能力とは，単に「証明」ができる能力ではなく，この「論証の意義」を理解して「証明」でき

る能力である．（以後「証明ができる」と表記する）
このような考えのもと，平成 21年度～ 22年度の２年間に渡り行った文字式による論証能力育成

に関する研究(樋口,2011,2012a)では，中学２年生で初めて文字式による論証を学習した生徒の文字
式による論証能力の実態の低さが明らかとなった（基本的な整数概念の「証明」ができた生徒は８
％．記号化できた生徒は 18 ％）．この生徒たちを２年間，継続指導し，「証明」「文字の理解」「文
字式の理解」の理解の実態や発達の様相を明らかにするとともに，「証明」と「記号化」の実態の

関連を分析した．その結果，「記号化」と「読式」が指導改善のポイントであることが明らかとな
り，中学３年で「発展的読式（証明した後に，計算結果に戻り，必要に応じて式を変形をして，別
の意味を読み取る学習活動）」を取り入れた実験授業を行い，文字式による論証能力を大いに伸長
することができた（詳しくは(樋口,2011)平成 22 年度本研究会紀要を参照）．しかしながら，「記号
化」やそれを支える「文字の理解」「文字式の理解」を伸長するアプローチのさらなる追究が必要

であることも課題として残った．
これまでの研究結果を受けて，生徒が初めて，文字を使い数量を一般的に表現することを学習す

る中学１年の「文字と式」の学習において，整数概念の「記号化」までをねらいとし，記号化する
力を伸長することが指導改善につながると考える．
以上のことから，生徒の文字式による論証能力について，「記号化」に焦点を当て，その能力の

伸長を図る効果的なアプローチをさらに追究し，生徒に還元したいと考え，本研究主題を設定した．

Ⅱ 研究目標

生徒が文字式による論証能力を伸長できるような効果的なアプローチを探り，実践・検証を通し

てその有効性を明らかにする．特に，本研究では，整数概念の記号化に焦点を当てる．

Ⅲ 研究内容
１．文字式による論証に関する文献や論文などの先行研究を調査し，文字式による論証の学習につ

いての基礎的事項や整数概念の「証明ができる」ために必要な能力や指導の重点について理論面
から明らかにし，指導改善に向け効果的なアプローチ構築への示唆を得る．

２．文字式による論証能力の実態を明らかにし，文字式による論証能力育成に関する本研究の焦点
化を図る．
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３．文字式による論証能力を育成するための効果的なアプローチを構築する．
４．構築したアプローチについて実践および検証を行う．

５．研究を進めていく上で，整数概念の「記号化」「文字の理解」「文字式の理解」について，継
続的に調査を行い，理解の実態や発達の様相を明らかにする．なお，「文字の理解」と「文字式
の理解」の枠組については，栗原(2003)の枠組を用いる．

Ⅳ 研究内容の概要

１．記号化能力の伸長を図るために
これまで行ってきた文字式による論証能力育成に関する研究(樋口,2011,2012a)と同様に「記号

化」能力の伸長を図るために，「読式」に重点を置いた学習指導を行う．学習指導要領（2008）
でも「式を読む」ことが重視され，１年の文字と式の学習に”式の意味を読む”読式の内容が新
たに付け加えられた．また，昨年度，本県中学校の数学教師を対象に行った思考力を高める授業
に関する調査研究(樋口他,2012)の調査結果の統計分析をもとに，思考力を高め，概念や原理・
法則の理解を深めるために，”発見して，確かめて”終わるのではなく”深める”学習として，
日常と関連を図った学習や発展的な学習を取り入れた授業を構想・実践することを提言した(樋
口,2012b)．中学１年の学習では，”式の表す意味”を読む「読式」の学習が設定されているが，
この学習の後に，”深める”学習として整数概念の「記号化」まで扱う．

２．「式の意味を読むこと（読式）」を重視した文字式の学習指導
栗原(2010)は，「文字式の理解（「読式」）」の水準を向上させるためには，「具体的な場面での

文字式の表す意味の理解が重要であり，文字式と具体的場面での文字式の表す意味との間を行き
来しながら理解が進んでいく」ことを指摘し，この思考を行わなければならない場面を授業中に
意図的につくることを提案し，実践・検証を通してその有効性を明らかにしている．

栗原(2010)の主張は次のような図式に表すことができる．栗原の主張する文字式と具体的場面
での文字式の意味との間を行き来する双方向の思考について，その本質は「積極的に洞察する読
み」であると筆者はとらえている．

洞 察

計算および計算結果の文字式 具体的な場面での文字式の意味

洞 察

これを受け，筆者は，中学３年の整数概念の「証明」を扱う文字式による論証の学習において，
論証過程に「発展的読式」を取り入れた学習指導の改善を提案した（樋口,2011,2012a）．これは,
「計算」した結果である文字式から具体的な場面で文字式が表す意味を考え読み取る（「読式」）．
さらに，証明した後に，「計算」した結果の文字式に戻り，必要に応じて式を変形をして，別の
意味を読み取る（「読式」する）学習活動を整数概念の文字式による「証明」の論証過程に組み
込んだたものである．この「発展的読式」により，「積極的に洞察する読み」を行い，「計算お
よび計算結果の文字式」と「具体的な場面での文字式の意味」の間を行き来する双方向の思考活

動が実現でき，その結果，「文字式の理解」を高めることができた．

＜文字式を用いた思考過程の発展的サイクル(樋口,2012a)＞
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さらに，「発展的読式」において，「積極的に洞察する読み」による「計算および計算結果の
文字式」と「具体的な場面での文字式の意味」の間を行き来する双方向の思考活動について，WS
分析および生徒へのインタビューから，次のことが明らかになった(樋口,2012a)．
「計算」である式変形がすぐに思いつく場合は，「計算および計算結果の文字式」から「具体

的な場面での文字式の意味」を洞察する思考が先に働き，その後，洞察した結果を具体例により
確かめる「具体的な場面での文字式の意味」から「計算および計算結果の文字式」への思考が行
われる．

「計算」がすぐに思いつかない場合は，具体例から「具体的な場面での文字式の意味」を洞察
し，その後，「具体的な場面の文字式の意味」から「計算および計算結果の文字式」への思考が
行われ，「具体的な場面での文字式の意味」に合うように「計算および計算結果の文字式」を洞
察して「計算」である式変形を行う思考活動が行われる．
本研究で着目するのは，前者の具体例による文字式の意味の確かめと後者の具体例による文字

式の意味の洞察である．どちらも「具体的な場面での文字式の意味」と「計算および計算結果の

文字式」との双方向の思考に当たるが，中学１年で初めて文字式による数量の一般的な表現を学
習する生徒にとって，この具体例からの洞察が重要であると考える．

３．具体的な授業構想
１．２．を具現化した授業を構想する．そのために，中学１年の「文字と式」の節の学習を次

のような流れで行う．

「①式による数量の表し方（割合概念中心）」→「②式の値」→「③式の表す意味（割合概念）」
→「④式の表す意味（整数概念）」→「⑤式による数量の表し方（整数概念）」．

教科書（大日本図書 数学の世界１年）では，①→③→②→④の順番となっている．③と②を
入れ替え，⑤を発展的に追加する．なお，教科書では，④は，２桁の自然数しか扱っていないが，
本研究では，「偶数」や「３の倍数」，「奇数」，「５で割って１余る数」，「連続する整数」や「連
続する偶数・奇数」まで扱う．
整数概念の記号化ができるためには，「数の構造の理解」「文字の理解」「文字式の理解」が必

要である．整数概念の文字式の読式において，文字に具体的にいくつかの数を代入して，その計
算式と計算結果から，帰納的に「数の構造」を発見し，文字式の表す意味を読み取ることで，「数
の構造の理解」の向上を図り，「記号化」能力の向上につなげる．そのために，「③式の表す意
味」の学習前に「②式の値」の学習を行う必要がある．

Ⅴ 実践の概要

ここでは，一連の実験授業の概要（ワークシート中心）について紹介する．
１．「①式による数量の表し方（割合概念中心）」

「①式による数量
の表し方（割合概念
中心）」の復習用の

ワークシートである．
割合概念を中心に

教科書にある整数概
念の数量の表し方「十
の位の数がｘ，一の

位の数が４である２
けたの自然数」の表
し方（「記号化」）を
扱った．
実際の授業では，

視覚的にわかりやす

い図形の面積なども
扱ったことで，生徒
は，数量の表し方（「記
号化」）に慣れるこ
とができた．
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２．「③式の表す意味（割合概念中心）」
割合概念における式の表す意

味を読む（「読式」）の学習活動
を行った．
実際に，生徒は，「計算およ

び計算結果である文字式」から
「具体的な場面での文字式の意

味」を洞察し，式の意味を読む
ことができた．
特に，左記のワークシートの

（３）３（a＋ 80）については，
式の形に着目し，(a ＋ 80)の式
の意味をジュース１本とパン１

個を合わせた値段であることを
読み取り，それが三つ分（セッ
トが３つ）であることを式に則
って読み取っている．

３．「④式の表す意味（整数概念）」
整数概念の式

の表す意味を読
み取る（「読式」
する）学習活動

のワークシート
である．
実際に，「計

算および計算結
果である文字式」

である数量を表
す文字式の文字
に値をいくつか
代入して具体的
に「式の値」を
求め，その計算

式や値を比較し
て，帰納的に共
通するきまりや
法則として「数
の構造」や「文

字式の表す意味」
を発見し，確認
することができ
た様子がわかる．
これは，「計

算および計算結
果である文字式」
から「具体的な
場面での文字式
の意味」への思
考がまず行われ，

その後逆方向の
思考が行われた
ことを意味する．
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４．「⑤式による数量の表し方（整数概念）」」
最後に，発展的な学習として，

整数概念の式による数量の表し
方（「記号化」）の学習活動のワ
ークシートである．
実際に，整数概念について，

数量を文字式で表した（「記号化」

した）後に，「数の構造」を言葉
の式で表したり，文字にいくつ
か値を代入して，具体例から「数
の構造」を確かめたりしている
様子がわかる．
これは，まず「計算および計

算結果である文字式」である文
字式で数量を表し（「記号化」し），
その後，「数の構造」や実際に表
す数を確かめる「具体的な場面
での文字式の意味」への思考を

行ったことを意味する．
最後の課題については，まず，

「具体的な場面での文字式の意
味」である「数の構造」を考え
確認してから，「計算および計算

結果である文字式」で数量を表
そう（「記号化」しよう）とした
ことがわかる．
このように「計算および計算

結果である文字式」と「具体的

な場面での文字式の意味」との
間の積極的な洞察による双方向
の思考活動が見られた．

Ⅵ 検証
１．「文字の理解」と「文字式の理解」の発達水準

（１）「文字の理解」と「文字式の理解」の発達水準
発達水準と調査問題の枠組は栗原(2003)による．

「文字の理解の水準」
［水準０］文字を数の代わりととらえていない
［水準Ⅰ］文字を１つの数の代わりととらえられる

［水準Ⅱ］文字をいろいろな数の代わりともとらえられる

「文字式の理解（読式）の水準」
【水準Ⅰ】文字式を操作（求める式）ととらえている
【水準Ⅱ】文字式を操作（求める式）とともに結果としてとらえている

【水準Ⅲ】文字式を一般的な表現ととらえている

（２）実験授業前の発達水準
プレテストの結果（調査は，平成２４年６月，１年生１１７人を対象）

文字の理解 ｎ＝１１７ 文字式の理解 ｎ＝１１７

［水準０］ ２２人 １９％ 【水準Ⅰ】 １０８人 ９２％
［水準Ⅰ］ ４１人 ３５％ 【水準Ⅱ】 ７人 ６％
［水準Ⅱ］ ４２人 ３６％ 【水準Ⅲ】 ０人 ０％
判定不能 １０人 ９％ 判定不能 ２人 ２％
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（３）実験授業後の発達水準
ポストテストの結果（調査は，平成２４年７月，１年生１１５人を対象）

調査は，実験授業終了の一週間後，同一生徒を対象としている．

文字の理解 ｎ＝１１５ 文字式の理解 ｎ＝１１５

［水準０］ １２人 １０％ 【水準Ⅰ】 ４２人 ３７％
［水準Ⅰ］ １９人 １７％ 【水準Ⅱ】 ３７人 ３２％
［水準Ⅱ］ ８０人 ７０％ 【水準Ⅲ】 ３１人 ２７％
判定不能 ４人 ３％ 判定不能 ５人 ４％

２．整数概念の「記号化」能力の実態

実験授業後に，基本的な整数概念の記号化について行った調査結果は次の通りである．

数量（整数概念） 正答率 ｎ＝１１５ 数量（整数概念） 正答率 ｎ＝１１５

① ２けたの自然数 ６９％ （７９人） ⑤ ５でわって２余る数 ６７％ （７７人）

② 偶数 ８９％ （１０２人）⑥ 連続する整数 ５７％ （６５人）

③ ７の倍数 ８４％ （９７人） ⑦ 連続する奇数 ４０％ （４６人）

④ 奇数 ６３％ （７３人）

３．検証

（１）「文字の理解」と「文字式の理解」について
「文字の理解」については，一連の実験授業によって，［水準Ⅱ］を達成した生徒が 36%か
ら 70%に増加し，大幅に向上した．また，「文字式の理解」については，実験授業前は，ほぼ
全員が【水準Ⅰ】だったのに対して，一連の実験授業後は，【水準Ⅲ】が０%から 27%に増加
し，大幅に向上した．なお，移行期である【水準Ⅱ】も 32%となり，確実に【水準Ⅰ】から
水準が向上しており，発達水準の向上が見られ,本研究の有効性を検証することができた．

（２）整数概念の「記号化」能力について
樋口(2012a)では，中学２年で初めて文字式の論証を学習したときの，基本的な整数概念で

ある「３でわって１余る数」について「記号化」できた生徒は，わずか 18%であった．本研
究における一連の実験授業の結果，基本的な整数概念（「５でわって２余る数」）について「記
号化」できた生徒は 67%であり，整数概念の文字式による論証の一番のハードルである「記
号化」をおよそ 70%の生徒が達成することができ，本研究の有効性を検証することができた．
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数学をつくり、生かす教育の創造研究主題

サブテーマ ～数学科における言語活動を生かした指導～

大泉町立北中学校 橋本 貴夫

Ⅰ 主題設定の理由

本年度から完全実施されている新学習指導要領では、数学科の目標として「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

現や処理の仕方を取得し、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 」とあり、数学的活動を通した指導の一層の充実が挙げられている。特に重視している数。

学的活動は「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 」とある。また 「言語活動の充実に関する指導事例集～思考力・判断力・表現力等の育。 、

成に向けて～【中学版 」には 「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 」とある。これまでの自分の授業を振り返ると、これまでに挙げたような。

活動を意識して授業の中にあまり取り入れてこなかった。

生徒の実態としては、計算のような答えが比較的簡単に出る問題に対しては意欲的に取り組

むことができている。しかし、文章問題や「～を説明しなさい 「～を考えなさい」といった」、

、 。思考力を問う問題に対しては苦手意識をもっていて はじめからあきらめてしまう生徒が多い

計算などの基礎的・基本的なことはできても、なぜそうなるのか説明できるとなるとごく一部

の生徒に限られてしまうというのが実態である。

そこで、本研究では、数学的な知識や技能などの基礎的・基本的な内容が身につくよう計画

的、継続的に指導する。そして、身につけた知識や技能を活用して問題を解決する力がつくよ

う、考えの根拠を明確に書かせたり、説明させたりといった言語活動を取り入れた授業を行っ

ていく。そうすることで、生徒の思考力や判断力、表現力を高められ、数学を活用することの

楽しさを実感し、学習への意欲も高まるのではないかと考え、本主題を設定した。

Ⅱ 研究目標

言語活動を取り入れた授業を行っていく中で、どのような活動が、数学科に関する知識や技

能を活用する力を高めるために有効であるのかを実践を通して明らかにする。

Ⅲ 研究内容

（１）基礎的・基本的な内容を確実に定着させるための工夫

数学を活用するには、まずは、それまでに学習した内容がしっかりと身についている必要が

ある。そこで、本研究では、基本的・基礎的な内容をしっかりと身に付けさせるために「予習

・復習を活かす」と「学習の成立の確認」を手立てとして考え取り組んでいく。

○予習・復習を活かした授業展開

毎時間、予習課題を出したり、復習プリントを出したりし、授業の中で活用していく。本時

のねらいを達成できるような予習課題や復習プリントを用意し出すことで、授業の中で活用で

きるようにする。

○学習の成立の確認

授業の最後に確認問題を出題し、その時間の内容が身についているか確認する。継続的に行

うことで、基礎的・基本的な内容がしっかりと身につくのではないかと考える。また、最後に
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確認し「できた 「わかった」を実感させることで、学習への意欲も高められると考える。」

（２）言語活動を取り入れた授業実践

「言語活動の充実に関する指導事例集～思考力・判断力・表現力等の育成に向けて～【中学

版 」には、数学における言語活動を充実させる指導事例が１０事例示されている。その中で特】

に 「書く活動」と「話す活動」を取り上げているものを参考にしながら実践していく。書かせ、

たり話させたりする活動を工夫することで、自分の考えに自信をもたせ、より良く表現できる

ようにする。

○書く活動

ワークシートやノートに考えを書かせる際、表、式、グラフなど何を根拠として考えたのか

書かせるようにする。書いたものをもとに全体や隣同士で考えたことを説明させることで、相

手を意識した説明を書くことの必要性が実感できるようにする 「根拠を書くこと 「根拠から。 」

わかること 「推論の順番に書くこと」などの視点を明確にして指導する。」

○話す活動

考えを隣同士で説明し合う活動や全体で話し合う活動を取り入れ、他者の考えに触れたり、

他者の考えを読み取ったりすることができるようにする。さらに、話し合うことでより考えを

深められるようにする。

Ⅳ 実践例

（１ 「平方根のいろいろな計算」）

１ ねらい 根号をふくむいろいろな式の計算をすることができる。

２ 準 備 教師 教科書、ノート、宿題

生徒 教科書、ノート、数学ファイル、宿題

３ 展 開

学習活動 分 教師の支援 評価項目過程

Ｔ１ Ｔ２

導 １．以下の既習内容の確認 ○予習課題として、こ ○既習の内容を10

入 をする。 れまでに学習したこと 忘れている生徒

で本時にかかわるもの に対して個別に・３ａ－ａ＝２ａ

に取り組ませておくこ 支援すること・ √２） ＝２（
２

とで、これまでの学習 で、既習内容の・有理化について

を意識して取り掛かれ 定着を図れるよ・分配法則

るようにする。 うにする。・展開の公式１～４

・根号のついた数の四則演算

展 ２ 本時のめあてをつかむ １ ○既習内容が活用でき ○課題が把握で． 。

開 ることを伝えることで きていない生徒６ 平方根のいろいろな計算 、

本時の学習にスムーズ を支援すること根号をふくむいろいろな式の計

に入れるようにする。 で課題把握でき算について考えよう

るようにする。

３．根号をふくむいろいろ ９ ○途中の計算の仕方を ○計算でつまず

な式の計算をする。 ワークシートに書かせ いている生徒に

１ ３√２－２／√２ ることで、何を根拠と 対しては、既習

２ √２（√２＋√３） して計算しているのか 内容の中で使え

３ （√２＋√３） 明確にさせるとともに るものを具体的２ 、
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４ χ＝４＋√５のとき 計算の方法が理解でき に示して取り組

χ －５χ＋４の値 るようにする。 ませることで解２

○どのようにして解いたの ○隣同士で解き方を説 決への見通しが

かワークシートに書く 明し合わせることで、 もてるようにす

○できた問題だけ隣同士で お互いの理解が深まる る。

説明し合う ようにする。

４．１～４の答え合わせを ○それぞれの問題につ ○問題が解けて10

し 計算の仕方を確認する いて、解き方を生徒に いない生徒に対、 。

【数学的な技１ →分母に根号がある 説明させることで、根 しては、よく説

能】ときは有理化をする 号を含んだいろいろな 明を聞くよう伝

２ →分配法則を使う 計算の解き方を理解で えることで、解 Ｂ 根号を

３ →展開の公式の２を きるようにする。 き方が理解でき 含むいろい

使う ○有理化や分配法則な るようにする。 ろな式の計

４ →式を簡単にしてか どをしっかりと押さえ 算をするこ

。ら代入する ることで、活用できる とができる

ようにする。 Ａ 根号を

５．練習問題に取り組む。 ○簡単に答えを求めら ○問題解決が困 含むいろい15

れるよう工夫できると 難な生徒に対し ろな式の計

きは工夫することを伝 ては、ヒントを 算を工夫し

えることで、いろいろ 与え解決の見通 てすること

な数の見方ができるよ しがもてるよう ができる。

（ ）うにする。 にする。 ワークシート

ま ６ 学習成立の確認をする ５ ○計算の仕方について ○取り掛かれて． 。

と の穴埋め問題に取り組 いない生徒に対①分母に根号があるときは（有

め ませることで、本時の しては、ヒント理化）する。

学習内容が身についた を与えることで②√３（√２＋√３）＝

か確認する。 自力解決できる③（√５＋√２） ＝
２

ようにする。④式の値を求めるときは（式を

簡単）にしてから代入する。

○導入の場面では、本時の内容で活用できるものを

宿題として出しておき、その答え合わせから始める

ことで、本時で既習事項が活用できるようにした。

そうしたことで、多くの生徒が本時の課題に取り組

むときに既習の内容を活用し解決することができて

いた。

○どのようにして解いたのか説明し合わせる場面で

は、まずは右のワークシートのように計算の答えだ

けを書かせるのではなくどのようにして解いたか書

かせるようにした。その後に、書かれたことをもと

に隣同士で解き方を説明し合わせた。説明が書けて

いない生徒も隣同士で話し合うことで書くことがで

き、課題の解決方法を理解することができた。書け

ていた生徒は話し合う中でより良い解法に気づくこ

とができた （言語活動） 【ワークシート 下段に解法を書く】。

３年 組 番 名前（ ）平方根ワークシート
○次の計算をしなさい。また、どのように計算したのか説明も書きましょう。

１ ３ ー ２ （ ＋

３ （ ＋ ） ４ χ＝４＋ のとき２

χ ー５χ＋４の値を求めよ２
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○まとめの場面では、本時の内容が身についたか短時間で確認できるような問題を出題した。

多くの生徒が正解し、本時の内容が身についていることがわかった。また、本時の内容が身に

ついていない生徒を把握し、解決できるよう個別に指導することができた。

（２ 「図形の中に現れる関数」）

１ ねらい 事象の中から関数ｙ＝ａχ を見いだし、表、式、グラフを用いて問題を２

解決することができる。

２ 準 備 教師 教科書、ノート、宿題

生徒 教科書、ノート、数学ファイル、宿題

３ 展 開

学習活動 分 教師の支援 評価項目過程

Ｔ１ Ｔ２

導 １ 本時の内容を確認する ５． 。

入 １右の図アのように、正方形ＡＢＣＤと直角二等辺

三角形ＥＦＧが直線上に並んでいる。正方形を固定

し、直角二等辺三角形を矢印の方向に、頂点ＧがＣ

に重なるまで移動させる。

○線分ＢＧの長さが変わる ○「重なってできる三 ○課題を把握で

とそれにともなって変わる 角形の面積の変化のよ きていない生徒

数量を考える。 うすを調べていこう」 に対して個別に

と伝え本時の課題を把 支援する。・重なってできる三角形の面積

握できるようにする。・重なってできる三角形の高さ

展 ２ 本時のめあてをつかむ ５． 。

開 線分ＢＧの長さをχｃｍとするときに重なっ

てできる△ＢＧＨの面積をｙｃｍ として△Ｂ２

ＧＨの面積の変化の様子を表や式、グラフを用

いて調べよう。そして△ＢＧＨの面積が△ＥＦ

。Ｇの面積の半分になるときのχの値を求めよう

○表や式、グラフを用 ○課題が把握で

いて問題を解決するこ きていない生徒

とを確認することで本 を支援すること

時の課題の見通しがも で課題把握でき

てるようにする。 るようにする。

３ ｙとχの関係を表 式 ○ｙとχの関係を表、 ○表が作れない． 、 、 10

グラフで表す。 式、グラフに表させる 生徒に対しては

・表 ことで、ともなって変 χ＝１のときχ

わる２つの数量の変化 ＝２のときと図

の様子を調べるには、 をかかせて面積

・式 表、式、グラフを用い を求めさせるこ

ｙ＝１／２χ ればよいことを確認す とで表を作れる２

・グラフ る。 ようにする。

４．△ＢＧＨの面積が△Ｅ ○どのようにして求め ○問題が解けて10

ＦＧの面積の半分になると たかを書かせることで いない生徒に対、

きのχの値を求める。 何を根拠として考えた しては、よく説

χ（ｃｍ） 0 1 2 3 4 5 6

y（ｃｍ２）
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○どのように求めたかワー のか明確にさせるよう 明を聞くよう伝

クシートに書く。 にする。 えることで、解

○求め方を隣同士で説明し ○書いたことをもとに き方が理解でき

あう。 隣同士で求め方を説明 るようにする。

○答えを確認する。 し合わせることで、自

信を持って考えを交流

できるようにする。

５．練習問題に取り組む。 Ｂ 事象の15

Ｑ１ 右の図のように、長方形ＡＢＣＤと台形ＥＦＧ 中から関数
２Ｈが直線上に並んでいる。長方形を固定し、台形 ｙ＝ａχ

、を矢印の方向に、頂点ＧがＣに重なるまで移動さ を見いだし

せる。線分ＢＧの長さをχｃｍとするときに重な 表、式、グ

ってできる図形の面積をｙｃｍ とする。重なっ ラフを用い２

てできる図形の面積が、もとの台形ＥＦＧＨの面 て問題を解

積の半分になるときのχの値を求めなさい。 決すること

ができる。

○６＜χ≦８のときは ○問題解決が困 Ａ さらに

１次関数になっている 難な生徒に対し 解法を根拠

ことを表や式、グラフ ては、ヒントを を明確にし

で確かめさせる。 与え解決の見通 て説明でき

しがもてるよう る。

（ ）にする。 ワークシート

ま ６ 学習成立の確認をする ５ ○Ｑ１の答えを確認す ○できていない． 。

と ることで、本時の内容 生徒を把握し個

め が身についたか確認す 別に指導できる

る。 ようにする。

○△ＢＧＨの面積が△ＥＦＧの面積の半分になると

きのχの値を求める場面では、右のワークシートの

ようにこれまで学習してきた、表、式、グラフを活

用して考えられるようにした。そうしたところ、生

徒は表を埋めるところから考え、式やグラフに表現

することとができていた。

○χの値を求めるときに表やグラフからでは求める

ことができない。隣同士で話し合う中で、表やグラ

フからは求めることはできず、式から求めるという

ことに気づくことができていた。

○考えを伝え合わせる場面では、表、式、グラフの

何を根拠として考えたのかしっかりと伝えられるよ

うにした。

○練習問題は、よく似た問題に取り組ませ、同じよ

、 、うに考えれば解決できるということを伝え 表や式

グラフで考えさせ 「できた 「わかった」を実感で、 」

きるようにした。

【ワークシート 表・式・グラフで考える】→

Ｐ１３０

２ 図形のなかに現れる関数

３年 組 番 名前

めあて：

右の図アのように、正方形ＡＢＣＤと直角二等辺三角形Ｅ１

ＦＧが直線上に並んでいる。正方形を固定し、直角二等辺三角形

を矢印の方向に、頂点ＧがＣに重なるまで移動させる。線分ＢＧ

の長さをχｃｍとするときに重なってできる ＢＧＨの面積をｙ△

、 。 、ｃｍ として ＢＧＨの面積の変化の様子を調べよう そして△２

重なってできる ＢＧＨの面積が、もとの直角二等辺三角形ＥＦ△

Ｇの面積の半分になるときのχの値を求めよう。

表を利用して方法１

答え

（ 式 ）を利用して （ グラフ ）を利用して方法２ 方法３

答え 答え

（ 式 ）より、重なってできる ＢＧＨの面積が、もとの直△

角二等辺三角形ＥＦＧの面積の半分になるときのχの値は

（ ３ ）である。√２ｃｍ

χ（ｃｍ） 0 1 2 3 4 5 6

y（ｃｍ２）

ｙ

χ

O

10

２

１０

４ ６

20
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Ⅴ 成果と課題

（１）成果

○はじめは、根拠が書かれていない説明や、指示語を多用した説明が多かったが、多くの生徒

が根拠や数学的な表現を意識した説明を書くことができるようになってきた。

○隣同士で説明し合う活動を取り入れてきたことで、説明することに慣れ、根拠をきちんと伝

、 、 。えたり 説明の順番に気をつけたりするなど 相手を意識した説明ができるようになってきた

、 、 、また いろいろな考えを全体で確認する場面では 一人の生徒に全部を説明させるのではなく

途中できって 「ここから先はどう考えたのだろう 「根拠は何だろう」と他の生徒に考えさせ、 」

るようにした。そ

うしたことで、生

徒は集中して発表

者の説明を聞くよ

うになり、自分の

説明を根拠を明確

にした説明に改善

することができて

いた。

【説明し合う生徒の様子】

○授業の最後に学習の内容が身についたか確認することを継

続的に行ってきたことで、数学的な知識や技能などの基礎的

・基本的な内容が定着してきたように感じる。また、授業の

はじめに本時と関わりのある既習の内容を右の図のように黒

板に提示し残しておき確認することで、生徒は本時の課題に

取る掛かる際、その内容を活用しようと意識して取り組むこ

とができていた。 【既習の内容の例】

○この研究を通して 「既習の内容の確認」→「本時の課題（既習内容の活用 」→「定着の確、 ）

認」という１時間の授業を繰り返すことで、生徒の基礎・基本が身についたり、その身につけ

たことを活用したりする力がつくのではないかと感じた。

（２）今後の課題

●自力解決に時間をかけてしまうことが多かったので、自力解決の時間を短くし、説明が書け

ている生徒を指名しながら全体で確認していくことで、説明の書き方や説明の仕方を全体で確

認し、身につけられるようにしていく必要があると感じた。

●言語活動というと「話す活動」が中心であると考えがちである。生徒に「話す活動」をさせ

る前にワークシートを工夫したり、ノートの書き方等を工夫したりして、表現させるというこ

と大切であると感じた。その授業でどのような力を生徒につけたいのかを明確にし、どのよう

な手立てがふさわしいのか考え、授業で実践していくことが今後の課題である。

●授業の最後に内容が定着したか確認をした時に、定着できていない生徒に対する支援が不十

。 、 。分だったように感じる 今後 授業形態や補充プリントの用意等の工夫が必要であると感じた

平行線と角の性質
２ 直 線 が 平 行 で

、 、あれば 同位角
錯角は等しい
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数学をつくり、生かす教育の創造 
～数量の単位に注目した数と式の指導～ 

太田市立木崎中学校  津久井 智大 
 
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、数量の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することが中学校の数学においてとても重要であると考える。 

 中学校の第一学年では＜数と式＞領域、特に文字を使うことに関して抵抗を覚える生徒

が多く、つまずきやすい内容であると考える。小学校でも未知数や変数を□や○、ｘ、ｙ

などと表すことを学習してきたが、小学校では具体的な数を扱っていたことが多く、文字

を数の代わりとして捉えることが難しい。本校の一学年の生徒は、数量に対しての基本的

な原理についての理解が特に不十分である。文章問題においては、出てきた数字を考えな

しに足したりかけたりするということも見られ、文字を用いるとさらに困難に感じる生徒

も少なくない。また、自ら深く考えようとする態度に乏しく、誰かが発表するのをきいた

り、黒板に答えがかかれてからそのまま写したりする生徒もいる。正負の数などの基本的

な計算問題には素早くとりかかることができる生徒が多いので、文字に関しての理解や、

抵抗がなくなることで、文字を使った式や文章に対しても同じようにとりかかることがで

きるようになるものと考えられる。本研究を通して、文字を使って数量を表すことや等式

をたてることに少しでも抵抗をなくし、理解を深められるようにしたい。そして、方程式

の利用や関数の学習を通して、未知数や変数を、文字を使って表すことの良さや有用性を

実感できるようにしていきたい。 

 

Ⅱ 研究目標 

 文字を用いて数量を表したり、式を立てたりすることについての基本的な原理・法則に

ついての理解を深め、一次方程式・連立方程式の利用に活用できるようにする。 

 

Ⅲ 研究内容 

 この研究を進める上で、どのようにしたら生徒が文字を用いた数量の表し方や、数式の

立式の理解が深まるかと考えたときに３つの手立てを取り入れることとした。 
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①について 

 本校の生徒は小学校のときに速さ、時間、道のりの図や、図形の面積を求める公式など

をしっかりと覚えるように指導されてきている。そのため、具体的な数値が定められてい

る問題については、答えを求めることにそこまで苦労をしないことが多い。 

 例えば、速さが時速 50km、走った時間が 4時間のとき、走った道のりを求めるという問

題では、ほとんどの生徒が 

   50×4＝200        A 200km     

と、いうところまで求める事ができる。しかし、時間の４時間をａ時間にすると、道のり

を求めることが困難に感じる生徒が多い。生徒達には、 

  （速さ）×（時間）＝（道のり） 

という基本的な考え方は身についている。そこで、まず知りたいもの、問題で聞かれてい

ることを明確にし、（道のり）を求めるためには 

  （速さ）×（時間）＝（道のり）    から 

    50 × ａ  ＝50ａ 

というところにもっていきたい。また、50ａは何を表しているか、というような問題に関

しても、この考えかたの逆をたどり、小学校での学習に帰着することで、抵抗を少なくで

きるものと考える。 

   50ａ＝ 50  × ａ 

     ＝（速さ）×（時間）＝（道のり） 

もちろん、文字を具体的な数に代えて考えることも、生徒の理解を促す有効な手段である

ので、どちらも適切に利用していきたい。 

 

②について 

 方程式などで、数量を等式に表すときに混乱しやすいことの一つが、等しい関係の数量

を見つけるということである。小学校では「＝」は計算の結果として使用されることがほ

とんどである。そのため、（左辺）＝（右辺）という「＝」の左右の数量が等しいという意

味で使用されることに慣れていない。そのため、等式においては、等しい関係を見つけ、

それらを「＝」で結ぶという意識付けをしっかりとすることが必要である。そこで、等し

い関係の数量をみつけるために線分図や表を利用していく。また、その時に③で述べる単

 ① 小学校での既習事項から文字を使った数量に当てはめることで、文字＝数の代

わりという基本的な考え方を身につける。 

 ② 線分図や表を用いて、数量の間にある関係をつかむ。 

 ③ 数量の単位を確認し、立式することで、数量や式の意味を理解しやすくする。 
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位に注目させることで等式で結ぶ数量を選んだり見つけたりするためのてがかりになると

考える。 

 

③について 

 一学期に「数量の表し方」を学習した際に、「ａ円の７％増しの値段はいくらか」という

質問をしたところ、 ａ+0.07 とした生徒が多くみられた。生徒達が、小学校の時に学習

した、『１％は 0.01』、『１割は 0.1』といった理解のみで考えたためにこの誤答が出てきた

ものと考えられる。また、割合が苦手な生徒が多く、知識や理解がしっかりとできていな

いこともある。ここで、ａを具体的な数、例えば 1000円などとすると、1000円の７％増し

の値段が 1000+0.07 にならないと言うことは容易に判断できる。では、なぜこのような

誤答が出てきたのかを考えたときに、文字に慣れていないということも原因の一つである

ことは間違いないが、生徒の中では単位に関する意識がとても低い（時速、分速などにつ

いても、問題文で単位を直さなければならないような問題にはあまり触れてきていない）

のではないかと思う。基本的には、加えたり、引いたりするときには単位がそろっていな

いといけないという考えが、文字を用いた数量になると薄れてしまうものと考えた。つま

り、ａ（円）+0.07（割合）をしてしまうために誤答となってしまう。そこで、0.07の単位

が（円）ではないので加えることはできないことを確認し、0.07がａに対しての割合なの

で、ａ×0.07（円）にしてから加えるようにさせる。なお、ここで、百分率をａ×7/100と、

分数で表すことに慣れさせたい。 

 このように一つ一つの数量の単位をしっかりと確認させることで、立式をするときの手

助けにもなり、さらには、二学年で学習する連立方程式の立式で、「お金に関しての式」、「個

数に関しての式」のような、単位に注目した立式の仕方ができるようになると考えている。 
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Ⅳ 実践例 

１，単元名 １次方程式の利用 

 

２，指導計画 （全４時間扱い） 

時 学習活動 指導上の留意点 

１ 

○個数と、代金の関係を等式に表し、方

程式を利用して未知数を求める。 

○方程式の解き方の復習をする。 

・問題文の関係が分かりづらい時には図

や表を利用させる。 

・（個）と（円）という単位があるので、

注意して立式させる。 

２ 

○過不足の問題で、折り紙の枚数を２通

りの表し方で表し、等式を作り、未知数

を求める。 

・実際にイメージをふくらませたり、線

分図を用いたりすることで、等しい関係

を見つけやすくする。 

３ 

○速さ、時間、道のりについての関係を

式に表し、未知数を求める。 

・何について等式を作るかをしっかりと

確認させる。（速さと速さは足せないな

ど） 

・速さ×時間＝道のり などを単位に着

目しながら説明する。 

４
（
本
時
） 

○いろいろな１次方程式の問題を解く。 ・項に注目して、単位を考えさせる。（乗

法、除法ごとで区切らない） 

 

３，本時の学習 

（１）ねらい 

 数量の間の関係を方程式で表すことができる。 

（２）準備 

 ワークシート 

（３）展開 

過程 学習活動と発問 指導上の留意点 

導入 

５分 

○課題をつかむ。 

 

 

聞かれているのは、妹が追いつく

時刻だ。 

・速さはどちらも毎分～ｍだ。 

・姉が９時、妹が９時１０分に家

を出た。 

・駅までの道のりを隠しておく 

 

 

・時刻が問われているが、追いつくまでの

時間がわかれば時刻もわかることをおさ

える。 

 

 

妹が姉においつくのは何時何分ですか。 
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展開 

４０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○問題文の数量を単位と一緒に確

認する。 

毎分６０ｍ、毎分２１０ｍ 

 

 

○表をうめて、姉と妹の速さ、時

間、道のりを把握する。 

姉は１０分多くかかっている。 

速さと時間を表すことができれば

道のりも表すことができる。 

 

 

 

○表の中の数量について考え、等

しい関係を見つける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○方程式を解き、問題の答えを導

く。 

聞かれているのは時刻なので、妹

の出発した時刻に、かかった時間

を足して考える。 

 

 

・６０ｍと毎分６０ｍの違いなどもしっか

りと押さえ、速さなのか、道のりなのか等

を確認する。 

 

 

・妹が追いつくまでにかかった時間をｘ分

としたときの姉の歩いていた時間はどう

なるのかを実演して、考えさせる。 

・道のりの欄で戸惑っている生徒に対して

は、「問題文には書いてないけど、み・は・

じの表を見ると、どうにかできないか。」

などの補助発問を入れる。 

 

・等しい関係がすぐに見つからない生徒に

対しては、線分図を書いたり、実演させた

りする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出てきたｘが何だったのかを確認し、問

題に合った答えを書くようにさせる。 
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○家から駅までの道のり問題文に

追加する。 

 

 

・追いつく地点が駅を越えてしま

っているので、追いつくことがで

きない。 

・追いつく時間よりも前に駅に着

いてしまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・問題の意味を理解できない生徒に対して

は、道のりの話がでてきているので、「追

いつくまでの道のりはどうだろうか。」な

どと発問する。 

・早く終わった生徒には、「じゃあ駅に着

く前に追いつくためには妹の速さをどれ

くらいにすればよいか。」や「９時１０分

ではなく、何分に出れば追いつけるのか。」

などを考えさせる。 

 

まとめ 

５分 

○最後に出てきた答えが問題に適

しているかどうかの確認をする。 

 

・方程式の文章問題のような場合は解の吟

味が必要な時もあることを理解させる。 

 

 

Ⅴ 成果と課題 

 ＜成果＞ 

○文章や表、線分図に単位を記入し、それらに注目する。 

 出てきた文章に線をひき、その単位を確認するようにしたことで、表や図にあらわした

ときにも単位を記入し、そこに注目して数量の関係を表そうとする生徒が増えてきた。 

○問題に出てくる数量、文字で表す数量を確認する。 

 「問題文に出てきている数量はどんなものがあるのか。」や、「その単位は何か。」また、

自分で何も文字で表し、「文字の単位をどうするのか。」に注意できるようになった。 

家から駅までの道のりが８００ｍのとき、今の答えをそのまま答え

として良いだろうか。 
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＜課題＞ 

○ 乗法、除法などによって単位がどう変わるのか、また変わらないのかの把握 

文字のままでは、（値段）×（個数）＝（値段） になることや、（速さ）×（時間）＝

（道のり） になるなどの単位に関しての基本的な理解ができない生徒も多く、具体的

な数に戻す過程を挟まなければいけないことが多かった。これから文字を使用する場面

が多くなってくることや、文字の種類も増えることもあり、具体的な数に戻さなくても、

数量としての関係や単位の関係に気づけるようにしていく必要がある。 

○ 等しい関係を見つけること 

個数や値段に関するような問題においても、「鉛筆と消しゴムを買って、合わせて 1500

円でした。」というような場面で、（鉛筆の代金）＋（消しゴムの代金）と 1500円とい

うものが等しいということに気づけない生徒もいた。計算の結果が 1500円という意識

ではなく、（鉛筆の代金）＋（消しゴムの代金）と 1500円という数量を等しい数量であ

るという意識に変えていけるようにしなければならない。 

文字を使って表すことは生徒にとって、抽象的で異質なものという考えがある。連立方程

式で文字の種類が増えたり、関数で変数として扱われたりするときのことを考えても、さ

らに文字に対して抵抗をなくしていくことが必要であると感じた。 
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数学をつくり、生かす教育の創造 
～ＴＴによる効果的な指導～ 

みどり市立笠懸南中学校 藤生 里美 
Ⅰ 主題設定の理由 
 平成20年9月の学習指導要領の中学校数学科の目標では、「事象を数理的に考察し表現する能力を高め

ること」や「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」が改善点として挙げられて

いる１）。しかし、平成24年度全国学力調査の結果から、「数学的に表現したり、数学的に表現された事

柄を読み取ったりすること」や「具体的な事象における２つの数量の関係には，一次関数として捉

えられるものがあることの理解」に課題があることがわかった２）。つまり、日常生活や社会における

事象を数理的に考察し、数学を活用することに課題があると考えられる。このことから、「数学をつく

り、生かす教育を創造すること」が、現在の数学教育に求められており、その研究の意義は大きい。 
 事象を数理的に表現したり、活用したりするためには、基礎的・基本的な知識及び技能の習得が前提

となる。本校2年生の平成23年度標準学力調査の結果から、「かっこや分数を含む1次方程式」や「文章

から数量関係を読み取ること」など、活用するための基礎的・基本的な技能の習得に課題がある。また、

基礎的・基本的な計算に対しても苦手意識を持っている生徒もいる。本校では、単元に応じてＴＴによ

る数学の授業を行い、数学を苦手としている生徒への個別支援等を行っている。Ｔ１、Ｔ２のそれぞれ

の主な役割として、Ｔ１が授業を進め、Ｔ２が補助として個別支援を行う形を取ることが多い。生徒に

とっては、わからないことを聞ける先生が２人いるという認識でいる。しかし、わずか50分の授業時間

の中で、個別支援を必要としている生徒全員に、十分に時間を取って個別に対応することは、教員が2
人いたとしても、時間的に難しいものである。一斉指導と個別指導の両方を取り入れた授業において、

ＴＴによるより効果的な指導を行う方法を考える必要がある。また、個別支援を必要としなくとも、理

解を深めさせたい生徒への支援も同時に行えるようなＴＴでの役割分担ができると、より多くの生徒が

数学の授業に満足感を得られるとともに、数学をつくり生かすことへとつながるものと考える。そこで、

本研究主題を設定した。 
 
Ⅱ 研究目標 
 すべての生徒がわかる授業を展開するために、ＴＴによる効果的な指導の工夫を明らかにする。 
 
Ⅲ 研究内容 

１ ＴＴの在り方 
 TT の指導形態としては、以下の 4 つの方法が考えられる。 

①2 人の教師で協力して進める一斉指導（TT①） 
②T1 が進め、T2 が補助をする一斉指導（TT②） 
③同教室で、別々に指導する方法（TT③） 

数学科の授業では、これらを 1 つに絞るのではなく、指導計画から組み合わせて行っている。現

在、TT として本校で行う回数が多いのは、TT①と TT②の一斉指導である。そこで、本研究では、

TT①と TT②の一斉指導の形態における効果的な指導の工夫に焦点を当てることにする。 
また、TTによる授業が成り立つ条件として、次のことが挙げられる３）。 
 ①授業に対する考えを一致させる 
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 ②学ぶ子どもの像を一致させる 
 ③教材に対する考え方が一致する 
 ④評価を一致する 

  これらを踏まえた授業を行う必要がある。 
２ TT による一斉指導 
（1）長所と短所 

TT を行う上では、長所と短所を理解しておく必要がある。 
TTのよさとして、次のようなことが挙げられる４）。 
①一人ひとりの子どもに関わる機会が多くなる。 
②より深い多面的な子どもの理解を促すことができる。 
③コース選択など、多様な子どもの個性を生かすことができる。 
④変化にとんだ適切な授業展開が可能になる。 
⑤一人ひとりの子どもについて、より適切な評価ができる。 
⑥毎時間の授業について、より厳しい評価が可能になる。 
⑦教師が教材研究を深くするようになる。 

  TT の短所としては、次のようなことが挙げられる。 
   ①T１と T２の指導目標が一致していない場合に、生徒に混乱を与えてしまう。 
   ②教師間で十分な打ち合わせの時間を十分もつことが難しい。 
   ③生徒理解の情報交換を行うタイミングが難しい。 
 これらの長所を生かし、短所を減らすような TT の在り方が理想である。特に、T1 と T２の指導目

標や生徒理解の共通理解をいかに図るかがポイントである。そこで、共通理解の図り方やそのタイミ

ングに焦点を当てて授業の流れを考えるものとする。 
（2）単元の指導の流れ 
  TT を活用した単元の流れとしては、例えば、次のようなものが考えられる。 
【単元の指導例】５） 

オリエンテーション【TT①②】 
           ↓ 

基本的な文章問題【TT①②】 
           ↓ 

チェックテスト【T①②】 
↓           

個別学習（補充）・個別学習（発展）【TT③】 
  基本的な内容については一斉指導を行い、生徒の理解や定着に差が出てきたところで、個別学習

とすることで、より個に応じた指導ができる。T1 と T2 が共通理解を得る場面としては、単元に入

る前に、単元の流れを確認し、共通理解を図ることが考えられる。 
また、このような流れの中では、指導形態 TT①と TT②は次の目的で行うことが多い。 

   ア 生徒の自力解決を支援するため 
   イ グループや学級全体での話し合いを深めるため 
 どの時間でアとイのどちらを目的とするのかをはっきりと打ち合わせて決めておく必要がある。 
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（3）1 時間の指導の流れ 
 指導形態 TT①②における 1 時間の指導の流れとしては、次のようなものが考えられる。1 時間の

授業の中で、上で挙げたアとイの目的を明らかにして、意図的に TT①と TT②を組み合わせることが

必要である。 
【指導例】６） 

 生徒の動き TT の目的 T1 T2 
指

導

の

流

れ

↓ 

○復習テスト 
 
 
○本時の学習 
(1)課題把握 
 
 
 
(2)個別追及 
 
 
 
(3)集団追及 
 
(4)まとめ 

 
 
 
 
ア 
 
 
 
ア 
 
 
 
イ 

・テストの配布 
・定着していない生徒の把握 
 （→T2 へ） 
・問題場面を説明 
・課題を提示 
・見通しをもたせるために既

習事項を確認 
 
・個別追及における支援（机

間指導） 
・個別追及における情報交換

（→T2 へ） 
・集団追及における児童生徒

への問いかけや揺さぶり 
・学習のまとめ 

・テストの配布（補助） 
・定着していない生徒の把握 
 （→T１へ） 
・問題場面を提示 
・課題を板書 
・見通しをもてたかどうかの確

認（机間指導） 
・支援が必要な生徒への対応 
・個別追及における支援（机間

指導） 
・個別追及における情報交換

（→T１へ） 
・集団追及における児童生徒へ

の揺さぶり 
・まとめを板書 

  復習テストを行うことで、前時の学習が定着していない生徒を把握することで、支援が必要な生

徒への対応に生かすことができる。できれば、T１が説明等を行っているときに、T２が復習テスト

の結果に目を通し、正誤だけではなく、誤答の傾向もつかんでおけるとよい。 
  本時の学習では、課題把握や個別追及においては、自力解決を支援する目的で机間指導を行う。

その際、必ず T１と T２で情報交換を行う。集団追及では、理解を深めたり本時の目標に迫るため

に、例えば T１と T２で役割演技を行ったり、考え方の違う生徒の意見をそれぞれが味方して話し

合わせたりすることが考えられる。 
  1 時間の授業の流れの中で、T1 と T2 が情報交換を行うタイミングをしっかりと決めておくこと

が大切である。また、T１は、T2 が支援が必要な生徒への対応をしているときには、時間をおくな

ど、T2 の動きに配慮する必要がある。T2 は、生徒の意見を拾って T1 と連携を図ってよい意見を

取り上げたり、授業の進みと支援に入るタイミングに気をつけたり、T1 が一斉で説明していると

きには個別指導を行わない等の配慮をすることが必要である。 
 
Ⅳ 実践例 
＜１時間の流れの例＞ 
１ 単元名 連立方程式 
２ 本時の学習 
（1）ねらい 
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 文字の係数の絶対値が等しくない連立二元一次方程式を加減法で解くことができる。 
（2）準備・資料 
  教科書、ノート、学習プリント、補充プリント、ワーク 
（3）展開 

学習活動 
時

間 
指導上の留意点及び支援の工夫 評価の観点・評

価項目及び評

価方法 
T1 T2 

１．豆テスト

と家庭学習の

確認をする。 
 
 
２．例題１を

解く。 
 x+2y=4 
 4x+3y=1 
○個別追及 
 
 
 
 
○グループで

の意見交流 
 
 
 
 
○全体での確

認 
 
３．教科書の

練習問題を解

く。 
 
 
４．例題２を

解く。 
 3x-4y=-15 
 2x+3y=7 

５ 
分 
 
 
 
25
分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
分 
 
 

・テストの配布 
・定着していない生徒の把握 

（→T2 へ） 
・前時の内容を確認する。 
 
・問題場面を説明 
 
 
 
・見通しをもてたかどうかの

確認（机間指導） 
・個別追及における情報交換

（→T2 へ） 
 
・グループでの意見交流をす

ることで、式を何倍かにす

る必要性に気付けるよう

にするために、生徒への問

いかけや揺さぶりをする。 
 
・個別追及における支援（机

間指導） 
・個別追及における情報交換

（→T2 へ） 
 
・問題場面を説明 
 
 
 
・見通しをもてたかどうかの

確認（机間指導） 
・個別追及における情報交換

・テストの配布（補助） 
・定着していない生徒の把握

（→T１へ） 
 
 
・豆テストから誤答傾向と定

着していない生徒の把握

（→T1 へ） 
 
・見通しをもてたかどうかの

確認（机間指導） 
・個別追及における情報交換

（→T１へ） 
 
・グループでの意見交流をす

ることで、式を何倍かにす

る必要性に気付けるように

するために、生徒への問い

かけや揺さぶりをする。 
 
・支援が必要な生徒への対応 
 
 
・個別追及における支援（机

間指導） 
・個別追及における情報交換

（→T1 へ） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【技能】文字の

係数の絶対値

が等しくない
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○個別追及 
 
 
 
 
○全体での確

認 
 
５．教科書の

練習問題を解

く。 
 
 
６．今日の振

り 返りを す

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 
分 

（→T2 へ） 
 
・生徒への問いかけや揺さぶ

り 
 
・個別追及における支援（机

間指導） 
・個別追及における情報交換

（→T2 へ） 
 
・今日のポイントを確認す

る。 

・見通しをもてたかどうかの

確認（机間指導） 
・個別追及における情報交換

（→T１へ） 
 
・支援が必要な生徒への対応 
 
 
・個別追及における支援（机

間指導） 
・個別追及における情報交換

（→T1 へ） 
 

連立二元一次

方程式を解く

ことができる。

（ノート） 

 ※ 誤答が多く、全体での説明が必要なものについては、T１、T２に関係なく、全体への説明を行う。 
 ※ できる限り、T１、T２が情報交換を行う回数を増やす。 
 
Ⅴ 成果と課題 
 成果としては、次のものが挙げられる。 
  ○情報交換を行うタイミングを決めたことで、個別支援が必要な生徒の把握がしやすくなり、生徒

の理解を助ける支援をスムーズに行うことができた。 
  ○豆テストからの誤答把握によって、前時までの生徒の理解の実態を把握することができ、その時

間の全体での説明等で役立てることができた。 
  ○TT という指導形態によって、いつでも先生に質問できる雰囲気を作ることができ、「理解をしよ

う」「わからないところはわかるようにしたい」という意欲を多くの生徒が高めることができた。 
 課題としては、次のものが挙げられる。 
  ○グループや全体での理解を深めるための TT の実践（役割演技など）を行うことができなかった。 
  ○T1 と T2 の打ち合わせの時間はなかなか取ることができず、意図的に時間を設ける必要がある。 
  ○学習意欲の低い生徒や数学への苦手意識のある生徒への個別支援へは時間がかかるとともに、TT

の指導形態であっても、十分な支援を行うことができなかった。授業時間内での効果的な個別支

援や授業時間内だけではない個別支援を考えたりする必要があると思われる。 
 

【引用文献】 
1）文部科学省「中学校学習指導要領解説 数学編」,2008,P.7 
2）国立教育政策研究所「平成 24 年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書『教科に関する調査の

結果』」,2012,P.12 
3)清水静海／清田澄子編著「数学科ティーム・ティーチング取り組みの実際」,1998,東洋館出版
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社,P.P.48~52 
4）石井勉「学力を育て合う算数科 T・T の授業」,明治図書,1998,P.10 
【参考文献】 
5）教育開発研究所「ティーム・ティーチング読本」,1993,P.P.226～232 
6）群馬県教育委員会「はばたく群馬の指導プラン」,2012,P.85 
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数学をつくり、生かす教育の創造

～数学的活動を生かした関数の指導～ 

桐生市立広沢中学校 小池 俊介 

 

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。ここでの「それらを活用して」の「そ

れら」とは、「数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則」、「数学的な表現や処理の仕方」、「事

象を数理的に考察し表現する」能力のことである。また、新学習指導要領では、数学科で取り上げる内

容の一つとして「日常生活や社会において自立的に生きる基盤として不可欠であり常に活用できるよう

になっていることが望ましい」という視点を挙げており、学習した内容を常に活用できるようにしてお

くことが求められている。 

次に、学習した内容を何に活用するのかについてである。新学習指導要領では、「学習し身に付けたも

のを、日常生活や他教科等の学習、より進んだ算数・数学の学習へ活用していくこと」が重視されてい

る。つまり、活用の対象となるのは、日常生活や社会における事象と、数学の世界における事象である。

前者は、「日常生活や社会における事象を数学的に定式化し、数学の手法によって処理し、その結果を現

実に照らして解釈する」ことであり、後者は「数学の世界における事象を簡潔な処理しやすい形に表現

し適切な方法を選んで能率的に処理したり、その結果を発展的に考えたりする」ことである。 

このように、新学習指導要領では、学習し身に付けたものの全てを日常生活や他教科の学習、より進

んだ数学の学習に活用することが求められている。このことにより、生徒が数学を学ぶ意欲を高めたり、

学ぶことの意義や有用性を実感したりできるようになると考える。 

また、新学習指導要領における中学校数学科の改善の基本方針として、「根拠を明らかにし筋道立てて

体系的に考えることや、言葉や数、式、図、表、グラフなどの相互の関連を理解し、それらを適切に用

いて問題を解決したり、自分の考えを分かりやすく説明したり、互いに自分の考えを表現し伝え合った

りすること」の指導の充実が挙げられている。つまり、学習した内容を日常生活や他教科の学習や、よ

り進んだ数学の学習に活用する際、数学的な表現や考え方を使い、生徒同士が自分の考えを互いに伝え

合ったり、説明し合ったりすることが求められている。このことにより、自分とは違う他の考え方のよ

さに気付き、自分の考えをさらに広げたり、深めたりすることができると考えられる。 

 本校２年生の関数的な見方や考え方については、事象における２つの数量関係を関数として捉えるこ

とや、表・式・グラフを用いて表すことに抵抗を感じている生徒は少なくない。また、与えられた学習

課題には意欲的に取り組むことのできる生徒が多いが、既習の知識を活用して新たな課題を主体的に考

えていこうとする傾向はあまり見られない。このような生徒たちに、数学が日常生活や社会における具

体的な場面で活用できることを実感させられれば、主体的に知識や技能を活用しようとする態度を育て

ることができると考えられる。また、多くの生徒は、課題解決をする際、自分の考えをまとめたり、数

学的な表現を用いて説明したりすることが苦手である。そのため、授業において生徒が主体的に課題を

考え、その思考過程をまとめ、生徒同士が互いに表現し合える活動を意図的に設定する。そのことによ

り、授業中に生徒同士が自分と他者との考え方の違いに気付いたり、互いの考えを深め合ったりする機

会を増やしていく。 
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本単元では全体を通じて、具体的な事象から１次関数の関係にある要素を見つけ、式に表す活動や、

表・式・グラフから、日常生活における具体的な場面を想起させる活動を取り入れる。さらに、数学的

活動として、日常生活や社会における事象を数学的に解釈し、表・式・グラフといった数学的な表現を

用いて処理した後、その結果からさらに現実の問題として考察する課題を設定する。その際、本校の研

修主題である言語活動として、現実の事象から必要な情報を取り出したり、表・式・グラフといった数

学的な表現を使い、関数的な考え方を生かして説明し合ったりする活動を取り入れていく。 

以上のような数学的活動を生かした関数の指導を取り入れることで、数学をつくり、生かす教育の創

造ができると考え、本主題を設定した。 

 

 

Ⅱ 研究目標 

・１次関数の指導において、数学的活動として生徒が日常的な事象を１次関数として解釈し、表・式・

グラフを用いて互いの考えを伝え合う場面を設定することで、自分の考えを広げたり、深めたりしなが

ら、１次関数を学ぶことのよさを感じられ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 

・事象を数学的に捉え、互いに考えを広げたり、深めたりしながら、学ぶことよさを感じられる授業づ

くりのために、以下のような数学的活動を生かした 1次関数の指導を行う。 

①生徒が目的意識をもち、主体的に取り組む授業 

 ・毎回の授業の最初に行っている復習の時間を使い「１次関数の事象を表した具体例から立式する」

という活動を取り入れたり、授業中には１次関数の式から具体的な場面を想起させたりする。そう

することで、１次関数が実生活と関連していることを常に意識させ、１次関数の有用性を実感させ

る。                                 （実生活との関連①） 

 ・「一次関数の利用」の場面で、携帯電話の料金といった、生徒たちにとって身近な題材を扱い、関数

関係があることに気付かせ、表・式・グラフを用いて説明させる。このような活動を設定すること

で、数学的に表現することのよさを感じ、進んで数学的な見方や考え方を活用しようとする態度を

養う。                                （実生活との関連②） 

②言語活動を取り入れた課題解決学習の設定 

 ・具体的な事象を１次関数としてとらえ、表・式・グラフ等を使って表現させる場面では、必要な情

報を読み取り、何と何が１次関数の関係になっているかを考えさせることにより、事象を数学的に

解釈し、表現する力を養う。                         （言語活動①） 

 ・文章から立式する場面やグラフをかく場面では、立式の仕方やグラフのかき方を話し合ったり、説

明したりする活動を取り入れることで、互いに考えを深め合えるようにする。   （言語活動②） 

・「一次関数の利用」では、携帯電話の各料金プランを数学的な表現を用いて処理した後、新たな情報

として顧客の通話時間を与え、適するプランを選択する活動の場面を取り入れる。そのことにより、

改めて現実の場面と照らし合わせて考えられるようにする。また、適する料金プランと選んだ理由

を自分なりに考えさせた後、互いに選んだ理由を説明させることで、自分とは違う考え方のよさに

気付き、自分の考えを広げたり、深めたりさせる。               （言語活動③） 
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Ⅳ 実践例 

１．教材観 

 本単元は、中学校学習指導要領数学の第２学年の内容〔Ｃ 関数〕（１）ア『事象の中には一次関

数としてとらえられるものがあることを知ること。』及び、イ『一次関数について、表、式、グラフ

を相互に関連付けて理解すること。』を受け設定したものである。 

 生徒は小学校の算数科において、身の回りにある数量を分析整理し、簡単な表やグラフを用いて

表したり、読み取ったりしてきている。そして、徐々に棒グラフや折れ線グラフを用いて表したり、

文字を用いた式で表したりしてきており、比例や反比例といった関係についても学んできている。

また、中学校１年生の数学科では、比例や反比例の関係について関数としてとらえ直し、表、式、

グラフを相互に関連付けたり、具体的な事象を比例や反比例とみなして問題解決する際、その判断

の根拠や解法を他者に説明したりすることを学んできている。 

しかし、本校では、二つの数量の変化や対応の様子を調べ、表、式、グラフといった数学的な表

現を用いて考察していくといった関数的な考え方が充分に身に付いている生徒は少ない。そこで、

本単元では、具体的な事象を一次関数という新たな観点から考察し、さらに多くの事象について変

化や対応の様子を調べたり、表、式、グラフ等を用いて表したりすることで、関数的な見方や考え

方を豊かなものにできるようにする。 

 関数の学習では、二つの数量関係という目に見えない関係を扱うため苦手としている生徒が多い。

しかし、日常生活や社会には、関数関係で表せるものが多く、具体的な事象と結び付けて考えやす

い。また、表、式、グラフといった数学的な表現についても苦手としている生徒が多いが、それら

を用いることにより目に見えない関数関係を表現することができ、問題解決につながることを実感

させることで、一次関数を学ぶ意義や必要性を感じられる。そして、日常生活や社会における様々

な事象を関数としてとらえ、変化や対応の様子を調べたり、結果を予測したりする関数的な考え方

をさらに深めさせたいと考える。 
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２．授業実践①（一次関数の利用その１） 

・ねらい  具体的な事象の中から二つの数量の変化や対応を調べることを通して、関数関係を見出し、

表・式・グラフを用いて表現することができる。 

・展開 
学 習 活 動 時間 指 導 上 の 留 意 点 評価項目（方法） 

１．今までに学習したことについて

全体で復習をする。 
（実生活との関連①） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．本時の課題を把握する。 

（実生活との関連②） 
 
３．携帯電話の料金プランの仕組み

確認する。 
 
 
４．どのようにしてプランを比較す

れば良いのかを考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 

１５ ○１次関数の式、変化の割合、グラフの切片と傾き、グラフのかき方

について確認する。 
○黒板に具体的な事象が書かれた課題を貼り、指名をしながら確認し

ていく。 
 
○左の課題の下線部に教師が書き入れていく。 
○水を入れる場合のみを確認する。 
 
 
 
 

 
○携帯電話の通話時間と使用料金の関係について考えることを伝え

る。 
 
○なぜ複数のプランがあるのかを聞き、「通話時間によって、より料

金が安くなるプランを選べるようになっているから」であることを

確認させる。 
 
○まずは、個別で自力解決をさせ、数分後、周りの生徒と相談しても

よいことにする。 
≪予想される生徒の反応≫ 

 ・通話時間に応じて、それぞれの料金プランでの料金を計算する。 
 ・通話時間と料金との関係を表にして比較する。 
 ・通話時間と料金との関係を式にして比較する。 
 ・通話時間と料金との関係をグラフにして比較する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【関心・意欲・態度】 
〈おおむね満足〉 
・比較するための方法を

考えている。 
 
〈十分満足〉 
・周りの生徒と相談しな

がら、比較するための

様々な方法を考えてい

る。 
（机間指導） 

５．３つの料金プランの情報を読み

取り、通話時間と料金の関係を

表に整理する。 
（言語活動①） 

 
 
６．３つの料金プランの情報を読み

取り、通話時間と料金の関係を

グラフに整理する。 
（言語活動②） 

 
 
 
 
 
 
 
 
７．３つの料金プランの情報を読み

取り、通話時間と料金の関係を

式に整理する。 
（言語活動②） 

 
 
 

 

３０ ○何と何が関数の関係になっているかを確認し、通話時間をｘ（分）、

料金をｙ（円）で表すことを伝える。 
○最初は自力解決をさせ、数分後、ヒントとして最初の３個ほどの求

め方を全体で確認する。 
○数分後、全体で確認し、計算ミスがないか確認する。 
 
○表からグラフに１つずつ点をうっていくことで、グラフをかかせ

る。 
○本来は１分ごとに加算されているが、本時ではグラフを直線と考え

ることにする。 
○表の利用料金の値が５００の倍数の時は、正確に点がうてることを

利用し、直線で結ばせる。 
○全体で確認した後、隣同士で互いのかいたグラフが合っているか確

認させる。違う場合は間違いを指摘させる。 
○教師は全体を見て、間違いに気付けないペアがあったら、個別に

説明をする。 
 
○グラフから切片と傾きを求め、式を考えさせる。 
○変域ごとに分けて式を作るため、最初に全体で各料金プランの変

域を確認する。 
○切片がグラフから読み取れないプランについては、傾きを求めて

から１点を代入して切片を求める方法や、２点の座標から連立方程

式を解いて傾きと切片を求める方法があることを伝える。 
○自力解決の時間を５分ほど与えた後、周りの生徒と相談してもよ

いことにする。 
 
 

【表現・処理】 
〈おおむね満足〉 
・通話時間と料金の関係

を、周りの生徒と相談し

ながら、表・式・グラフ

に表すことができる。 
 

〈十分満足〉 
・通話時間と料金の関係

を、自分の力で表・式・

グラフに表すことがで

き、周りの生徒と相談す

ることで考えを深め合

っている。 
  （行動観察・机間指導） 

８．本時の学習をまとめる。 
（実生活との関連②） 

５ ○３つの料金プランの変化や対応の様子を調べ、表・式・グラフに表

現することで一次関数としてとらえることができたことを伝え、身

近な事象と一次関数が関係していることを説明する。 
○次回は、具体的な通話時間から適した料金プランを考える活動を行

うことを伝えることで、次回の授業への意欲を高める。 
 

 

水そうに深さ   ｃｍのところまで水

が入っている。この水そうに（から）、  

分間に深さが   ｃｍずつ   する

ように水を    。 
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３．授業実践②（一次関数の利用その２） 

・ねらい  具体的な通話時間の記録から、適する料金プランを考え、表・式・グラフを活用しながら

関数的な見方や考え方を生かして説明することができる。 

・展開 
学 習 活 動 時間 指 導 上 の 留 意 点 評価項目（方法） 

１．前時の復習をする。  
（実生活との関連②） 

 
２．本時の課題を把握する。 

（実生活との関連②） 
 

１５ ○携帯電話の３つの料金プランの通話時間と料金の関係を、表・式・

グラフを用いて表したことを確認する。 
 
○具体的な通話時間から適する料金プランを考え、お客様に分かりや

すく説明したりアドバイスをしたりして、適する料金プランを勧め

る活動を行うことを伝える。 

 
 
 

３．最近６ヶ月間の通話時間が書か

れた表を配り、自分なりに適す

る料金プランと、選んだ理由を

考える。   （言語活動③） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．各班に分かれ、各自が意見を出

し合い、どの料金プランが適し

ているのかを検討する。 
 
 
 
 
５．発表の準備をする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６．各班が発表する。 
 

３０ ○選んだ理由は箇条書きにさせる。 
○プランが選べなかったり、理由が書けなかったりする生徒には、

表・式・グラフを用いることで選びやすくなることを伝える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○自分とは違った解決方法や様々な考え方を知ることで、他の考え方

の良さに気付いたり、自分の考えを深めたりできるようにする。 
○各自が班員に向けて選んだ料金プランと理由を発表し、記録させ

る。 
○班で話し合い、１つの料金プランを選ばせ、理由についても再検討

させる。 
 
○相手に分かりやすく伝わるためにはどうしたらいいのかを考えさ

せることで、表・式・グラフといった数学的な表現のよさや有用性

に気付かせる。 
○黒板で発表するために、班ごとに料金プランの説明やアドバイスの

原稿を書かせる。 
○表・式・グラフについては教師が用意しておき、発表の際、必要に

応じて使ってよいことを伝える。 
○発表時間は各班１～２分程度であることを伝える。 
○資料として用意したいものがあれば、模造紙等を使い、作ってもよ

いことにする。 
 
○班員全員が前に出てきて、代表者が発表する。 
○各班の説明で分かりやすかったところや、よかった点を記録させる

ことで、さらに考えを深め、今後の発表に生かせるようにする。 

【見方・考え方】 
〈おおむね満足〉 
・適する料金プランを自

分なりに選び、理由を書

いている。 
 

〈十分満足〉 
・適する料金プランを自分

なりに根拠をもって選

び、表・式・グラフとい

った様々な面から、選ん

だ理由を書いている。 
      （机間指導） 
 
【見方・考え方】 
〈おおむね満足〉 
・自分が選んだ理由を、

表・式・グラフといった

数学的な表現を用いて

発言することができる。 
 

〈十分満足〉 
・自分が選んだ理由を、

表・式・グラフといった

数学的な表現を用いて

発言するだけでなく、班

員の意見の中の良い点

をメモすることで考え

を深めている。 
  （机間指導・行動観察） 
 
 

７．本時の学習をまとめる。 
（実生活との関連②） 

５ ○身の回りには、一次関数としてとらえられる事象が数多く存在し、

表・式・グラフ等の数学的な表現を用いることで相手に分かりやす

く伝えられることを改めて確認する。そのことにより、一次関数を

学ぶことの意義や必要性をより深く感じられるようにし、実生活の

場面でも一次関数の見方や考え方を生かそうとする態度を育てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



P-6 
 

Ⅴ 成果と課題 

≪成果≫ 

○１次関数のまとめとして、携帯電話の料金プランを比較する活動を行った。その際、３つのプラン

をどう比べたらいいのかを生徒に聞いたところ、表・グラフ・式にまとめて考えるという意見が出た。

また、できあがったグラフから、自分ならどのプランを選ぶのかを自然と考え、話し合うことができ

ていた。このことから、生徒は携帯電話の料金プランという日常的な事象における問題を１次関数を

用いて解決することができており、１次関数の有用性を感じることができたと考えられる。さらに、

授業後の生徒の感想から、「１次関数は携帯電話の料金や水を熱したときの温度など、身近なものと関

わっている」といった意見も見られ、実生活とのかかわりをもたせることができたと考えられる。 

○通話時間から適するプランと理由を説明する活動では、積極的に表・グラフを用いて班員に伝えよ

うとする姿が見られた。また、他の班員の説明を聞くことで、自分の意見を考えなおす姿も見られた。

このことから、自分の意見を伝えたり班員の意見を聞いたりすることで、考えを広げ、深め合うこと

ができたと考えられる。 

 

≪課題≫ 

○グループ内で選んだ料金プランと理由を説明し合う場面では、話す側と聴く側で分かれてしまった

り、全員が似たような理由で同じ料金プランを選んだりしていて、話し合いがあまり深まらずに終わ

ってしまう班があった。事前にどのプランを選んだのかを把握しておき、違うプランを選んだ生徒同

士が話し合えるような班分けの工夫をしたい。 

○低位の生徒の中には、立式をすることや、グラフのかき方が定着していない生徒がいた。そのこと

により、実生活と関連した場面を授業に取り入れても、どう解決したらいいのかが分からず、１次関

数を用いることの有用性が伝わらなかった。今後はさらなる個別支援や、基本的な既習事項を繰り返

し教えるなどして、定着につなげたい。 
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