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「自立的に生きる子どもを育てる算数・数学教育」

～比例・反比例を活用して、事象をとらえる力を高める指導の工夫～

中之条町立西中学校 家本 光雄

Ⅰ 主題設定の理由

学習指導要領では、数学科の目標を次のように示している 「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 」これは、数量や図形に関する基礎的な概念を身に付けるだけでなく、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、活用することを目指している。また、そのことを通して、数学を活用することのよさ

を実感したり、数学の楽しさやよさを知ったりすることを目指している。しかし、日常的

な数学の指導では、ともすると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

て生徒に理解させることに重点をおきがちである。そのため、生徒は何のために数学を学

習するのか目的を見失い、学習意欲が低下してしまう傾向がある。生徒が、数学を学ぶよ

さを実感するためにも、活用に視点を当てて指導することが重要であると考える。

中学校数学の４領域の中で「数と式 「図形」の２領域は数量や図形に関する基礎的な」

概念を学習する２大領域である。それに対し 「関数」領域はそこで学習したこと、特に、

「数と式」領域で学習したことを具体事象に活用するものである。いわば「関数」の学習

自体が数学の活用に入るものであると考える。しかし 「関数」を苦手としている生徒が、

多い 「数と式」領域では、計算のルールを理解すれば機械的に解決することができるが、。

「関数」領域では、表・式・グラフという問題解決の３つの手段を別々に理解できていて

も、１つの事象を多角的な観点でとらえるという活用の仕方に結びついていないことが理

由として考えられる。

そこで 「比例と反比例」の学習で、表・式・グラフのそれぞれの手段を学習する。そ、

の後、具体的な事象を問題として扱いながら、それを要として表・式・グラフの学習を統

一的にとらえ、関数を身近なものと感じ、関数の学習の有用性を実感できるものと考え、

表記の研究主題を設定した。

Ⅱ 研究目標

比例と反比例の指導において、具体的な事象を式・表・グラフの学習を通して習得した

ことをもとにして考察することにより、数学を活用するよさを実感させたい。このために、

取り上げる具体的な事象を工夫することにより、生徒が自ら進んで関数を活用していく力

が高まることを実践を通して明らかにする。

Ⅲ 研究内容

１ 「比例・反比例を活用して、事象をとらえる力」について
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ひとくちに 「比例・反比例を活用して、事象をとらえる力」と言っても、具体的には、

次のような一連の思考の流れが考えられる。

① 事象の中から２つの変数を発見する力

② 発見した２つの変数の関係を表・式・グラフに表す力

③ 表・式・グラフに表されたものから変化の特徴を発見する力

④ 発見した変化の特徴から表・式・グラフを使って問題を解決する力

この一連の思考活動の中で、問題解決の手段として表・式・グラフがある。どの場面で

どの手段を使えばいいかを判断し、適切に用いていくことも「比例・反比例を活用して、

事象をとらえる力」に含まれる。

２ 表・式・グラフについて

① 表について

表は、事象の中の数量の関係の比較するのに身近なものである。よって、関数を苦手と

する生徒にもできるだけ表を使って事象を整理してとらえさせるようにしたい。また、表

の縦の関係、横の関係をおさえながら、比例や反比例の特徴について考えさせるようにし

たい。

② 式について

式は、数量の関係に横たわる一つの規則性を数式という言語で明確に示したものである。

事象は変化している、つまり、変数は変わり続けるが、２つの変数の間には変わることの

ないある規則性があるときそれを数式という手段で１つに表したものと考えられる。１つ

に表されることにより、変化を実感できなくなる傾向が生じるので、できるだけ他の表や

グラフと関連付けながら扱いたい。また、他の方法に比べ、すべてを網羅した表現である

よさを知らせたい。

③ グラフについて

グラフは、変化の様子（概要）を一目でとらえることができるものである。表ではｘと

ｙの２つの数値が縦に並んでいるが、グラフでは２つの数値の組が１つの点となりその点

がいくつも集まり線ができあがる。できあがったグラフを考察するときも、できるだけ変

化の様子をたどるように線上に点が並んでいるイメージでとらえさせるようにしたい。

３ 指導の工夫について

学習した比例・反比例を活用するための問題としてできるだけ日常生活にある身近な問

題を取り扱うように心がける。また、事象の変化が視覚的にもとらえやすい題材をあつか

うようにし、単なる数値の変化ではなくその数値に量感を感じられるような問題選択の配

慮を行う。

また、生徒は小学校ですでに比例・反比例を学習している。その時の学習と大きく異な

る内容が、変数の変域に負の数が出てくることである。しかし、具体的事象を扱う中で変

域の負の数の部分は無視されがちである。だが、具体的な事象を考える中で、改めて学習

した変域を意識することも大切にしていきたい。
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Ⅳ 実践例

１ 題材名 「第４章 比例と反比例 （第１学年）」

２ 指導目標

具体的な事象の中から２つの数量を取りだし、それらの変化や対応を調べることを通し

て、比例、反比例の関係についての理解を深めるとともに、関数関係を見いだし表現し考

察する能力を培う。

３ 指導方針

○ 生徒がその時間の学習内容や目標を把握するために、シラバスを活用させる。また、

授業の導入の場面で、前時までの学習事項に触れながら本時のねらいを提示し、目当て

をもって学習に取り組めるようにする。

○ 課題把握の場面では、身近な具体的事象を提示して、関数という抽象的な概念を具体

場面と対比しながら生徒にとらえやすいように工夫をする。また、問題の提示に際して

も、変化の様子が実感できるように工夫をする。

○ 自力解決の場面では、様々な考えが盛り込めるような学習プリントを用意し、単にグ

ラフを作成するだけでなく、式や表と関連させながら自分の考えをまとめられるように

する。また、説明補助シートを活用し、分かりやすく相手に説明することができるよう

にする。

○ グループ思考の場面では、なぜそのような結果になるのかを式、表、グラフを用い関

数の考え方を利用しながら説明し合い、自分の考え方との共通点や相違点をとらえさせ

ながら意見を交換し、互いに高め合うようにする。

○ 全体思考の場面では、それぞれのグループで練り上げた考え方を大切にしながら、本

時の課題の解決方法をまとめられるようにしたい。

○ 問題演習の場面では、数学に対する苦手意識をもつ生徒もいるため、取組が消極的に

なりがちになることが予想される。この状況を改善するために、ティーム・ティーチン

グを活用し授業を展開する。机間指導を分担し、きめ細かく援助していくようにする。

４ 実践① （９時間目／１５時間中）

(1) ねらい 具体的な問題を、比例の見方や考え方を利用して解決することができる。

(2) 準備 台ばかり、シュレッダーごみ、ビニル袋、Ａ４コピー用紙１〆、重さ掲示用の用紙（３

種類）、ワークシート、説明補助シート、発表用掲示用紙、練習問題プリント

(3) 展開

学習活動 時 支援及び指導上の留意点 評価項目

・どのくらいの枚数になるか予測をさせ、

生徒の中から「袋をもってみたい」という

１０ 意見が出ればそこから重さと枚数との関

係を考えさせるきっかけにしたい。

・計測した重さを黒板に明示し、共通の

シュレッダーの紙くず

が あ り ま す 。 こ の ご み

は 、 Ａ ４ の コ ピ ー 用 紙

の 何 枚 分 に な る だ ろ う

か？
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１ 課題の把握 数値を確認する。

・単に何枚分になるか答えを出すだけでな

く、今まで学習してきたことをもとに相手に

分かりやすく説明することが今日の学習の

めあてであることを伝える。

２ 課題追究 １５ ・期間指導をし 【関】比例の見方や考え方

・個別に（または、友達と相談 ながらつまずい を利用して、紙の枚数を求

しながら）課題を追究する。 ている生徒にア めようとしているか。（机間

ドバイスをする。 指導）

・生徒の取組の様子によっては、近くの生

徒と相談させ解決のヒントを得るように指示

する。

３ 集団思考 １５ ・説明補助シートを活用させながら、自分の 【考】変化の様子を調べた

・考えを発表し、共有する。 解決方法を説明させる。 り、説明したりして、比例を

利用することのよさを見い

だすことができる。

４ まとめ ・練習問題に取り組ませ、本時の学習内容

・練習問題に取り組む。 の定着を図る。

１０ ・今日の学習を振り返り、比例を利用するこ

とのよさを確認する。

( ) 授業を終えて4

○ シュレッダーごみの実物を提示したことに

より、インパクトのある導入となった。この

ことで生徒は興味・関心をもってその後の活

動に積極的に取り組むことができた。

○ 集団思考の場面で、各発表者が、見やすい

文字を使い式や図の中に必要事項を赤字で記

入するなど、聞く相手に分かりやすいように

工夫して説明をすることができた。小学校か

らの訓練の積み重ねや連携の大切さを実感し

た。

○ 発表の仕方が分からない生徒のために「説

明補助シート」を用意したが、実際にはあま

り活用されなかった。しかし、このシートを

一人一人が活用することにより、代表者だけ 説明補助シート
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。でなく一人一人が自分の言葉で発表したことにつながる

また、授業後に集めてチェックすることで有効な評価の

手段にもなるので、積極的な活用が大事になってくる。

○ ３種類の学習プリントを用意したが、生徒が自分なり

りに選択し、学級全体では様々な方法で課題を解決して

いた。今まで学習してきたことを積極的に活用して課題

を解決しようとする姿勢が見られた。

５ 実践② （１４時間目／１５時間中）

(1) ねらい 具体的な問題を、反比例の見方や考え方を利用して解決することができる。

(2) 準備 パソコン、デジタルカメラ、ワークシート、練習問題プリント

(3) 展開 学習の流れは実践①とほぼ同じ。

学習課題は、次の通り。

自転車で１分間に３０回転のペースでペダルをこぐ。１分間に

後輪は何回転するでしょうか？

ペダル側の歯車 Ａ歯車 Ｂ歯車 Ｃ歯車

４２ １４ ２１ ２８

対応表を利用して 比例式を活用して

グラフを活用して

←パソコンで提示され

た学習課題
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( ) 授業を終えて4

○ 比例に比べ反比例の課題は、日常生活に密

着した実感を伴った内容でなかったことから

。 、やや生徒の取組には個人差が生じた しかし

変速機のついた自転車を通学などで利用して

いる生徒もいることから、興味をもって課題

に取り組んでいる姿が見られた。

○ 集団思考の場面で、各発表者の学習プリン

トをデジカメで撮影し、それをテレビ画面に

映し出し発表を行った。生徒は表などに整理

して分かりやすく発表を行うことができたが、

やや画面が見にくくなってしまった。

○ 歯車Ａ～Ｃに変更しても変わらない数（共通する数値）があることに気付いた生徒や

それを見つけ出そうとする生徒が多くいた。変数と定数という変化の様子のとらえ方が

徐々に定着しつつあることを感じた。

Ⅴ 成果と課題

１ 成果

○ 日常生活の中にある身近な関数の課題を扱うことは大いに効果があったと感じた。イ

ンパクトのある課題（視覚にうったえるもの）や量感（重さ・厚み・かさ 等）を伴い

比較がしやすい課題などを扱うことで、生徒が興味をもって課題解決に取り組むことが

できた。また、既習事項（表・式・グラフ）を積極的に活用していこうとしていた。

○ 表・式・グラフのそれぞれを活用して課題解決を行った生徒の発表を聞くことによっ

て、課題解決の手段として様々な方法があることが実感できたものと考える。また、具

体的な事象をとらえる手段としてそのような様々な手段があることを実感し、生徒はこ

れらの学習を通じて関数の有用性を知ることができたと考える。

２ 課題

○ 関数の指導では、表・式・グラフを具体的な事象と切り離して単独で教えることが多

い。そのため、身近な事象における関数の課題を扱うときに既習事項をどう活用してい

ったらよいかとまどってしまう生徒が多く見られた。表・式・グラフの用い方を学習す

る時間においても、できるだけ具体的な事象の中から関数関係を見いだす活動を取り入

れ、連携を図ることが大切である。

○ 生徒にとって、具体的事象の中から伴って変わる２つの変数を見つけ出すことが、困

難を要することが改めて分かった。今後も、関数学習の様々な場面で具体的事象をでき

るだけ扱い変数を見つけ出す活動を積極的に取り入れていきたい。

生徒のまとめた学習プリント
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自立的に生きる子どもを育てる算数・数学教育

～数学的な表現力に視点を当てた指導～

沼田市立多那中学校 和田 忠久

Ⅰ 主題設定の理由

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しとて挙げられている 数学科の学習では

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

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

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

との楽しさや充実感を味わうことができると考える。

本校の生徒は、自分なりの見方や考え方を発表したり、文章で表現したりして、相手に理解して

もらうことが十分でなく、話し合いによる学習の深まりが弱いという実態がある。

その原因として、まず、自分の考えを明確にできないことがあげられる。本時のねらいに直結し

た学習課題を生徒の思考に対して適当なレベルに設定していくことで、自信をもって自分の考えを

表現することができると考えられる。次に、自分の考えを相手に分かりやすく伝えたり、他の考え

を自分の考えと比較しながら聞いたりして、自分の考えを高めていく活動を１時間の授業の中に設

定し、交流を積み重ねていく。このように、数学的な表現力に視点を当てて指導することが、本校

の実態より求められる。

学習指導要領で求められている数学的な表現力については、次のようにとらえることができる。

実社会や実生活の様々な場面で数学的な表現力が活用されていることや論理的な思考力・表現力を

養うことを重視した改善が必要とされ、目標に「表現する能力を高めるとともに」といった表現力

にかかわる記述が明記された。①「数や図形の性質など的確に表したり 」②「根拠を明らかにし、

て筋道を立てて説明したり 」③「自分の思いや考えを伝えあい、それらを共有したり質的に高め、

たりすること」が重要であることを明確にしている。生徒たちに数学的な表現力を身に付けさせる

ことが求められている。①～③に留意していく。

学習指導要領の中には以下のように説明することに関する記述が学年・領域にかかわらず多く記

載されている。＜１学年＞・比例、反比例を用いて具体的な事象をとらえ説明すること ・ヒスト。

グラムや代表値を用いて資料の傾向をとらえ説明すること。＜２学年＞・文字を用いた式で数量及

び数量の関係をとらえ説明できることを理解すること ・平行線や角の性質を理解し、それに基づ。

いて図形の性質を確かめ説明すること ・一次関数を用いて具体的な事象をとらえ説明すること ・。 。

確率を用いて不確定な事象をとらえ説明すること。＜３学年＞・文字を用いた式で数量及び数量の

関係をとらえ説明すること ・関数ｙ＝ａｘ を用いて具体的な事象をとらえ説明すること ・簡単。 。２

な場合について標本調査を行い、母集団の傾向をとらえ説明すること。このように、習得した知識

・技能を活用して、数学の道具を使って考えたことを口述や記述で説明することにより、数学的な

表現力の向上を目指していると考えられる。

はばばたく群馬の指導プランのにおいても、中学校数学の課題として 「筋道を立てて考え、根、

拠を明らかにしながら説明できること」があげられ、その解決に向けて伸ばしたい資質・能力とし

て 「数学的な推論を用いて考え、根拠を明確にして説明し合うことができる」が示されている。、

以上のことから、身に付けた知識や技能を活用して数学的な表現力に視点を当てた学習は、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、自立的に生きる子どもを育て、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ものと考え、標記の研究主題を設

定した。
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Ⅱ 研究目標

数学的な表現力に視点を当てて指導を工夫していくことは、自立的に生きる子どもを育てる算

数・数学教育につながることを実践を通して明らかにしていく。

Ⅲ 研究内容

１ 本時のねらいに迫る中心課題について、自分の考えを持ち、表現する場を設定する。

自分の考えを持ち、表現する場を設定することは、事象を数理的にとらえ考察し、表現した

り処理したりする能力を高めることにつながる。

２ 自分の考えを、根拠を明らかにして筋道を立てて説明できるようにする。

説明することは、事象を数理的に考察する過程で、推測したり見いだしたりした数や図形の

性質などを的確に表したり、その妥当性などについて根拠を明らかにして筋道立てて説明した

り、既習の数学を活用する手順を順序よく的確に説明できることにつながる。

３ 説明されたことを共有したり、質的に高めたりすることができるようにする。

表現することにより互いに自分の思いや考えを伝え合うことが可能となり、それらを共有し

たり質的に高めたりすることができる。表現することは知的なコミュニケーションを通して表

現の質が高められ、相互にかかわりあいながら学習を充実させることに留意していく。

Ⅳ 実践例

１ 「いろいろな連立方程式を解く」での実践

（１）単元名 連立方程式（２年）

（２）本時の目標 連立方程式の係数が分数や小数の場合、係数を整理にして解くことができ、

解き方を説明できる。

（３）展開

ねらいと学習活動 学習活動の支援、指導上の留意点 評価項目時間

１ 連立方程式を解きなさい ・今までの連立方程式の問題との ・係数を整数にする。 15
χ ｙ 違いは何か。( ) ことにより、既習のT1

－ ＝１ ① →係数が分数であること。 方法で解くことに気－ －
( ) ３ ４ ・既習の方法で解くことはできな 付いたか （学習プリ1 。

いか。( ) ント、発表）T1
χ －２ｙ ＝－２ ② →係数を整数にすること。

○係数を整数にして解くこと ○解き方をノートに整理させる。 ○係数を整数にして
ができ 解き方を説明できる 類題を準備し、解かせることによ 加減法で連立方程式、 。

。り、理解を深めさせる。( ) を解くことができるT1
（発表、学習プリント）○係数を整数にしたが、解く ○χかｙのどちらかを消去するこ

ことができない。 とを指摘する （ ･ ） ◎係数を整数にして。 T1 2
→既習の１次方程式にする。 加減法または代入法

○係数を整数にすることに気 ○係数を整数にするにはどうした により形式的に処理
付かない。 らよいかを指摘する。( ･ ) できるよさを知り、T1 2

→①×１２で、係数を整数にする 進んで連立方程式を
。 、ことにより、今までの方法で解く 解こうとする また

。ことができる。 解き方を説明できる
（発表、学習プリント）・係数を整数にして解く。χ消去
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【数学的な技能】４χ－３ｙ＝１２ ①×１２
４χ－８ｙ＝－８ ②×４
χ＝６ ｙ＝４

χ ｙ
－ ＝３ ① ・係数を整数にするためには①を ・②の両辺に６をか－ －

( ) ２ ３ どのようにしたらよいか。( ) けることに気付いた2 T1
発表、学習プリン→分母が２，３だから、①の両辺 か （。

ト）２χ＋ｙ ＝５ ② に６をかける。

２ 解く手順を確認する。 ( )係数を整数にする。 ・手順を確認できた5 1
（学習プリント）( )１つの文字を消去して解く。 か2 。

( )確かめをする。 ( )3 T1

３ 類題を解く。 ・類題を解くことにより、係数が ・手順に沿って解く10
χ ｙ 分数や小数の連立方程式を手順に ことができたか。

（発表、学習プリント）－ －＋ ＝１ 沿って解けるようにする ( ･ )。 T1 2
( ) ２ ３1

・遅れがちな生徒には、個別指導
２χ＋ｙ＝７ を行う。( ･ )T1 2

χ－ ｙ＝２ ・進んでいる生徒には、学習プリ0.3 0.4
( ) ントの問題、ワークの問題を解か2

χ－２ｙ＝８ せる （ ）。 T1

４ 学習プリントの練習問題 ・係数が分数や小数の連立方程式 ・練習問題を解くこ15
を解く。 の解き方に一層理解を深めさせ とにより、理解を深

る。( ･ ） められたか。T1 2
（学習プリント）・遅れている生徒には、個別指導

を行う。( ･ )T1 2
・進んでいる生徒には、ワークの
問題を解かせる （ ）。 T1

５ まとめをする。 ・係数が分数や小数の場合のき方 ・解き方の手順が確5
を振り返りまとめをさせる ( ) 認できたか。。 T1

（４）授業について

係数を整数にして解くことができ、解き方を説明できた生徒がいる一方で、係数を整数にする

ことができない生徒がいる。ＴＴ指導を行っているため，Ｔ２が中心になって補っている。全員

が解けたあと、早めに解けた生徒に解き方の手順（ノートにまとめたもの）を発表し、全員で確

認・共有した。類題や学習プリントの問題を解くことにより、連立方程式の係数が分数や小数の

場合、係数を整理にして解くことができ、解き方を説明できるようになった。

２ 「１次関数の利用」での実践

（１）単元名 １次関数（２年）

（２）本時の目標 図形の中の数量の関係をとらえ、１次関数を用いて式とグラフに表すことが

できる。

（３） 展開
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ねらいと学習活動 学習活動の支援、指導上の留意点 評価項目時間

１ 次の図で、△ＡＢＣは∠Ｃ＝ ・文章を読ませ、求めるものは何 ・求めるものは20
９０°の直角三角形である。 かを把握させる。問われていると 何かを把握でき
点ＰがＢを出発して、秒速１ｃｍ ころを確認させる。 たか。
で△ＡＢＣ上をＣ、Ａの順でＡま （発表）
で動く。このとき、点ＰがＢを出 Ａ
発してからχ秒後の△ＡＢＰの面
積をｙｃｍ とする。 ４ｃｍ２

①点Ｐが辺ＢＣ上を動くときのχ Ｂ Ｃ
とｙの関係を、式とグラフに表そ Ｐ→
う。 ６ｃｍ

○χとｙの関係をχの変域を考え ○点Ｐが辺ＣＡ上を動くときのχ ◎図形の性質や
て、式とグラフに表すことができ とｙの関係をχの変域を考えて、 具体的な事象を
る。点Ｐが辺ＣＡ上を動くときも 式とグラフに表させる。 １次関数の関係
考察することができる。 を表す式、グラ

フを用いて考察
○χとｙの関係をχの変域を考え ○χ（ＢＰ）が２、３のときなど できる。考察し
て、式とグラフに表すことができ 具体的な数値を代入させて、求め たことを発表で
る。 た１次関数の式とグラフが正しい きる。

（ ）かどうかを確かめさせる。 ワークシート
○図形の性質を

○χとｙの関係を式に表すことが ○ｙ（△ＡＢＰの面積）の底辺が １次関数の関係
できない。χの変域に合ったグラ χ（ＢＰ 、高さが４であること を表す式、グラ）
フにかけない。 を指摘し、式を考えさせる。 フを用いて考察

できる （ワーク。
Ｐが秒速１ｃｍでＢＣ上を動くこ シート）
とから、グラフを式とχの変域か
ら考えさせる。

②点Ｐが辺ＣＡ上を動くときのχ ・ｙ＝２χ（０≦χ≦６）10
とｙの関係を、式とグラフに表そ
う。 Ａ

↑４ｃｍ
Ｐ

Ｂ Ｃ
６ｃｍ

・ＡＢＰの面積ｙの底辺、高さの
確認をさせる。
・底辺ＡＰについては、次の図を
活用する。

ｃｍ10
Ｐ

Ｂ Ａ
Ｃ

χｃｍ －χ10
ｃｍ

（ ）・ｙ＝３０－３χ ６≦χ≦１０
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２ 式とグラフを活用し、具体的 ・χの変域に注意させ、２つの式5
、な数値で考察する。 にｙ＝６を代入し、χ（秒）を考 ・グラフからも

③△ＡＢＰの面積ｙが６ｃｍ に えさせる。 何秒後かを求め２

なるのは、点ＰがＢを出発してか ・ｙ＝６をグラフにかき、グラフ ることができた
ら何秒後と何秒後ですか。 からもχ（秒）を考えさせる。 か （発表）。

３ 類題を解く。 ・類題を解くことにより、図形の ・ＢＣとＣＤに10
次の図の長方形ＡＢＣＤで、点 中の数量の関係をとらえ、１次関 分けて式とグラ
は毎秒２ｍの速さで、辺ＢＣ、 数を用いて式とグラフに表すこと フにかけたか。

（ 、Ｄ上をＢからＤまで動きます。 ができるようにする。 ワークシート
発表）

点ＰがＢを出発してからχ秒後 ・遅れがちな生徒には、底辺と高 ・底辺と高さか
△ＡＢＰの面積をｙとして次の さを確認させ、式で表させる。 ら、式がかけた
に答えなさい。 また、χの変域にも注意させる。 か。χの変域が
点Ｐが辺ＢＣ上を動くとき、ｙ 分かったか。
χの式で表しなさい。χの変域 ８ｃｍ （発表）
答えなさい。 Ａ Ｄ
点Ｐが辺ＣＤ上を動くとき、ｙ ４ｃｍ
χの式で表しなさい。χの変域
答えなさい。 Ｂ Ｃ
グラフで表しなさい。 Ｐ→

４ まとめをする。 ・三角形や長方形の中の数量の関 ・まとめができ5
係をとらえ、１次関数を用いて式 たか。
とグラフに表すことを確認する。

（４）授業について

「点Ｐが辺ＢＣ上を動くときのχとｙの関係を、式とグラフに表そう 」では、三角形も見や。

すかったため、式を立てることができた生徒が多かった。一方、グラフでは、０≦χ≦６の範囲

でｙ＝２χをかけない生徒がいた。

「点Ｐが辺ＣＡ上を動くときのχとｙの関係を、式とグラフに表そう 」では、三角形の底辺。

をχを使って表すことができず、式を立てられない場面があった。上記指導案のように、補足説

、 。 、 、 。明を行い 式を立てることができた また この補足説明で χの範囲も理解することができた

グループで話し合い、三角形の中の数量の関係をとらえ、１次関数を用いて式とグラフに表す

ことができた。また、発表し合う中で各グル―プの説明を聞き、自分のグループの説明を修正す

る場面も見られた。

３ 「２次方程式の利用」での実践

（１）単元名 ２次方程式（３年）

（２）本時の目標 ２次方程式を用いて図形の問題を解き、手順を説明できる。

（３）展開
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ねらいと学習活動 学習活動の支援、指導上の留意点 評価項目時間

○問題解決のために、数１ 図形の問題を解く。 ○式を立て、解くことができる。手順を20

量を関連付けて方程式で縦が ｍ、横が ｍの長方17 25 説明できる。

表して解き、解を吟味す形の土地があります。この土地 →２つの解が適切かどうかを点検させ

ることができる （技能）に、図のように道幅が同じで互 る。別の解き方を考えさせる。 。

問題解決のために、数いに垂直な道を２本つくり、残 ○式を立てたが、解くことができない。 ◎

量を関連付けて方程式でりの土地に花を植えることにし →（左辺）＝０が正確かどうかを見直

表して解き、解を吟味すました。 しさせる。因数分解による解き方

ることができる。また、花を植える土地の面積を 345 を考えさせる。

別の解き方を考えることｍ にするとき、道幅は何ｍに
２

○式を立てることができない。

ができる。解き方の手順すればよいですか。 →道幅をχ として考えさせる。m

を説明できる （技能）25ｍ （花を植える土地）＝（長方形）－（道） 。

・問題の図の状態で解く （道幅χ）。

17m 25ｍ

17m

17 25- 17+ 25- 345× （χ× χ× χ ）＝２

χ＝２

・道を端に寄せて解く （道幅χ）。

25ｍ－χ

17m－χ

（ －χ （ －χ）＝ χ＝２17 25 345）

・類題が解けたか。２ 類題を解く。 ・類題を解くことにより、定着を図る。10

・箱の見取り図をかいて考えさせる。正方形の紙があります。図の

ように、この紙の四すみから１ ３ｃｍ

辺が３ｃｍの正方形を切り取っ

て折り曲げ、ふたのない箱を作

⇒ります。

箱の容積が ｃｍ ３ χ－６1200
３

であるとき、もとの正方形の１ χ－６

辺の長さを求めなさい。

6 3 1200 26（χ－ ） × ＝ χ＝２

・学習プリントの問題が３ 学習プリントの練習 ・学習プリントの練習問題を解くことに15

解けたか。問題を解く。 より 解の公式を活用できるようにする、 。
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４ まとめ ・２次方程式の利用の解き方についてま 。5 ・まとめができたか

とめる。

（４）授業について

、 。 、長方形の土地と道の問題では 道を端に動かして考える生徒が少なかった 動かすことにより

式を立てることが容易になった。問題をそのままの状態で考えた生徒は （花を植える土地）＝、

（長方形）－（道）と考え、題意に沿ったものだった。この場合に式を立てるときに、道の交わっ

たところ（交差点の正方形）を二重に引いたことに気づかなかった生徒もいた。立式に工夫が必

要だった。

グループで話し合い、上記の２通りの発表があった。自分たちの考えを持ち筋道を立てて発表

することができた。また、２通りの考え方を共有することができた。

Ⅴ 成果と課題

１ 成果

（１）授業実践にあたり、考える時間や説明する時間を確保することができた。

→Ⅲ研究内容１ 本時のねらいに迫る中心課題について、自分の考えを持ち、表現する場を

設定できた。

（ ） 、 （ ） 、２ 全員が解けたあと 早めに解けた生徒に解き方の手順 ノートにまとめたもの を発表し

全員で確認・共有した。

→Ⅲ研究内容２ 自分の考えを、根拠を明らかにして筋道を立てて説明することができた。

→Ⅲ研究内容３ 説明されたことを共有したり、質的に高めたりすることができた。

（３）グループで話し合い、三角形の中の数量の関係をとらえ、１次関数を用いて式とグラフに

表すことができた。また、発表し合う中で各グル―プの説明を聞き、自分のグループの説明

を修正する場面も見られた。

→Ⅲ研究内容３ 説明されたことを共有したり、質的に高めたりすることができた。

（４）上記（１）～（３）により、数学的な表現力に視点を当てた指導により、自立的に子ども

を育てる算数・数学教育につながったと考えられる。

２ 課題

（１）いろいろな連立方程式を解くでは、係数を整数にすることができない生徒がいる。

→遅れがちな生徒に対して、既習事項の復習を計画的に実施することが必要である。

（ ） 、「 、 。」２ １次関数の利用で 点Ｐが辺ＢＣ上を動くときのχとｙの関係を 式とグラフに表そう

では、グラフをかくときに０≦χ≦６の範囲でｙ＝２χをかけない生徒がいた。

「点Ｐが辺ＣＡ上を動くときのχとｙの関係を、式とグラフに表そう 」では、三角形の。

底辺をχを使って表すことができず、式を立てられない場面があった。

２次方程式の利用で （花を植える土地）＝（長方形）－（道）と考え、道の交わったと、

ころ（交差点の正方形）を二重に引いたことに気づかなかった生徒もいた。

→見取りに応じた指導や、数学的な見方や考え方の指導の工夫が必要である。
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自立的に生きる子供を育てる算数・数学教育研究主題

活動のねらいを明確にし、自分の思いや考えを伝え合う活動を通して～サブテーマ ～

渋川市立渋川中学校 小林 東洋

Ⅰ 主題設定の理由

知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバラ学習指導要領の改訂の基本方針に「

ンスを重視」がある。これは、確かな学力を育成するためには、基礎的・基本的な知識・技能を確

実に習得させること、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の双方が重要であり，これらのバランスを重視する必要がある、というこ

。 、 。 、とを示している また その基盤として言語に関する能力の育成が重要であるとしている これは

各教科指導において、言語環境を整え、言語活動の充実を図ることに配慮することを求めるもので

ある。

さらに学習指導要領では、思考力、判断力、表現力等について次の２つのことを通じて育成すると

している。

①教科の指導の中で、観察・実験やレポートの作成など、知識・技能を活用する学習活動を充実さ

せること

②課題について教科等で習得した知識・技能を相互に関連付けながら解決するといった探究活動

の質的な充実を図ること

Ｈ２５年度の群馬県学校教育の指針では 「はばたく群馬の指導プラン」を活用した指導の充実、、

単元や本時でどのような力を付一人一人の教育的ニーズへの対応などがあげられている。この中で

け、伸ばしたいのかを教師が明確にもって授業の構成や扱う教材、取り組ませる学習活動等を考え

であることがあげられている。ることが大切

本校は、渋川市の中心に位置しており、教育に関する関心や熱意が高い家庭が多い。生徒は、明

、 。 、るく素直な子が多く 指示に忠実である生徒が多い 学校行事の体育大会や合唱祭に熱心に取り組み

積み上げてきた力を発揮したいという意欲を感じる。また、昨年度までの研修の成果として自分の考

えを人前で発表する機会が増え、目的や相手に応じて理由をはっきりさせて自分の意見や考えを話し

たり、書いたりできるようになってきている。しかし、自分や友達の意見を一方的に発表するにとど

まってしまうこともあり、自分や友達の考えを伝え合い、考えを深めるといった、相互交流的な活動

や自分や集団の考えから自分なりの解釈や考えを深めることが苦手な生徒も見られる。以下は本校の

生徒の実態をまとめたものである。

意見をまとめ、発表することはできるようになってきているが、出された意見に対して意見を・

、 。述べ合うといった相互交流的な活動に主体的に取り組める生徒は少なく 受け身な生徒が多い

・課題を提示したときに、課題の内容をつかみ、課題に沿って自分の考えを持ち、まとめることが

できる。しかしそれらを交流する際、自分や集団の思いや考えから何が学べたのかをまとめ、振

り返るといった力や習慣が乏しい面がある。

活動のねらいを明確にした相互交流的な活動を行い、思考力、表現力を育んそこで本研究では、

でいきたいと考えている。具体的には、自らの経験や言葉、数、式、表、グラフなどの習得した知

識・技能と関連づけながら「話す 「聞く 「書く」などの言語活動を行い 「私はこう考えた」とい」 」 、

った自分の考えを意欲的に伝えられる生徒や 相互交流的な活動を通じて 私はこう感じた や 私、 「 」 「

はこのような考えに気づけた」など、自分や集団の考えから自分なりの解釈や考えを深める生徒の

育成を目指していこうと考えている。

以上のような理由から本研究主題を設定した。
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Ⅱ 研究目標

課題解釈や図・式・表・グラフ等によって抱いた思いや考えを活動のねらいに沿って互いに伝え

合い、共に学び合う中で自分なりの解釈や考えが深められる生徒

（具体目標）

◎「言葉や数、式、図、表、グラフ」を用いて自分や仲間の考えを伝え合い、自分や集団の考えから

問題解決の方法を学び合う生徒

○自分の見方や考え方に合わせて「言葉や数、式、図、表、グラフ」を選択し、根拠を明らかにしな

がら説明しようとする生徒

Ⅲ 研究内容

○自らの経験や基礎的・基本的な知識・技能を活用しながら考え、伝え合うことができる教材、学

習活動の工夫をする。

○課題解決方法について考え、伝え合う過程において、生徒が積極的に学習に取り組み、考えを深

めようとするための支援等、生徒の内面の変容に視点をあてた授業改善を目指す。

Ⅳ 実践例

平成 年 月 日（金）☆授業実践１ 25 10 18

１ 単元名 １次関数の利用

２ 本時の学習

（１）ねらい

タクシー料金の変化のようすを表や式・グラフをもとに比較することを通して、１次関数を利用

。した問題解決のしかたを考えることができる

（２）準備

教師：タクシー料金比較問題のワークシート、グラフの拡大図（黒板用 、定規）

児童：筆記用具、定規、教科書、ノート

（３）展開 は投げかけ は評価項目

学習活動・主な発問 予想される生徒の反応 支援・留意点時間

◆前時までの復習をする。

前時では移動時間と目的地 ○－５０は１分間の時間 本時でも表や式・グラフに表し、そ

までの距離の関係を表や式、 ５ が経つと駅に５０ｍ近づ こからわかることを利用して問題を

グラフに表して考察したこと くことを意味し、切片 解決していくことを伝える。

を振り返らせ、 ４０００は出発前の残り

式 ｙ＝－５０ｘ＋４０００ 分 の道のりが

の傾き－５０や切片４０００ ４０００ｍだというこ

の意味を確認する。 と。

◆ワークシートを配布し、本

３つの事象を比較、検討する場面で表・式・グラフを使って説明し合う活動に取り組ませたこ

。とは、考えの深まりや新しい考えの気づきを促す手立てとして有効であったか

授業の視点
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時のめあてを知る。

どのタクシー会社が安いか ○予約金とかを支払わな ３つのタクシー会社の特徴を確認す

予想を立てる。 いＳタクシーかな。 る。

＊Ｍタクシーは予約金が 移動距離が長いことを強調する。

あるけど、１ｋｍで15

１５０円は安いな。 予想がある程度出てきたら、全体の

○乗車距離によって安い 場で意見を出させる。

ところが変わりそうだ

な。

◆料金の変化のようすを調べ ○表は何となくわかるけ ○表・グラフともに、近くの友達と

る （表→グラフ→式 の順 分 ど、グラフは難しいな。 の意見交換を許可する。時間を見て。

で） 全体で確認し、表・グラフを完成

させる。

○できていない生徒にはＴ２の先生

○式の求め方はどうする に個別支援をお願いする。

んだっけ？ ○グラフから式を導くことが苦手な

生徒が多いため、Ｍタクシーを例に

式の求め方を確認する。

◆表、グラフ、式に表したこ

とをもとに、一つのタクシー

会社に着目して考察する。

個人の考察（５分） ○グラフの交点で安い会 ○自分が一番説明しやすいものを利

→少人数グループでの交流・ 社が変わるんだな。 用するよう伝える。25

考察（２０分 。 ○Ｍタクシーは、はじめ ○自分なりの説明を考えられた生徒）

は２番目に安いけど、 には、少人数で発表させる。

、１０㎞あたりを過ぎると ○意見を言う生徒が偏っていないか

一番安い料金になる。 Ｔ２の先生と２人で支援しながら確

かめ、言葉掛けをする

分

○考えられなかった生徒には、グル

３つのタクシー会社のうち、一番安い料金で移動できるタクシーはどれだろうか？

あなたなら、ジョーンズさんにどのようにアドバイスをしますか？

あなたはＭタクシーの会社の人だとします。Ｍタクシーの料金が一番安くなるのは、何

ｋｍ乗車するときでしょうか？式や表、グラフを使って説明して下さい。

交流で考えを深めたり、集団の考

えから新しい考えに気づいたりし

ている （記述内容）。

表・グラフがきちんとかけてい

る （記述内容）。
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ープの仲間の意見で納得できたもの

をメモするよう伝える。

○グラフの交点の座標を確かめるの

に、式を利用するとよいことを確認

する。

、◆話し合いのようすを全体に ○「私たちのグループで ○各グループの意見を全体で交換し

伝達する （各グループ→全 ３ は…となりました 」 クラスの結論としていく。。 。

、体 の交流） ○表や式・グラフを利用することで

分 全体の変化のようすをとらえ、適切

な判断をすることができる。

◆本時のまとめ ２ ○個人の考察や話し合いなど、進ん

で取り組めた姿勢を賞賛し、次時の

分 意欲づけにつなげる。

（ワークシート 別紙参照）

（４）授業実践１（以下、実践１とする）を振り返って

、 。本時の計画段階では 話し合いに表・グラフ・式の３つを用いられるよう配慮したいと考えていた

しかし授業を行ってみると、式を導く時間に予想以上に手間取り、話し合いに入るのが予定よりかな

り遅くなってしまった。学力が下位の生徒への支援にも力を入れたためである。一方、生徒の話し合

い様子を見ると、式を用いて交点の座標を求めるような姿は少なかった。

タクシー料金の変化のようすを表や式・グラフをもとに比これらの様子と本時のねらいである「

」ことを合わせ較することを通して、１次関数を利用した問題解決のしかたを考えることができる。

、 、 。考えたとき 話し合いに入る前に敢えて式を求める活動を入れなくてもよいのではないか と思った

式のよさは、式を用いて計算することによってグラフからおおよそ見て取れる部分、例えば２つの

グラフの交点の座標などを正しく数値化することができる点にある。このような式のよさを生徒に実

感させたいという思いを持ったとき、今回の授業は次の２段階に構成する方がよいのではないかと考

。 、 。 、えた まず第１段階として３つのタクシー会社のようすを表やグラフから概観し 考察する その後

第２段階として第１段階で考察したことをより具体的数値でとらえ直すために式を用いる。

このような指導段階をとることで表、グラフ、式のそれぞれのよさが際立つと考えた。

そこで、上記の考察に基づき、別のクラスで授業（授業実践２）を行ってみた。

平成 年 月 日（水）☆授業実践２ 25 10 22

（１）ねらい（実践１のねらいを一部変更）

タクシー料金の変化のようすを表やグラフをもとに比較することを通して、１次関数を利用した

。問題解決のしかたを考えることができる

（２）準備 授業実践１と同じ

（３）展開（変更点のみ表記）

◆料金の変化のようすを調べる （表→グラフ→式 の順で） の部分を。

→◆料金の変化のようすを調べる （表→グラフ の順で） に変更した。。

全体の交流後、時間があったら 「グラフの交点を求める方法を想起させ、グラフの式を求め、グ、

ラフの交点を求める」学習活動を設定することにした。
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Ⅴ 成果と課題

タクシー料金の変化のようすを表とグラフを手がかり授業実践２（以下、実践２とする）では、

に比較することで問題解決に迫りたいと考え、行った授業であった。

話し合いに入る前の個人の考えを決定する時ねらいや展開を変更したことによる成果としては、

間が多くとれたこと、個人の考えを交流し合う時間が持てたことである。しかし、個人の考えを決定

する時間が多くとれたものの、考える時間の保障という点で十分であったとは言い難い。それはこの

授業で多くの生徒が、グラフや表をみて、例えば２つのグラフのうちグラフが下にある方が料金が安

いという判断はできるものの、ｘの値の範囲がどのようなときに料金が安いかなど、範囲でとらえる

のに時間がかかったためである。

実践2を行ったクラスは、実践1の指導案で授業したクラスと学力面で差はない。また、どちらの

クラスも料金の変化のようすを表でとらえる生徒よりグラフでとらえる生徒の方が多かった。しかし

ながら、料金が安いことを範囲でとらえるのに時間がかかるという傾向は、実践１では見られなかっ

た。このような傾向の違いが、課題把握のしかたの違いによるものなのか、それとも立式する時間を

設定しなかったことによるものなのか、原因は明らかにできないが、興味深い違いであると感じた。

仮に、課題把握のしかたによる違いであれば、課題の文章中に「Ｍタクシーの料金が一番安くなる

のは何ｋｍ乗るときか」部分が、実践2のクラスにだけ、料金を範囲で考察する活動に影響を及ぼし

たと考えられる。一方、立式する時間を設定しなかったことによる違いであれば、それは立式過程に

ある。グラフから式を求めるには、グラフ上の2点の座標を明らかにしなければならない。その活動

が私が思う以上に、生徒にとってグラフを範囲ものであるのかもしれない。

( ) ２つの実践を通じての成果1

○今回の実践で取り上げた課題で、生徒は料金が同じになるのは？という観点で比較する活動に十分

取り組めた。このような観点で、表やグラフをもとに２つの関数を比較する活動に取り組めたこと

は、今後の学習にとっても意義深い。

○料金が安いのは何ｋｍ乗ったときか調べるという課題は、共通の目的意識を持ちやすい課題であっ

たため、表やグラフといった手がかりを用いて自分の意見をまとめやすかった。

○自分の考えが持てたことで集団での話し合いやクラス全体での意見交流の場で、普段以上に多くの

発言が見られた。

○話し合いの中で「私はこう考えた」の部分は多く聞くことができた。また、話し合いを通じて自分

の見方を広げ、例えば表を手がかりに説明していた生徒が、より細かい数値の表を新たに作成して確

かめるなど、自分の考えを深める姿が見られた。

( ) ２つの実践を通じての課題2

○料金の変化のようすをとらえさせるために、表、グラフ、式をつくる活動を行ったが、全体のよう

すをつかむのに多くの時間を費やす必要があった。１時間の中で話し合う時間と両立させることは大

変難しい。

○今回の課題設定は、それぞれの会社のタクシー料金はいつ変化するか（メーターが変わるのか）が

明らかでないという条件の下で、１次関数を取り入れた。平成２３年の全国学力・学習状況調査の数

学Ｂ問題で取り上げられたオリジナルＴシャツの値段の課題もそうであるが、厳密にいえば１次関数

を用いるのはふさわしくない。今後、生徒に身近でわかりやすい１次関数の問題を開発していくこと

が求められる。
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（資料）実践で使用したワークシート
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研究主題 自立的に生きる子どもを育てる算数・数学教育 

サブテーマ ～教育機器の位置づけと効果的な利用法～ 
みなかみ町立水上中学校  大澤 誠 

 

Ⅰ 主題設定の理由 

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

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

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

る態度を育てる。」ことが数学科の目標として挙げられている。数学科の学習では、身に付けた数量や

図形に関する知識、数学的な表現や処理、数学的な見方や考え方の基礎・基本を活用して、思考力・判

断力・表現力などの数学科として身に付けたい資質・能力を培い、養っていくことが必要である。また、

身に付けた知識や技能を活用することのよさを感得することで学ぶことの楽しさや充実感を味わうこ

とができると考える。 

そこで、本研究では、関数や図形の学習において電子黒板（デジタル教科書）やコンピュータ、実物

投影機などの教育機器を活用して生徒の数量や図形に関する知識、技能、見方や考え方の基礎・基本を

より一層定着させ、それを自ら進んで活用することが「自立的に生きる」ことに繋がると考え、そのた

めの教育機器の効果的な利用法と実践を考えていくことを本主題に設定した。 

 

Ⅱ 研究目標 

数量や図形に関する知識、技能、見方や考え方の基礎・基本をより一層定着させ、それを自ら進ん

で活用する生徒を育成するための教育機器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 デジタル教科書の利用について 

本校では、関数の学習においてマグネット式のグラフ黒板を利用していた。しかし、グラフを消すの

に時間がかかることや、かいたグラフを一度消してしまうと、本時の終末や次時の振り返りでグラフを

見せられないなどのデメリットもある。図形の学習においては、空間における様々な立体は模型を利用

しているが、断面図や投影図、回転体などはイメージすることが困難である生徒も少なくない。そこで、

以下のような場面でデジタル教科書を利用していく。 

 

①保存しておいた前時の学習内容（デジタル教科書に書き込んだもの）を見せたり、既習内容の問題を

電子黒板に表示し、ノートに解かせたりするなどの「振り返り学習」に利用する。 

②関数の学習において、座標平面に点がプロットできても、グラフの形状をイメージすることが困難な

とき（反比例、y ＝a x２など）に全体で確認する場面で利用する。 

③図形の学習において、例えば１年生の平面図形の移動や作図のやり方を確認する場面、空間図形の投

影図、回転体、断面図などの見方・考え方を深めるために利用する。また、２年生の図形の性質の学

習において、三角形の内角と外角の性質や多角形の内角の和や外角の和を取り扱う場面などで生徒に

考えさせた上で全体の確認の場面などで利用する。 
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２ 実物投影機の利用について 

実物投影機は、生徒のノートやプリントに書かれた図や表、グラフなどを他の生徒に紹介したり、発

表したりする場面で、モニター（電子黒板やテレビ画面等）に拡大表示するために利用する。生徒のノ

ート等を直接映し出すことにより、板書時間の削減や他の生徒の理解をより深めることも期待できる。 

 

Ⅳ 実践例 

実践① 

１ 単元名  １次関数（２年） ・１次関数のグラフ（１時間目） 

２ 本時の目標 

  １次関数の値の変化の様子を、グラフで表すことができる。 

３ 本時の展開 

学習活動 時間 指導上の留意点および学習活動への支援 評価項目（方法） 
○前時の振り返りをす

る 
5 ・前時の学習内容をデジタル教科書を利用して

振り返らせる。（１次関数の値の変化） 
 

○本時の目標を知る。 
 
 
 
○昨年の学習内容を振

り返る。 
○y ＝2x＋3 の表をう

め、座標を座標平面

にかき入れる。 
○xの値を 0.5きざみに

して、その座標を座

標平面にかき足す。 
○1 次関数のグラフは

直線であることに気

付く。 

15 ・本時の目標を板書する。 
 
 
 
・昨年学習した内容を思い出させる。 
（比例→原点を通る直線、反比例→双曲線） 
・x の値を式に代入して、y の値を求められてい

るか机間支援をして確認する。 
・座標平面上にプロットした点がどのように並

んでいるか、全体に問いかける。 
 
・1 次関数のグラフは直線になることを確認す

る。 

 

○y ＝2x＋3 のグラフ

とy ＝2xのグラフを

考える。 
○y ＝2x＋3 のグラフ

はy ＝2xのグラフを

y 軸の生の方向に 3

だけ平行移動した直

線であることに気付

く。 
 

25 ・表とグラフから y ＝ax＋b のグラフは y ＝
ax のグラフを y 軸の正の方向に b だけ平行移

動した直線であることを確認する。 
 

◎y ＝ax＋bの
グラフはy ＝ax
のグラフをy 軸
の正の方向にbだ
け平行移動した

直線であること

を理解し、それを

利用してグラフ

をかくことがで

きる。 

○y ＝ax＋b の

グラフを、表を利

用してかくこと

ができる。（ノ、

発、観）＜数学的

な技能＞ 
○本時の学習を振り返

る。 
5 ・本時の学習を全体で振り返らせる。  

 

 

本時の目標 １次関数の値の変化の様子を、グラフで表してみよう。 
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実践② 

１ 単元名  図形の性質と合同（２年） ・多角形の内角と外角（１時間目） 

２ 本時の目標 

 多角形の内角の和の求め方を理解し、その性質を使っていろいろな角の大きさを求めることができ

る。 
３ 本時の展開 

学習活動 時間 指導上の留意点および学習活動への支援 評価項目（方

法） 
○前時の学習（三角形

の内角の和）を振り

返る。 

5 分 ・前時の学習内容をデジタル黒板を使って振り返ら

せる。（三角形の内角の和など） 
 

 

○本時の目標を知る。 
 
 
１ 予想をする。 
○四角形、五角形、六

角形の内角の和を予

想させる。 
２ Ｑの問題を使って、

四角形、五角形、六角

形をいくつかの三角

形に分ける。 

10 分 ・本時の目標を板書する。 
 
 
・ワークシートに四角形、五角形、六角形の内角の

和を予想させて書かせる。 
・予想を答えさせ、同じ考えの生徒に挙手をさせる。

理由が言えれば発表させる。 
・ワークシートの四角形、五角形、六角形をいくつ

かの三角形に分けさせる。 
 

 

３ 1 つの頂点からひ

いた対角線によって

分けた場合を考えて、

問１の表にまとめる。 
・n 角形は１つの頂点か

らひいた対角線によ

って(n－2)個の三角

形に分けることがで

きることを知る。 
・多角形の内角の和の

求め方を理解する。 
「多角形の内角の和は

180°×(n－2)」 
・隣同士で求め方を説

明し合う。 
 
４ 三角形の別の分け

方で考える。 

20 分 ・１つの頂点からひいた対角線によって分けた例を

全体で取り上げ、内角の和を表にまとめるように

させる。 
 
・1 つの頂点から対角線をひくことで n 角形が何個

の三角形に分けることができるのかに着目させ

る。 
 
 
・どうして多角形の内角の和が 180°×(n－2)で求

められるのか、隣同士で説明させる。その際、机

間支援をしながら各自がどのように説明してい

るか把握する。 
・全体で説明してもらう生徒を指名する。 
・必要に応じて実物投影機で生徒のワークシート 

をモニターに映し出して説明させる。 
・別の三角形の分け方をしたものを生徒のワークシ

ートから取り上げて全員で考えさせる。いない場

合は教師が取り上げる。 
・180°×n－360°は分配法則を使うと 

180°×(n－2)と同じ式であることを確認する。 

◎多角形の内

角 の 和 が

180°× (n －

2)になる理由

が説明でき、

それを利用し

ていろいろな

角の大きさを

求めることが

できる。 

○多角形の内

角の和の求め

方 を 利 用 し

て、図形のい

ろいろな角の

大きさを求め

ることができ

る。【観、発、

ノ】＜数学的

な技能＞ 

５ いろいろな内角の

和に関わる問題を解

く。 
○例１をやる。 
○問３をやる。 
・答え合わせ 

10 分 ・多角形の内角の和の求め方を利用していろいろな 
角の大きさを求めさせる。 

・例１で正 n 角形の１つの内角の大きさは内角の

和を n で割れば求められることを確認させる。 
・机間支援をしながら生徒の定着を見る。 
・早く終わった生徒には、類題を配布する。 

５ 本時の学習を振り

返る。 
5 分 ・本時の学習を全体で振り返り、次時の連絡をする。  

本時の目標 多角形の内角の和を求め、それを利用していろいろな角の大きさを求めよう。 
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実践③ 

１ 単元名  図形の性質と合同（２年） ・多角形の内角と外角（２時間目） 

２ 本時の目標 

 多角形の外角の和の求め方を理解し、その性質を使っていろいろな角の大きさを求めることができ

る。 
３ 本時の展開 

学習活動 時間 指導上の留意点および学習活動への支援 評価項目（方

法） 
○前時の学習（多角形

の内角の和）を振り

返る。 

5 分 ・前時の学習内容をデジタル黒板を使って振り返ら

せる。（多角形の内角の和） 
 

 

○本時の目標を知る。 
 
 
１ 外角の和の意味を

確認する。 

２ 予想をする。 
○三角形、四角形、五

角形の外角の和を予

想させる。 

5 分 ・本時の目標を板書する。 
 
 
・多角形の各頂点における外角を１つずつとった 
和を、その多角形の外角の和ということを全体で

確認させる。 
・ワークシートに三角形、四角形、五角形の外角の

和を予想させて書かせる。理由は答えさせない。 
 

 

 
 
 
 
 
 
○実際に測る。 
・分度器で測り、和を

求める。 
・どの多角形でも外角

の和が 360°になっ

たことを確認する。 

 
 
 
 
8 分 

 
・予想を答えさせ、同じ考えの生徒に挙手をさせる。 
 
 
 
 
・分度器で外角を測り、それぞれの図形の外角の和

を求めさせる。 
・１°程度の誤差はあり得るので、そこから外角の

和を推測するように伝える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３ 外角の和が、なぜど

の多角形でも 360°
になるのか考える。 

○五角形で考える。 
・ワークシートの空欄

に適する式や数を入

れて隣同士で説明を

する。 
 

20 分  
 
 
・ワークシートの空欄に適する式や数を入れて説 
明を完成させるように指示を出す。 

・説明を自分で理解し、隣同士で説明し合うよう 
に話す。 

・机間支援をしながら各自がどのように説明して 
いるか把握する。 

◎多角形の外

角 の 和 が

360°になる

理由が説明で

き、図形のい

ろいろな角の

大きさを求め

ることができ

予想される生徒の反応 
・180° 
・360° 
・三角形は 180° 
 四角形は 360°･･･ 
 

本時の目標 多角形の外角の和を求め、それを利用していろいろな角の大きさを求めよう。 
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・全体の前で説明する。 
○ｎ角形で考える。 
・ワークシートの空欄

に適する式や数を入

れて隣同士で説明を

する。 
・全体の前で説明する。 
 
・多角形の外角の和は

360°であることを

まとめる。 

・全体で説明してもらう生徒を指名する。 
・ｎ角形においても上記と同様に隣同士で説明さ 
せる。 

・必要に応じて実物投影機で生徒のワークシート 
をモニターに映し出して説明させる。 

 
 
 
・多角形の外角の和は 360°になることをデジタ 

ル教科書を使って視覚的に確認させる。 
・多角形の外角の和は、頂点の数（頂角の数）に 

関係なく 360°であることを板書し、生徒にまと

めさせる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る。 

 

○多角形の外

角の和の性質

を利用して、

図形のいろい

ろな角の大き

さを求めるこ

とができる。

【観、発、ノ】

＜数学的な技

能＞ 

４ いろいろな角の大

きさを求める。 
○例２をやる。 
○問４、５をやる。 
・答え合わせ 
 

10 分 ・多角形の外角の和の性質を利用していろいろな 
角の大きさを求めさせる。 

・例２で∠x の大きさは内角の和を求めなくても 
外角の和を利用すれば求められることを確認さ 
せる。 

・机間支援をしながら生徒の定着を見る。 
・早く終わった生徒には、類題を配布する。 

５ 本時の学習を振り

返る。 
2 分 ・本時の学習を全体で振り返り、次時の連絡をする。  

 

実践④ 

１ 単元名  平面図形（１年） ・図形の移動（１時間目） 

２ 本時の目標 

  平行移動についてその意味と性質を理解することができる。 

３ 本時の展開 

学習活動 時間 指導上の留意点および学習活動への支援 評価項目（方法） 
○前時の振り返りをす

る 
5 ・前時の学習内容をデジタル教科書を利用して

振り返らせる。（直線と角） 
 

○本時の目標を知る。 
 
 
 
○小学校の学習内容を

振り返る。 
・線対称 ・点対称 
○Q の問題で、図形ア

をどのように動かす

と、他の図形に重ね

合わせることができ

るか考える。 

15 ・本時の目標を板書する。 
 
 
 
・線対称な図形と点対称な図形を用いて図形の

対称性を思い出させる。 
 
 
 
・生徒に様々な考えを発表させ、同じ場所への

移動でもいくつかの移動方法があることを確

認させる。 

 

本時の目標 平行移動についてのその意味と性質を知ろう。 
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○「移動」の意味を知

る。 
・移動の定義について板書して確認する。 

○「平行移動」の意味

を知る。 
・デジタル教科書で実

際に平行移動する様

子を見る。 
・「対応する点」につい

て知る。 
・対応する２点を結ぶ

線分の関係を考え

る。 
・実物投影機でスクリ

ーンに映して説明す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ・平行移動の定義を板書して確認する。 
 
・デジタル教科書を使って三角形の平行移動を

確認させる。 
 
・移動によって、ぴったりと重なる点を対応す

る点ということを確認する。 
・生徒から気が付いた事を発表させ、対応する

２点を結ぶ線分は平行で長さが等しいことを

まとめる。 
・教科書に三角形の平行移動を描かせ、実物投

影機で生徒の解答をモニターに映し出して説

明させる。 
 

◎平行移動の意

味と性質につい

て知り、それを説

明することがで

きる。 

○平行移動の意

味と性質につい

て知ることがで

きる。（ノ、発、

観） 

＜数学的な知

識・理解＞ 

○本時の学習を振り返

る。 
5 ・本時の学習を全体で振り返らせる。  

 

実践⑤ 

１ 単元名  平面図形（１年） 

       おうぎ形（１時間目） 

２ 本時の目標 

おうぎ形の弧の長さと面積を求める公式を理解することができる。 

３ 本時の展開 

学習活動 時間 指導上の留意点および学習活動への支援 評価項目（方法） 
○前時の振り返りをす

る 
5 ・前時の学習内容をデジタル教科書を利用して

振り返らせる。（円の接線の性質） 
 

○本時の目標を知る。 
 
 
 
○円の周の長さと面積

の求め方を振り返

る。 
○Q の問題で、円を２

等分、４等分、８等

分したときの弧の長

さと面積について考

える。 

15 ・本時の目標を板書する。 
 
 
 
・円の周の長さと面積の文字を用いた公式を理

解しているか確認する。 
・πを確認する。 
・ピザやケーキを例にとって、それを分ける場

合を生徒に想定させる。 
・８等分から４等分、２等分、･･･と考えさせる

ことで、２倍、４倍、･･･と比例の関係になっ

ていることに気付かせる。 

 

本時の目標 おうぎ形について知り、弧の長さや面積を求めよう。 
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○おうぎ形や中心角の

意味を知る。 
・おうぎ形の性質を知

る。 
 
 
・おうぎ形の弧の長さ

と面積の求め方を知

る。 

ℓ＝2πr×
𝑎
360

 

Ｓ＝πr2×
𝑎
360

 

 

25  
 
・おうぎ形は「線対称な図形」であり、「１つの

円からできるおうぎ形の弧の長さと面積は、

それぞれ中心角の大きさに比例する」ことを

確認させる。 
・「中心角に比例する」ということがどのような

意味を表しているのかを。公式を利用して説

明する。 

ℓ＝2πr×
360
360

 → ℓ＝2πr×
𝑎
360

 

Ｓ＝πr2×
360
360

 → Ｓ＝πr2×
𝑎
360

 

◎おうぎ形の弧

の長さや面積は

中心角の大きさ

に比例すること

を理解して、弧の

長さや面積を求

める公式を理解

することができ

る。 

○おうぎ形の弧

の長さや面積を

求める公式を理

解することがで

きる。 

（ノ、発、観） 

＜数学的な知

識・理解＞ 

○おうぎ形を細かく切

り分けて並べかえ

る。 
 
・並べかえた図形の面

積が平行四辺形の面

積とみなすことがで

きることを知る。 

Ｓ＝
  １  
2
 ℓr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ・おうぎ形を細かく切り分けられるように線を

入れたものを配布し、実際に切ってノートに

貼り付ける。 
・並べかえた図形が何の図形に見えるか生徒に

聞く。（平行四辺形、長方形） 
・デジタル教科書を使って並べかえた様子を確

認させる。 
・おうぎ形の面積の求め方は２通りあることを

確認させる。 
 

○本時の学習を振り返

る。 
5 ・本時の学習を全体で振り返らせる。  

 

電子黒板（デジタル教科書）を利用した数学の授業についてのアンケートより 

質問 1 図形の学習における電子黒板（デジタル教科書）を利用した授業は、これまでの授業と比べ

てどのように感じましたか。 

 

㋐分かりやすい（49％）  ㋑まあまあ分かりやすい（35％）  ㋒これまでと変わらない（16％） 

 

㋓これまでより少し分かりづらい（0％） ㋔これまでより分かりづらい（0％） 

 

質問２ 質問１で㋐または㋑に○をつけた人は、デジタル教科書のどのようなところが分かりやすい

と感じましたか。 

・図形を動かしたり回転したりすることができるので立体などでも分かりやすい。 

・先生が図形や重要な性質等を黒板にかく時間が省かれたため、授業がよりスムーズになった。 

・教科書の大切な言葉や図に線や印を直接かき込むことができて分かりやすい。 

・学習しているページや場所が分からないときでも電子黒板を見ればすぐ分かる。 

・文章や図などを拡大でき、色も多く使われているので見やすい。 など 
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質問３ 来年以降も数学の授業において電子黒板（デジタル教科書）を利用した方がよいと思います

か。 

㋐毎時間利用した方がよい（24％）  ㋑ときどき利用した方がよい（76％） 

㋒利用しない方がよい（0％） 

 

Ⅴ 成果と課題 

○成果 

１ 主にデジタル教科書の利用について 

・電子黒板を利用することで生徒の授業への関心意欲の高揚に繋がった。 

・デジタル教科書（電子黒板）を使うことで教科書のどの部分を学習しているのかが明確になり、普

段話を聞き漏らしがちな生徒もしっかり確認することができた。 

・前時までの学習内容をデジタル教科書に保存しておくことで既習内容の振り返りを行うことができた。 

・関数の学習においては、１年生の「比例と反比例」、２年生の「１次関数」における値の変化の様子

やグラフを確認する場面で利用したり、動点の問題を視覚的に捉えさせたりするのに有効であった。 

・図形の学習においては、１年生の平面図形における移動や作図の方法を確認する場面、空間図形にお

ける投影図、回転体、断面図などの知識や考え方を深める場面等で有効であった。また、２年生の図

形の学習において、三角形の内角と外角の関係や多角形の内角・外角の和を学習する場面、三角形や

四角形の定義や定理を学習する場面において全体で確認したり、既習の定理などを振り返ったり、視

覚的に動画で捉えさせたりする場面等で有効であった。 

・アンケート結果より、今年度は実験的に１、２年生で実践を行ったが、ほとんどの生徒がデジタル

教科書を利用した授業を「分かりやすい」と感じていた。また、来年以降も「利用した方がよい」

と感じている生徒が「ときどき利用した方がよい」も含めて 100％であった。生徒が自ら進んで教

育機器を活用することが研究主題でもある「自立的に生きる」ことに繋がる。今後も分かりやすい

授業展開を進めていくために、来年度以降もさらにＩＣＴ機器の有効活用を検討しながら実践を続

けていきたい。 

 

２ 主に実物投影機の利用について 

・実物投影機は、生徒のノートやワークシートに書かれた図や考え方を拡大して紹介したり、発表した

りする場面で利用し、生徒の発表意欲を高めることができた。 

・電子黒板や各教室に備え付けのテレビ画面に表示したり、プロジェクターからスクリーンに投影した

りすることで板書する時間が削減でき、さらに大きい画面で見やすく理解しやすかった。 

 

○課題 

・視覚的に捉えさえる場面が多い図形領域での活用がほとんどであった。数と式の領域での活用方法

も検討し、年間指導計画に入れていくことが必要であると感じた。 

・本校では電子黒板は２台であるため、他教科との関わりで利用できないことも多くあった。他教科

との担当教員との打ち合わせが必要である。 

・ＩＣＴ機器の利用は生徒の関心意欲を高めることもできるが、動画等を見せることにより、数学的

な考える力や想像力を養う機会を奪ってしまうことも考えられる。どの場面で利用するのかをしっ

かりと検討しておく必要がある。 
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研究主題 自立的に生きる子どもを育てる算数・数学教育 

サブテーマ ～数学的な見方や考え方を培うために、自分の考えを表現させる指導の工夫～ 

                     前橋市立木瀬中学校 井岡 美穂 

Ⅰ．主題設定の理由 

 中央教育審議会答申では,改善の基本方針として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などの指導の充実が示され,中学校学習指導要領解説数学編で

は,目標に「表現する能力を高める」といった表現力に関わる記述が明記された。                    

表現することは,事象を数理的に考察する過程で,数や図形の性質などを的確に表したり,その妥当

性などについて根拠を明らかにして筋道立てて説明したり,既習の数学を活用する手順を順序良く的

確に説明したりする場面で必要である。表現することにより,一層合理的,論理的に考えを進めること

ができるようになったり,より簡潔で、的確な表現に高めることになったり、新たな事柄に気づいたり

することも可能になる。このように、数学的な考え方を育てようとするとき，表現することは深く関

わっているととらえられる。 

 数学の授業において,問題解決的な学習の場面では,数や図形の性質などを言葉や数を使って的確に

表したり，根拠を明らかにして筋道立てて説明したりする指導が行われている。しかし,生徒は問題解

決を図る過程での論理的な考え方や表現よりも,答えが合っているかどうかを重要視する傾向にある。

また,自分の言葉で表現できなかったり、根拠を明確にして筋道立てて説明することができなかったり、

発表する生徒が固定してしまって学び合いが深まったりしないことがあった。その原因として問題解決

の見通しを持たせることや問題解決の過程を表現させるための手だてが不十分であったと考える。 

 そこで、まず、自分の考えを表現しようとする態度を育てたい。そして、自分なりの表現から、数学

的な表現へと質的に高めていきたい。また、根拠を明確にして説明することで、筋道立てて説明する力

が育つと考えられる。そのような力が身につくと、友達の考えも理解でき、伝え合う活動を通してより

考えを深めることができると考えられる。 

以上のことから，問題解決の場面において，思考過程を表現する活動を工夫することで数学的な考え

方や表現力を育てることができると考え自立的に生きる子どもを育てることができると考え，本テーマ

を設定した。 

 

Ⅱ．研究目標 

問題解決的な学習の場面で,自分の考えを表現する活動の工夫を通して，数学的な考え方を育てるこ

とができることを実践を通して明らかにする。 

 

Ⅲ．研究内容 

１．問題解決的な学習の授業モデルについて 

  筋道を立てて考え説明する論理的な思考力や表現力をいっそう育てるためには，問題解決的な学習

を取り入れることが大変有効であると考えられる。なぜなら問題解決的な学習は，自ら課題を見つけ，

自ら学び，自ら課題を解決する過程を重視した学習活動だからである。この問題解決的な学習を「①

問題の把握，②解決の見通し，③解決の実行，④解決過程の振り返り・まとめ」の４つの過程からな

ると捉え，それぞれの過程において生徒は，既習の知識や技能を活用し，思考力を働かせ，それを表

現していくことを通して次の過程へと進んでいくものと考える。 
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【数学的な考え方を高める問題解決的な学習の授業モデル】 

問題解決的な学習の過程 

☆数学的な考え方に関わる生徒

の主な活動 

教師の指導の工夫 

①問題の把握 

☆問題を数理的に捉える。 

○身近な事象から問題を取り上げ，問題意識や疑問がもてる

体験的・操作的活動を取り入れる。また，生徒が自ら問題

を見つけたり，選択したりする活動を取り入れる。 

○問題場面を絵や図，式に表現したり，既習事項と関連づけ

て表現したりする活動を取り入れる。 

②解決の見通し 

☆解決の結果や方法について見

通しを持つ。 

○既習事項を振り返り，具体的な数に置き換えたり，似たよ

うな問題を想起したりするように助言する。 

○見通しを発表し合う活動を取り入れる。 

○結論を言うために何が必要なのかを考えたり，見通しを立

てた理由を発表したりする活動を取り入れる。 

③解決の実行 

☆既習の知識や技能，数学的な見

方や考え方を活用して問題を

解決する。 

○解決のための時間と場を確保し，解決過程を図や式などに

表現する活動を取り入れる。 

○多様な考えで解いてみるように助言する。 

○図と式の表現を言葉で関連づけたり，図に理由や根拠を記

入したりする活動を設定する。 

④解決過程の 

振り返り・まとめ 

☆新たな知識や技能を獲得し，数

学的な見方や考え方に気づき，

そのよさを味わう。 

○解決過程についてその理由や根拠を表現し，生徒同士で説

明し合ったり，表現された図や式を読み合ったりする活動

を取り入れる。 

○共通点や簡単な方法などについて話し合い，数学的な見方

や考え方に気づき，その数学的な見方や考え方を言葉で表

現する活動を設定する。 

２．これまでの取り組みについて 

問題解決的な学習を行うなかで「(1)自分の考えを持つ」「(2)他者との比較・検討」「(3)自分の

考え（表現）をよりよくする」の３つの過程を１つのサイクルとして学習を進めることとした。このこ

とは，特に目新しいものではないが，今回の(1)～(3)の過程を改めて意識し工夫することで、生徒一人

ひとりが数学的な考え方や表現する力を高めていけると考えた。 

 

 

      

 

 

 

（１）自分の考えを書かせる工夫 

問題解決において,まず自分の考えを書くということが大切である。書かせるねらいは次の２つ

である。１つ目は，自分の考えを整理すること。２つ目は，他者との考えを比較検討する場面にお

いて道具として利用することである。また自分の考えを持たずに，または自分の考えがないまま他

者と意見交換をしても他者の考えや意見を自分にフィードバックすることは困難である。 

自分の考え 

他者の考えと比較・検討 

自分の考え 

よりよい表現 
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しかし，考えを書かない生徒も少なくない。そこで，生徒からの聞き取りから「書かない理由」

を次のように捉えた。そして、「書かせる手立て」を講じることにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）生徒同士が考えを交流する場での工夫 

   ここでの手立てはまず,少人数グループを２人か４人に設定したことである。これは発表が苦手

意識のある生徒も取り組みやすく,自由に意見交換がしやすいためである。人数を基本的にこの２

パターンにした理由は、２人は隣人との活動で、気軽に意見交換が出来、時間もかからないので１

授業の中で何度も繰り返し行うことが出来る人数。４人は隣人と前または後ろの２人との活動で、

より多くの意見を交流させることと一人一人の活動への参加を保障することを考えたときにもっ

ともバランスがよい人数と考えたからである。また、もう１つの手立ては、より数学的に自分の考

えと他者の考えとを比較検討させるために以下のように視点を決めて話し合わせたことである。視

点を意識して伝え合い活動を行うことで、数学的な見方や考え方、表現力が育成できると考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自分の考え（表現）をよりよくする場の設定 

これまでは、意見交流をするだけで、他者の考えをどのように取り入れるかは生徒任せになっ

ていたが、自分の考えや表現を改善することを意識させ、その場や時間を設定することで、目的

をもって考え方の交流が行えると考えた。そして、この活動を繰り返し行うことにより,根拠を明

確にし,筋道立ててわかりやすく書くことを意識して書こうとする取り組みができ、数学的な見方

や考え方、表現力の向上を図ることができると考えた。 

（４）それ以外の工夫 

  数学的な見方や考え方を高めるためには、基礎･基本の学習内容の定着が欠かせない。そのため

には、学校の授業だけでなく、家庭での学習が必要になってくる。また、数学的な見方や考え方、

表現力を高めるためには、計画的に自分の考えを表現する活動が必要であると考えた。そこで、

「自主学習ノート」の活用とまとめプリントの作成を伝え合い活動と同時に行っていくことにし

た。 

ア 自主学習ノートの活用とは・・・全学年で実施。生徒は、毎日決まった課題や自分に必要

な課題等を 1ページ以上学習して提出する。 

【生徒が書かない理由】 

・わからない 

・何となくわかるが,どう書いてよいかわ

からない 

・自信がないので恥ずかしい 

・大勢の前で発表するのが恥ずかしい 

   など 

【書かせる手立て】 

・ヒントカードをもとに考える 

・書き方の形式を決めて、それに沿って

書かせる 

・１つの単語や１つの図でもよい 

・正答には,こだわらない 

・少数での意見交換を中心とする  

               など 

【伝え合い活動の視点】 

・似ているところと異なるところはどこか 

・わかりやすいか 

・よりよい（数学的）表現方法で書かれているか 

・根拠（理由）は明確か 

・どこをどのように改善したらよいか 
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イ まとめプリントの作成・・・単元の終わりに実施することが多い。 

まとめるポイントを・いくつかの解き方を区別したり、関連づけたりする。 

・１つの例をあげて、いろいろな方法で解いて比べる。 

            ・いくつかの例をあげて、適したとき方を示す。 

・自分なりの結論を示す。 

   のいずれかにし、既習内容をまとめたり、レポートのような形で課題を解決するプリント。 

 

Ⅳ 実践例 

 1 単元名 1次関数の利用 

 2 本時の学習 

 (1) ねらい これまで学習してきた 1次関数を利用して身のまわりにある問題を解決できる。 

 (2) 準備 教科書、ノート、ワークシート、ヒントカード 

 (3) 展開 

学習活動 

◎学習活動◇予想される生徒の反応 
時間 指導上の留意点・支援 

◎本時のめあてと学習課題を知る。 

 

 

 

 

 

 

◎兄、弟のグラフはどちらか考え、

その理由も考える。 

◎理由は隣の人と発表しあう。 

◇兄はしばらくして出発したから。 

◇弟のほうが早く出発したから。 

5分  

 

 

 

 

 

 

･オープンな問題提示により様々な観点でグラフを読み取る

数学的な活動に意欲的に取り組む動機づけをさせたい。 

 

 

◎弟は駅に着くまでに何分かかった 

か、なぜそのように考えたか理由も 

考える。 

◎弟が駅に着くまで 16分かかること 

を確認したあと理由を何人かの生徒 

が発表する。 

◇(0,0)が家とすると、(16,900)が駅 

だから 

◇家から駅までが 900ｍだから 

◎発表を聞き自分の考えを書き直し 

たり、付け足したりする。 

 

 

 

10分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・弟のグラフを見いだし、家と駅との位置関係を把握させる。 

・なかなか読み取れない生徒には T２が、ヒントカードを出

してそれをもとに考えさせる。 

ﾋﾝﾄその１「どちらが弟のグラフだったか」 

ﾋﾝﾄその２「グラフのどこを見れば到着時間が分かるか」 

ヒントカードを出しながら、ｘ軸が時間・ｙ軸が距離を表す

こと、原点(0,0)が家を表すこと、(16,900)が駅を表すこと

などを確認させ、弟のグラフの数値を読み取ることで解決さ

せるように支援する。 

・発表を聞き、自分の考えを修正する場面では伝え合い活動

の視点をもとに活動させる。 

 

 

 

めあて 身のまわりの問題を 1次関数を利用して解決しよう。 

学習課題 兄と弟が、家から 900ｍ離れた駅へ向かいます。右の図は、 

弟は 7時に出発し、兄はしばらくして弟と同じ道を通って駅に向かう 

グラフを表したものです。弟は駅に着くまでに何分かかりましたか。 

また、このグラフから、どんなことが分かりますか。  
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◎このグラフから、他にどんなこと 

が分かるかを考え、なぜそのように 

考えたか理由も考える。 

◇兄は弟が出発してから 3分後に出 

発した。 

◇弟は途中で休んだ。 

◇兄のグラフを完成させると、兄が 

駅に着く時刻が分かる。 

◇兄は途中で弟を追い抜く。 

◇兄の方が弟より速く進む。 

◎隣の人と意見交換をする。 

◎4人グループで発表させる。 

◎何人かの生徒に発表させる。 

◎友達の考えを聞き、自分の考えを 

よりよく修正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎グラフから分かったことの中から 

次の問題を解決する。 

 

 

◎この問題を解決させるための方法 

を考える。 

◇グラフの交点が追い抜くところだ 

から、交点の座標を読み取ればよい。 

◇グラフからは正確に読み取れない 

ので、連立方程式で解く。 

◎連立方程式で求める。 

◇弟のグラフの式を求める 

 分速 60ｍより傾きは 60 

 ｙ＝60ｘ 

 兄のグラフの式を求める 

 分速 100ｍより傾きは 100 

 ｙ＝100ｘ＋ｂ 

20分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・なかなか読み取れない生徒には T２が、ヒントカードを出

して、それをもとに考えさせる。 

ﾋﾝﾄその１「10分後には兄、弟はどこにいるか」 

ﾋﾝﾄその２「兄、弟どちらが早く駅に着くか」       

ヒントカードを出しながら、ポイントとなる具体的なグラフ

の数値を読み取らせ、その数値の意味について考えさせる。 

・グラフから読み取る活動では、今まで学習してきた関数的

な見方、考え方を利用させる。 

 

・発表を聞き、自分の考えを修正する場面では伝え合い活動

の視点をもとに以下のように関数的な見方、考え方を深める

ことにも重点をおき、活動させる。 

○グラフの傾きが速さを表す。 

○兄が同じ速さで進むことはグラフの傾きが一定であるこ

とから分かる。 

○弟は途中で速さが変わること、兄の方が速く進むことは、

グラフの傾きから分かる。 

○弟が休んでいるのは、グラフがｘ軸と平行になっていると

ころである。 

○グラフの交点は、兄が弟を追い抜くところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・既習の学習内容を活用して考えさせる。 

 

・グラフから読み取る姿勢は大切にし、交点は正確には読み

取れないが、およそ 7 時 7 分 30 秒であろうと予想させるた

めに利用できることを確認させる。 

・交点の座標を求めるときに、グラフから読み取れない時に

は連立方程式を利用することを確認させる。 

・グラフから式を作れない生徒には、T２が、グラフから式

を求める学習を振り返りさせ個別支援を行う。 

・連立方程式を解くことが困難な生徒には、T２が個別支援

を行う。 

 

 

問題 兄が弟を追い抜いたのは、何時何分ですか。 

評価項目(数学的な見方・考え方) 

1次関数を利用して、グラフから読み取ったことを 

理由を明らかにして分かりやすく表現できたか。 
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 (0,3)を代入しｂ＝－300 

 ｙ＝100ｘ－300 

 連立方程式を解くとｘ＝７，５ 

 追い抜くのは 7時 7分 30秒 

 

 

 

 

◎本時のまとめをする。 

 今まで学習した 1次関数を利用す 

ると身のまわりの問題を解決するこ 

とができることをまとめる。 

5分 ・1次関数を利用するよさを味わわせたい 

 

 

生徒のワークシートより（囲んである所は、伝え合い活動後に、自分の考えをよりよくするために、

各自で追加、修正したもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 分あたりに

進む距離は、分

速で表すほう

がよりよい表

現であること

に気づいた。 

グラフの傾きが、速さを表

すことに気づき、兄の方が

速いことを、兄、弟の分速

で比べるほうがよりよい

表現であることに気づい

た。 

兄と弟が 1 分間あたりに進む距離を求め、分速

で表したが、その過程でグラフの傾きが、速さ

を表すことに気づき、兄の方が速いことを兄、

弟の分速で比べるほうがよりよい表現であるこ

とに気づいた。 

 



E-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家から駅まで 900ｍであること、ｘ＝16 のと

きｙ＝900 であることから 16 分かかったこ

とを理由としたほうがよりよい表現である

ことに気づいた。 
自分では気づかなかっ

たことを追加している。 

兄が弟より遅く

出発したことを

ｘ座標から読み

取る表現にした

方がよりよいこ

とに気づいた。 

弟が休んだとこ

とを、ｘ軸と平

行になっている

と 1 次関数で学

習した表現にし

たほうがよりよ

いと気づいた。 

自分では気づかな

かったことを追加

している。 

兄と弟の分速をそ

れぞれ求めたこと

から、分速を比べ兄

の方が速いことに

気づいた。 
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Ⅴ 成果と課題 

成果 

 ・自分の考えを持ち、それを自分の言葉で説明できるようになってきた。 

 ・自分の表現と友達の表現を比較・検討するなかで、数学としてよりよい表現を知ることができる

生徒が増えてきた。 

 ・伝え合い活動を中心に、友達と関わりながら学習を進めていくことで、見通しをもち、自分なり

の考えを持てるようになってきたため、あきらめずに粘り強く学習に取り組む生徒が増えてきた。 

 ・自分の表現をよりよくする過程をノートに記入させる活動をさせたことで、ノートの取り方を工

夫できるようになってきた。 

 

 課題 

 ・自分の考えを持たせる手立ての工夫がさらに必要である。 

 ・自分の考えを表現する際に、より「数学的な表現」を使ってできるような考える視点の与え方を

工夫する。 

 ・表現するための土台となる基礎･基本の知識や技能を身につけさせる。 

 ・思考過程を表現することは、生徒にとって難しいことであるので、３年間を通じて段階的に表現

力を養っていけるように計画的に取り組む必要がある。 

 ・数学的な思考力を獲得させるには、ただ考えなさいというのではなく、問題解決的な過程を大切

するような指導方法を工夫しなければならない。 

 ・単元の中のどこで表現活動を取り入れるかを精選して取り組ませていく。 

 ・伝え合い活動は設定すればよいのではなく、生徒が何に気づき、何が分かれば良いかを、指導者

側ではっきりさせておく。 

 ・友達と伝え合い活動をして、よりよくした自分の考えを振り返る活動も必要である。  

 

参考文献 文部科学省：中学校学習指導要領解説 数学編 平成 20年教育出版 

  國宗 進/相馬一彦編著：『中学校新数学科 数学的活動の実践プラン集 第 2学年編』2009年明治図書 

 

 

弟が進まなかったことを、ｘ軸と平行

である 1 次関数で学習した表現にした

ほうがよりよいと気づいた。 

弟の分速を求めるために、まずｸﾞﾗﾌから 5 分で 
300ｍ進むことを読み取った｡分速を求める式

をかいてみたら、速さはｸﾞﾗﾌの傾きを表すこと

に気づいた。 
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自立的に生きる子どもを育てる算数・数学教育 

～数学的活動を生かし「活用」に視点を当てた資料の活用の指導～ 
伊勢崎市立赤堀中学校  中村 有希 

Ⅰ 主題設定の理由 
 資料の活用の領域は、平成２４年度より全面実施された現行の学習指導要領より新設された。この領

域の指導の意義としては、学習指導要領解説において「急速に発展しつつある情報化社会においては、

確定的な答えを導くことが困難な事柄についても、目的に応じて資料を収集して処理し、その傾向を読

み取って判断することが求められる」とあり、統計的及び確率的な見方や考え方を培い、情報化の進む

現代社会の中で、それらをまさに「活用」していくことをねらいとして新設された領域であることがわ

かる。また、資料の「整理」に重きをおく傾向があった過去の指導を見直し、「整理した結果を用いて考

えたり判断したりすることの指導を重視することを明示するため」に「資料の活用」という名称にした

ということからも、「活用」を一番のねらいとして指導していきたい領域である。 
 ここで、資料の活用領域の第一学年の内容を見ると、学習指導要領には次のように示されている。 
 
 
 
 
 
また、第一学年の目標は「目的に応じて資料を収集して整理し、その資料の傾向を読み取る能力を培

う」ことである。 
一方、現行の学習指導要領の大きな特徴として、「数学的活動を一層充実させること」と明記されたこ

とが挙げられる。この数学的活動について、第一学年では次のことが示されている。 
 
 
 
 
 
 
 これらのことから、資料の活用の学習内容及び目標と数学的活動は相互に関係していることがわかる。

すなわち、資料の活用領域の目標達成のためには数学的活動が必要不可欠であり、「活用」を重視した資

料の活用の指導をすることで必然的に数学的活動の充実がなされる。 
 よって、この相互関係を意識し、数学的活動を生かした授業実践をすることで生徒の活用する力を伸

ばしていきたいと考え、本主題を設定した。 
 
Ⅱ 研究目標 
 「数学的な表現を用いて、自分なりに説明し伝え合う活動」を中心とした数学的活動を生かした授業

は、ヒストグラムや代表値を用いて資料の傾向を読み取る能力を培い、それを実生活に活用できるよう

目的に応じて資料を収集し、コンピュータを用いたりするなどして表やグラフに整理し、代表値や

資料の散らばりに着目してその資料の傾向を読み取ることができるようにする。 
ア ヒストグラムや代表値の必要性と意味を理解すること  
イ ヒストグラムや代表値を用いて資料の傾向をとらえ説明すること 

「A 数と式」，「B 図形」，「C 関数」及び「D 資料の活用」の学習やそれらを相互に関連づけた学習

において，次のような数学的活動に取り組む機会を設けるものとする。 
ア 既習の数学を基にして、数や図形の性質などを見出す活動 
イ 日常生活で数学を利用する活動 
ウ 数学的な表現を用いて、自分なりに説明し伝え合う活動 
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にするため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 
 第一学年「資料の散らばりと代表値」において、以下の授業実践を行う。 
 
１ 単元の導入時に、資料を表に整理したり根拠とともに自分の考えを説明したりすることで、整理す

る手段や根拠となる事柄が少ないことへの不便さを感じ、本単元に対する学習意欲をもつ授業 
 
 課題は、東京書籍新しい数学１P200～201 に提示されているバスの所要時間を扱う。資料を表にまと

めたあと、自分だったら何時何分発のバスに乗るかを発表し合う。このとき、必ず根拠を明らかにさせ

る。この時点で生徒が使える代表値は、最大値や最小値、平均値であり、それらを根拠とした意見が多

く出ると考えられる。また、最頻値という言葉は知らなくても、「３５分以上４０分未満が一番多いか

ら・・・」といった意見も出てくることが予想される。しかし、根拠となる事柄が限定されることから

あまり多くの種類の意見は出ないと考えられる。 
この授業により、今の知識では、資料を整理するための手段や意見の根拠となり得る事柄が少ないと

いうことを感じられると考える。 
 
 
２ ヒストグラムや代表値などの学習のあとに、使える代表値が増えたことで、資料を考察するための

よりどころが増え、説明もしやすくなったことを感得する授業 
 
 単元の学習が全て終わったあとの授業で導入時と同じ資料を整理させ、「自分だったら何時何分発のバ

スに乗るか」という同じ発問で再度考えをまとめ発表し合う。このとき、単元内で学習したことは全て

使ってよいとする。授業の終わりには、一時間目の授業の際の考えや説明の仕方と比較してできるよう

になったと感じたこと等を学習プリントにまとめさせる。 
 導入時と同じ資料を用いることで、使える代表値が増えたことや、同じ課題に対しての自分の考え方

が深まっていることを実感できると考える。 
 
 
３ 生徒が興味・関心をもてるような実生活に則した資料を整理し、自分なりの考察をレポートにまと

める授業 
 
 近年の夏に「日本一暑い」と言われていたいくつかの都市（館林市、熊谷市、四万十市など）の２０

１３年８月の最高気温の資料を用意し、「本当に日本一暑い都市はどこか」というテーマでレポートを作

成する。この課題にすることで、興味をもって取り組むことができるとともに、実生活で疑問に思って

いたことや社会で話題になったことなどの自分なりの考察に、本単元の学習内容が使えるということを

実感できると考える。またこの授業から、今後も数学の学習内容を実生活で活用していきたいという意

欲を高めたい。 



Ｆ－3 

Ⅳ 授業例 
授業例１ 

（１）目標 
資料を表に整理したり根拠とともに自分の考えを説明したりすることで、本単元への関心を深め、学

習意欲をもつ。 
（２）準備 
教科書(東京書籍)、ワークシート、電卓 
（３）展開 

生徒の学習活動（時間） 支援及び留意点 評価及び評価後の指導・支援 
○本時の学習課題を把握する。 

（10分） 
  

○どのようなバスに乗りたいかを

考える。       （５分） 
 
 
 
○所要時間の一覧を見て、整理 
の仕方を考える。  （５分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○表に整理したり、平均値を求めた

りして、どのバスに乗りたいかを

考え、発表し合う。  （25 分） 
 
 
 

・「なるべく早く着きたい」「バスに

乗っている時間が短い方がいい」

など、何を基準にしてバスを選択

しようとしているかを意識化す

る。 
 
 
 
 
 
 
・見やすくするにはどうしたらよい

かを考えさせることで、小学校で

学習済みの「柱状グラフ」「度数

分布表」などの言葉が生徒から出

てくるようにする。 
・考えの根拠をともに発表すること

で、表から特徴を読み取ったり、

自分なりの考えをもったりでき

るようにする。 
・意見を発表し合うことで、データ

や表の多様な見方や考え方を知

るとともに、意見の根拠となり得

る事柄がまだ少ないことを感じ

られるようにする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【関】データの傾向や特徴を

読み取ろうとしている。 
        （観察） 
 
【考】自分の意見をもち、発

表することができる。 
       （観察、発表） 

16:00 に駅に着くために、あなたならＡルート、Ｂルートのどちらのバスを使いますか。また何

時何分のバスに乗りますか。バスの所要時間を表に整理して、理由とともに考えよう。 

Ａルート所要時間 15 時発(分) Ｂルート所要時間 15 時発(分) 

35 34 38 40 29 41 37 36 35 40 

42 29 31 33 37 44 40 35 35 31 

36 35 40 45 45 41 40 49 31 35 

40 45 31 37 43 41 35 32 32 35 

30 32 35 33 40 37 45 46 39 28 

31 34 36 30 29 34 41 50 36 42 

34 48 29 30 35 43 40 34 31 56 

32 36 51 34 35  
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○本時のまとめをし、本単元の学習

内容を知る。     （５分） 
・本時で出た意見を振り返り、次時

以降の学習内容と、数時間の学習

後に本時と同じことをもう一度

考えるということを告げ、学習意

欲をもてるようにする。 

 

 
 
授業例２ 

（１）目標 
目的に応じて適切な代表値を選んで資料の傾向をよみとり、それをもとに自分の意見をもち、説明す

ることができるようにする。 
（２）準備 
教科書(東京書籍)、ワークシート、電卓 
（３）展開 

生徒の学習活動（時間） 支援及び留意点 評価及び評価後の指導・支援 
○本時の学習課題を把握する。 
            （２分） 
 
 
 
○これまでの学習内容を復習する。

（３分） 
 

 
 
 
 
 
・２つのルートについて整理してき

た表や代表値を振り返ることで、

既習事項の確認をするとともに

本時の見通しをもつ。 

 

○資料を考察し、自分の考えをも

つ。         （10 分） 
 
 
 
 
 
 
 
○班で意見を発表し合い、班の代表

意見を決める。    （15 分） 
 
 
 

・ワークシートに自分の意見と根

拠、考察に使った代表値を書き込

むことで、自分の考えを整理でき

るようにする。 
・導入時と同じ資料を用いること

で、使える代表値が増えたこと

や、同じ課題に対しての自分の考

え方が深まっていることを実感

できるようにする。 
・まず少人数で発表し合うことで、

全員の発表の機会を設ける。 
・班の代表意見を決めることで、発

表の際に、聞き手にとってわかり

やすく説得力のある説明をしよ

【技】データを整理し、目的

に合わせた代表値を求める

ことができる。 

（観察、ワークシート） 

 

 

 

 

 

【考】求めた代表値からデータ

の傾向や特徴を読み取り、説明

することができる。 

 （観察、発表、ワークシート） 
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○学級で、班の代表意見を発表し合

う。         （10 分） 
 
 
 

うとする意欲をもてるようにす

る。 
・学級で意見を発表し合うことで、

より多くの意見を知り、取り上げ

る代表値によって多様な考え方

ができることを感じられるよう

にする。 
○本時のまとめとして、一時間目の

意見と本時の意見を比較し、わか

ったことをワークシートに記入

する。        （10 分） 

・自分の考えと学級で発表された考

えをワークシートに記入して、一

時間目のワークシートと見比べ

られるようにする。 
・比較することによって、資料を考

察するためのよりどころが増え

説明もしやすくなっていること

を実感できるようにする。 

 

 
 
授業例３ 

（１）目標 
身近な事象の資料について既習事項を用いて考察し、自分の意見をもつことで、学習内容を実生活に

則した資料の考察に活用できるようにする。 
（２）準備 
教科書(東京書籍)、ワークシート、電卓 
（３）展開 

生徒の学習活動（時間） 支援及び留意点 評価及び評価後の指導・支援 
○本時の学習課題を把握する。 
            （５分） 
 
 

・前時に本時の予告をし、どんな資

料がほしいかを聞いて用意して

おく。 
 

 

○班ごとに協力して、資料を考察す

るための代表値を求める。 
            （10 分） 
 
○求めた代表値をもとに、個人で資

料を考察し、レポートを作成す

る。         （20 分） 
 

・資料を考察する時間を確保するた

め、平均値、中央値、最頻値など

は、電卓を用いて複数人で協力し

て求めるようにする。 
・前時までに口頭で説明する経験を

してきているため、今回はレポー

トという形にまとめるようにす

る。 

 
 
 
 
【考】目的に応じて資料を収

集して表やグラフに整理し、

その資料の傾向を読み取り

説明することができる。 
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○隣同士でレポートを発表し合う。 
            （10 分） 

・レポートにまとめることには慣れ

ていないので、完成例を見せたり

まとめるポイントを伝えたりし

て、イメージをもたせる。 
・バスの所要時間の授業で出た意見

を参考にして、どんな説明が説得

力のある説明であったかを考え

させる。 
・ヒストグラムや度数分布表を書き

込める用紙を用意しておき、必要

に応じて階級の幅を決めて使え

るようにする。 
・隣同士で発表をすることで、全員

に発表の機会を設ける。 

    （観察、レポート） 

○本時のまとめをする。 （５分） ・レポートは授業後に掲示または配

布物で、学級全体に紹介できるよ

うにする。 

 

 
 
 
 
〈資料〉 
館林 2013 年 8 月の最高気温 

 
 

日 最高気温 日 最高気温 日 最高気温 

1 31.1 12 38.1 23 28.8 
2 29.8 13 36.4 24 35.4 
3 32.4 14 36.4 25 27.9 
4 31.6 15 37.8 26 32.9 
5 34.3 16 36.9 27 31.3 
6 33.6 17 36.9 28 34.4 
7 36.3 18 37.9 29 33.0 
8 36.1 19 38.0 30 37.4 
9 38.5 20 34.8 31 35.6 
10 40.1 21 31.7   
11 39.2 22 32.9   
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熊谷 2013 年 8 月 の最高気温 

 
 
 
 
中村(四万十市) 2013 年 8 月の最高気温 

 
 
 
 
 
 
 

日 最高気温 日 最高気温 日 最高気温 

1 31.0 12 37.2 23 27.9 
2 30.0 13 35.2 24 32.9 
3 32.5 14 35.7 25 27.6 
4 30.9 15 36.3 26 31.3 
5 33.4 16 36.7 27 30.9 
6 30.9 17 35.7 28 33.1 
7 35.8 18 36.3 29 32.5 
8 35.3 19 36.7 30 36.3 
9 37.8 20 34.5 31 35.3 
10 39.3 21 31.2   
11 38.6 22 32.7   

日 最高気温 日 最高気温 日 最高気温 

1 37.6 12 36.9 23 35.7 
2 35.1 13 35.8 24 33.7 
3 36.6 14 35.3 25 27.6 
4 34.1 15 33.9 26 24.6 
5 33.2 16 34.1 27 33.6 
6 37.3 17 33.5 28 33.3 
7 38.6 18 33.5 29 31.3 
8 36.0 19 33.9 30 33.3 
9 37.6 20 34.2 31 32.7 
10 37.4 21 34.9   
11 39.3 22 35.0   
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Ⅴ 考察 
・本研究では、「自分なりに説明し、伝え合う活動」に重きを置いたため、データを収集することやデー

タを処理し表現することに対して時間を多く設定することができなかった。コンピュータを用いた情

報収集やデータの処理も指導できれば理想的であるが、今回はその時間が全く設定できていない。ど

の指導に重きを置くかによって、単元全体の時間配分が大きく変わる単元であると改めて感じた。 
 
・授業例３では、日々変わっていく社会情勢の中から、最新かつ話題性があり生徒の興味を引くテーマ

を見つけ、データを集める必要がある。また、人口などの地域の話題を扱うことも良いと思った。レ

ポートのテーマとして考えられる例も、いろいろ用意しておきたい。 
 
・本単元は教科書では一年間の最後の学習単元になっているため、時間が予定通りに取れなかったり、

最低限の時間になってしまったりしているのが現状であると思う。今後も魅力ある授業づくりを研究

し、本単元が軽視されないようにしていく必要があると考える。 
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研究主題 自立的に生きる子どもを育てる算数・数学指導

サブテーマ ～「関数」学習における「動点」問題の指導の工夫～

玉村町立南中学校 長沼 伸明

Ⅰ 主題設定の理由

変化の激しいこれからの社会において 「自立的に生きる」ために必要とされる力が「生きる力」、

である。また 「生きる力」を支える「確かな学力」の重要な要素は、基礎的・基本的な知識・技能、

の習得、知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等、学習意欲で

ある。数学科ではこれを受け 「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。これらの実現を目指すことが 「自立的、

に生きる子どもを育てる」ことに繋がると考えられる。

今回の研究は 「関数」領域における「動点」の問題に視点を当てて取り組んでみることとした。、

「関数」の目標は「具体的な事象の中から二つの数量を取り出し、それらの変化や対応を調べること

を通して、比例、反比例（一次関数、ｙ＝ａχ ）の関係についての理解を深めるとともに、関数関２

係を見いだし表現し考察する能力を培う（養う、伸ばす 」ことである。授業では、身の周りの事象）

からともなって変わる二つの量を見いだし、それらの変化を観察しながら表にまとめて規則性を発見

したり、グラフに表して視覚的な発見を促したり、χ、ｙの文字を使って数量関係を式に表したり、

それらをもとに変化の予想を立てたり数値を求めたりする。このような過程の中で、多くの数学的活

動ができ、数理的に考察し表現する能力や、関数の概念・知識を活用して考えたり判断する態度を育

てることができると考えられる。

中でも「動点」の問題は、平面図形や立体の辺上を動く１～２つの点と一定の頂点を結んでできる

図形の面積や体積（ｙ）が、点の動いた距離や時間（χ）にともなってどのように変化するかを考察

するものである。点が動く範囲によって変化の規則性を発見し、表やグラフに表すことで複数の関数

関係を見いだし、それを式に表すことで一般化して、特定の条件を満たす数値を導くなどの学習活動

ができる。しかし、関数の要素に加えて、図形の知識や求積の要素、ときに道のり・速さ・時間の要

素なども加わるため、課題解決は生徒にとって決して容易ではなく、対象となる図形（ｙ）の変化の

イメージすらつかみにくい難問もある。

この問題の指導にあたっては、これまでも試行錯誤を重ねてきており、また今年度は２学年担当な

ので 「１次関数」の指導の中で扱う機会がある。そこで再度の教材研究を行い、生徒の学習活動の、

内容や指導の方法を工夫することで、生徒が自ら考えながら課題解決できるように支援していきたい

と考え、このテーマを設定した。

Ⅱ 研究目標

「 」 「 」 、 、関数 領域における 動点 の問題について 生徒が変化の様子を表・式・グラフに表現したり

関数関係を考察したりする能力を高め、自ら課題解決する態度を養う指導法を探る。
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Ⅲ 研究内容

題材として、２学年の教科書（東京書籍「新しい数学 ）から下の問題を取り上げる。」

右の図の長方形ＡＢＣＤで、点ＰはＡを出発して辺上を

Ｂ、Ｃを通ってＤまで動く。点ＰがＡからχ㎝動いたときの

△ＡＰＤの面積をｙ㎝ として△ＡＰＤの面積の変化の様子を２

しらべてみよう。

この問題を解決するために、本来は次のような活動や考察が必要と考える。

（１）点Ｐの動きによって△ＡＰＤの形や大きさ（面積）がどのように変化するかつかむ。

（２）χの値の変化にともなってｙの値がどのように変化するかまとめる。

（３）χの値とｙの値の変化にはどのような特徴や規則性、関係があるか見いだす。

（４）χとｙの関係を一般化する（式に表す 。）

これまでの指導経験をもとに、生徒の発達段階も考慮して、上記（１）～（４）に対して比較的に

有効と思われる手立て、指導の手順をあげてみたい。

（１ 「点Ｐの動きによって△ＡＰＤの形や大きさ（面積）がどのように変化するかつかむ」）

教科書では、点Ｐが辺ＡＢ、辺ＢＣ、辺ＣＤ上にある場合の「３つの図」が示してあるが、連続性

に欠ける面がある 「パラパラ漫画」を示したり、ＰＣで作成した「動画」で点Ｐの動きと△ＡＰＤ。

、 。の形の変化を実際に見せると分かりやすいが 生徒に変化のイメージを考えさせることも大切である

そこで、学習プリントを用意して、χ＝１のとき、χ＝２のとき…の△ＡＰＤの形を『一通り図に

書く』ようにさせる。作業の時間が多少かかるものの、より多くの図があることで変化をつかみやす

く、それぞれの面積を求める計算もしやすくなる。

（２ 「χの値の変化にともなってｙの値がどのように変化するかまとめる」）

変化の様子をしらべるには、まずχの値とｙの値をそれぞれ求めて表にまとめたり、グラフに表し

たりして、どのように変化するかを確認させることが大切と考える。

そこで（１）と同様に、χ＝１、χ＝２…のときのｙの値（△ＡＰＤの面積）を図をもとに計算さ

せ 『表にまとめる』ようにさせる。またχ・ｙの値の組から『グラフに表す』ようにさせる。χ・、

ｙが小数値の場合にも言及してからグラフを実線化させ、視覚的に変化の様子を捉えさせる。

（３ 「χの値とｙの値の変化にはどのような特徴や規則性、関係があるか見いだす」）

（２）でまとめた表やグラフをもとに、変化の特徴や規則性、χとｙの関係などを見いだし、学習

プリントに『気付いたことをあげる』ようにさせる。表やグラフから、この問題ではχの値の増加に

ともない、ｙの値が〔規則的に増加する 〔一定になる 〔規則的に減少する〕の３つに場合分けさ〕 〕

れることが分かる。また、値の規則性やグラフが直線状になることに注目し、既習事項（値の変化・

グラフの特徴）に照らせば、χとｙの関係が比例や１次関数になると予想できるだろう。
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（４ 「χとｙの関係を一般化する（式に表す 」） ）

（３）で比例や１次関数になると予想できれば、χとｙの関係を一般化するために 『ｙをχの式、

に表す』ようにさせる。これは表やグラフの数値などから機能的に求めたり、既習事項（比例の式や

１次関数の式を求めること）を利用して、ｙ＝ａχ、ｙ＝ｂ、ｙ＝ａχ＋ｂに表の数値やグラフの傾

きをそれぞれ代入するよう助言をすれば求められるだろう。また、それぞれの式をみたす『χの変域

を示す』ことも、表やグラフから容易に答えられるだろう。

以上のような手立て、手順によって指導を行うと、これまでの経験では、上位の生徒はほぼ自力で

考察して課題解決でき、中位の生徒は多少の助言をすれば概ね解決できる。低位の生徒でも個別指導

をすれば（３）ないし（４）の途中まで進めることができる。

一方教科書では、この問題を解決するために次のような活動および考察を扱っている。

（５）χとｙの関係を、面積の公式をもとに一般化する（式に表す 。）

当初からこの方法で解決するには、点Ｐが辺ＡＢ上、ＢＣ上、ＣＤ上をそれぞれ動くときの３つに

、 。場合分けされ χとｙの関係を表す式がそれぞれ異なるであろうという見通しをもたせる必要がある

、 。また 点ＰがＣＤ上を動く場合を考察してｙをχの式に表すのは生徒にとってやや困難が予想される

さらに、求められた式およびχの変域からグラフ化するにも、いくつかの助言が必要と思われる。

（５ 「χとｙの関係を、面積の公式をもとに一般化する（式に表す 」） ）

そこで、上記の（１）～（４）の学習活動を一通り終えた後で『別解として扱う』ようにする。３

つの場合分けとχの変域は既に明らかなので、それぞれの場合において「面積の公式を利用して、ｙ

をχの式で表してみよう」と生徒に課題を与える。点ＰがＣＤ上を動く場合は助言や解説が必要であ

るが、χとｙの関係を表す３つの式は既に求められているので、同じ式が比較的に短時間で導けるこ

とを生徒も理解し、この解決方法のよさと正当性を実感できるのではないかと思う。おそらくこれ以

降、この解決方法を利用する生徒が多くなるだろう。

Ⅳ 実践例

授業での展開例を以下に示しておくが、時間は 分～ 分程度必要であろう。50 70

（１）目標

１つの点の動きにともなう三角形の面積の変化の様子を調べ、表やグラフに表したり、関数関係を

見いだし式に表したりすることができる。

（２）準備

教科書（東京書籍版 、学習プリント、掲示用の図、グラフ黒板など）

（３）展開

生徒の学習活動 支援及び留意点 評価（方法）

○本時の課題を知る。
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右の図の長方形ＡＢＣＤで、点ＰはＡを出発して辺上を

Ｂ、Ｃを通ってＤまで動く。点ＰがＡからχ㎝動いたときの

△ＡＰＤの面積をｙ㎝ として△ＡＰＤの面積の変化の様子を２

しらべてみよう。

○点Ｐの位置や△ＡＰＤの形 ・点Ｐの位置を１㎝毎にプリ

を図に表す。 ントに記入させて動き方や

三角形の形をつかませる。 【数学への関心・意欲・態度】

・台形にしている等の生徒に ・課題に関心を持ち、進んで解決

は個別に助言する。 しようとしている （観察）。

○△ＡＰＤの面積の変化を表 ・△ＡＰＤの底辺と高さをそ

やグラフにまとめる。 れぞれ確認して計算させる 【数学的な見方・考え方】。

特に点の動く方向が変わる ・点や面積の変化をとらえ、表や

ときに注意させる。 グラフから特徴や関数関係を見

・表をもとに点をとりグラフ いだそうとしている。

は一直線でないことに気付 （学習プリント、発表）

かせる。

○表やグラフの変化から気付 ・面積の増減の様子やグラフ 【数学的な技能】

いた点をあげる。 の特徴、関数関係などに着 ・三角形の面積を計算できる。

目するよう助言する。 ・変化の様子を表やグラフに表す

○ｙをχの式で表す。 ・３つの変域に分け、それぞ ことができる。

れの値の変化の特徴から考 ・表やグラフの特徴からｙをχの

えるよう助言する。 式で表すことができる

・ｙ＝ χ＋ の部分は、変 （学習プリント、発表）a b

化の割合や傾き を考え、a

数値を代入して を求めるb

よう助言する。

○面積の公式を利用してｙを ・３つに場合分けして、χと 【数学的な技能】

χの式で表す。 ｙの関係を三角形の面積の ・面積の公式を利用してｙをχの

公式に当てはめて式に表す 式で表すことができる。

よう助言する。 （学習プリント、発表）

・点Ｐが通った線分の長さが

。χ㎝であることを確認する

・同じ式が導けることを確認

し双方の考え方を比較検討

させる。

○まとめ
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Ⅴ 成果と課題

（１）授業の様子から

、 。 、授業にて生徒の様子を観察したところ 概ね興味をもって課題に取り組んでいた 課題提示の際は

問題の意図をよく捉えることができない生徒も見られたため、χ＝０～２の図を示して確認した。点

Ｐが動くことによってともなって変わる量が何なのか、よく理解させる必要があると感じた。

△ＡＰＤの形を図に表す際は、点ＰがＢＣ上を動くとき、

点Ｐと点Ｄを結ぶだけの生徒が見られたため、χ＝４の図を

示して三角形にすることを確認した。

χとｙの値を表にまとめる際は、ｙの値が何を表すのか、

三角形の面積をどう求めるかでとまどう生徒も見られたので、

全体で公式を確認して面積ｙを計算させた。また、χ＝４の

とき誤る生徒がいるので、ｙ＝６であることを全体で確認す

るとよい。グラフにまとめる際は、χが整数でない場合も考

慮させた上で、直線とみなして結ばせるようにした。グラフ

の形に驚く生徒も見られた。

表やグラフの変化から気付いた点をあげる際は、生徒から

次のような意見が出た。

・χ＝３～７の間は、ｙの値は一定であり、最大値に

なる（ｙ＝６ 。）

・χ＝０～３の間はｙの値は（２ずつ）増加し、

χ＝７～ の間はｙの値は（２ずつ）減少する。10

・グラフが線対称な台形型になる。

・一直線ではないが、部分的に直線である。

・ｙの値が最初と最後で０になる。

・ｙがχに比例する部分と比例しない部分がある。

これらの意見を生かしながら、変化の様子が「比例 「一定」」

「１次関数」に大別できることを確認できた。

ｙをχの式で表す際は 「１次関数」の部分で表せない生徒、

が見られたので、ｙ＝ａχ＋ｂのａ、ｂの値の求め方につい

て助言したり、周囲の生徒と検討させたりした。求められた生徒に発表させ、考え方などを確認し、

ｂの値はグラフを延長した際の切片となる等の補足をした （第１時）。

面積の公式を利用してｙをχの式で表す際は、点ＰがＣＤ

上を動くときに表せない生徒がやはり多かった。点Ｐが動い

た距離χを図示したり、総距離を考えるよう助言した。周囲

の生徒と検討させた後に、式に表せた生徒に発表させ考え方

を確認したが、指導の仕方には課題が残った。

前時の学習活動と比較させると、点ＰがＣＤ上を動くとき

を除いては、こちらの方が短時間で式を求められると実感し

た様子であった （第２時）。
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（２）まとめ

、 、上述のような生徒のつまづきや指導法の課題が見られたものの 図・表・グラフを利用したことで

変化の特徴や規則性などが捉えやすかった様子であった。また、表やグラフからｙをχの式で表す方

法、面積の公式からｙをχの式で表す方法をそれぞれ示したことで、課題解決にはいくつかのアプロ

。 、ーチの仕方があることを感じたのではないかと考える その後の定期テストに類題を出題したところ

１次関数の関係を式で表すことを除き、変化の様子についての問に概ね解答できた生徒が多かった。

また、解答の過程で、表を書いて数値をまとめたり、面積の公式に当てはめて式を立てたりする様子

が見られ、課題解決に向けて自分なりの方法で考察しようとする姿勢が感じられた。

今後もこのような能力や態度を養っていけるよう、よりよい指導法を探っていきたい。

＜資料：学習プリント＞
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自立的に生きる子どもを育てる算数・数学教育
～数学的活動を活かした関数指導～

安中市立第一中学校 宇野 慎一朗

Ⅰ. 主題設定の理由

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。数学科の学習では、身につ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脂質・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良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

をより確かなものとするとともに、自立的に生きる子どもを育て、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ものと考え、表記の研究主題を設定した。

本校の生徒は、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。また、指示がないと

学習に取り組めず 「指示待ち」の習慣が染み付いてしまっている生徒も多く、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 主体的に取り組み 確かな学力を身に付けた生徒の育成

をテーマに、校内研修に取り組んでいる。また、今年度は 「思考力・判断力・表現力を高、
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める言語活動の充実」に重きを置いて、授業改善に取り組んでいる。数学科に於いては、言

、「 」 。語活動を通して 結論に至るまでの仮定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、調査等の数学的活動に加え、言語活動までを含めた様

々な学習活動をどのように取り入れていけばいいかを模索する必要がある。そして、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い、養い、育てていく

ことができると考える。

そこで、本研究では、数学的活動の中でも 「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 」に重きを置いて、校内研修の「言語活動の充実」と絡めな。

がら、行うこととした。まず基礎的・基本的な内容を確実に定着させ、そこから身につけた知

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

「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」を取り入れた

授業を行っていく中で、どのような活動が生徒の主体的な学習活動に繋がり、自立的に生き

る子どもを育てる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
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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

一次関数の利用

・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 指導上の留意点 評価項目（方法）時間

1.前時の復習をする 10 ○携帯電話の３つの料金プランの通話。

実生活との関連② 時間と料金の関係を、表・式・グラフ（ ）

2.本時の課題を把握 を用いて表したことを確認する。

する。 ○具体的な通話時間から適する料金プ

実生活との関連② 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 ○選んだ理由は箇条書きにさせる。 【見方・考え方】

話時間が書かれた ○プランが選べなかったり、理由が書 〈おおむね満足〉

表を配り、自分なり けなかったりする生徒には、表・式・ ・適する料金プラ

に適する料金プラン グラフを用いることで選びやすくなるこ ンを自分なりに選

と、選んだ理由を考 とを伝える。 び、理由を書いて

える。 ○自分とは違った解決方法や様々な考 いる。

（言語活動③） え方を知ることで、他の考え方の良さ 〈十分満足〉

4.各班に分かれ、各 に気付いたり、自分の考えを深めたり ・適する料金プラ

自が意見を出し合 できるようにする。 ンを自分なりに根

い、どの料金プラン ○各自が班員に向けて選んだ料金プラ 拠をもって選び、

が適しているのかを ンと理由を発表し、記録させる。 表・式・グラフと

検討する。 ○班で話し合い、１つの料金プランを いった様々な面か

5.発表の準備をする 選ばせ 理由についても再検討させる ら、選んだ理由を。 、 。

6.各班が発表する。 ○相手に分かりやすく伝わるためには 書いている。

どうしたらいいのかを考えさせること （机間指導）
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で、表・式・グラフといった数学的な 【見方・考え方】

表現のよさや有用性に気付かせる。 〈おおむね満足〉

○黒板で発表するために、班ごとに料 ・自分が選んだ理

金プランの説明やアドバイスの原稿を 由を、表・式・グ

書かせる。 ラフといった数学

○表・式・グラフについては教師が用 的な表現を用いて

意しておき、発表の際、必要に応じて 発言することがで

使ってよいことを伝える。 きる。

○発表時間は各班１～２分程度である 〈十分満足〉

ことを伝える。 ・自分が選んだ理

○資料として用意したいものがあれ 由を、表・式・グ

ば、模造紙等を使い、作ってもよいこ ラフといった数学

とにする。 的な表現を用いて

○班員全員が前に出てきて、代表者 発言するだけでな

が発表する。 く、班員の意見の

○各班の説明で分かりやすかったとこ 中の良い点をメモ

ろや よかった点を記録させることで することで考えを、 、

さらに考えを深め、今後の発表に生か 深めている。

せるようにする。 （机間指導・行動

観察）

7.本時の学習をまと ○身の回りには、一次関数としてとら

める。 えられる事象が数多く存在し、表・式

実生活との関連② ・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。
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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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自立的に生きる子どもを育てる算数・数学教育 
～生徒どうしで表現し合う活動を通して～ 

南牧村立南牧中学校 髙田 康平 
 
Ⅰ 主題設定の理由 
昨年度より、中学校での新学習指導要領が全面実施された。今回の改定では、「生きる力をはぐくむ」

という理念を引き継ぎ、習得した知識・技能を活用し、思考力・判断力・表現力等を育成し、課題を解

決できる力を身に付けることを目指している。また、その「生きる力」を支えるための思考力・判断力・

表現力等を育成するためには、言語活動を充実させることで実現させていくとしている。 
数学科では、目標の中に新たに「数学的活動を通して」と「表現する能力を高めること」が加えられ

た。数学的活動については、生徒が自主的、主体的に取り組む機会を意図的、計画的に設けることが大

切であるとし、数学的活動として「数や図形の性質などを見いだす活動」、「数学を利用する活動」、「数

学的に説明し伝え合う活動」を取り入れることを挙げている。特に、数学的な表現力を高めるためには、

根拠を明らかにし筋道を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などの指導を充実することが示されている。このような活動

を通して、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付けるとともに、思考力、判断力、表現力を高

め、数学を学ぶことの楽しさや意義を実感できるようにすることが求められている。 
本校は村内唯一の小規模中学校であるため、クラスメイトは保育園からほとんど変わらず、生徒同士

のかかわりが深くなっている。そのため、小集団の中では、自分の言いたいことは言いやすい環境であ

り、時には、何も言わなくても気持ちを察してくれることさえある。このような環境ということもあり、

クラス全体の場などになると自分の意見に自信をもって発言できる生徒は少なくなる傾向にあった。そ

こで、「自分の考えを適切に表現できる生徒の育成」を目指し、校内研修を積み重ねてきた結果、表現

する力が着実に高まってきた。それに対して、課題に対して少し考えて分からないと諦めてしまい、友

だちの意見を聞くだけになってしまったり、自分の考えを説明しただけで終わりになってしまい、生徒

どうしでの意見交流がまだまだできていないという点で課題があった。そこで、今年度は「習得したこ

とを生かし、課題解決できる生徒の育成」をテーマに、適切な説明をし合う学び合いの場を設定し、生

徒の力を高めたいと考えた。そのためには、既習の基礎的・基本的な知識・技能を活用し、生徒どうし

で意見交流をするなど表現し合う活動を授業に取り入れれば、課題を解決できる力が身に付くだろうと

考え、本主題を設定した。 
 
Ⅱ 研究目標 
 習得したことを生かし、課題解決できる生徒を育成するために、既習事項を活用する学習活動におい

て、生徒どうしで表現し合う活動を取り入れることの有効性を、授業実践を通して明らかにする。 
 
Ⅲ 研究内容 
（１）既習事項を活用するための工夫 
 課題解決において、既習事項を生かすためには、既習事項を活用しやすくする工夫が必要であると考

える。そこで、学習した内容で重要事項を１枚のプリント「振り返りシート」にまとめていき、課題解
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決の際に活用していく。１枚のプリントに学習したことを積み重ねてまとめていくことで、既習事項の

系統的な理解と活用する意識を持たせることができると考える。また、課題解決の際には既習事項が確

認しやすくなり、既習事項を活用して、自分の考えを持つことができると考える。  
（２）生徒どうしで表現し合う活動の工夫 

 本研究では、始めはペアや小グループで、次に全体でというように、段階を踏んで表現し合う活動を

取り入れる。ペアや小グループでは、自分の考えをノートやワークシートに記入させ、それを見ながら

相手に説明をし、聞いている方は要点をメモをしながら進めていく。また、自分の考えを持てなかった

場合は、どのように考えたのか、どこで困っているのかを相手に伝えるようにする。これにより、考え

が持てなかった生徒も、友達の説明を聞くことで課題解決の方法を気づくことができるとともに、全員

が説明する機会がもて、主体的な活動になると考える。また、段階を踏むことで、抵抗感を持たずに自

分の考えを説明でき、自分の考えをより確かにすることができるので、自信を持つことができる。そし

て、多様な考えに気づき、自分の考えを広げたり深め合うことができると考える。 
 
Ⅳ 実践例 
 （１）実践例１ 

① ねらい 三角形の内角の和が 180゜であることを、対頂角や平行線の性質を活用して説明で

きる。 

② 準備  ワークシート、発表用プリント、掲示カード、マジックペン、磁石  

③ 展開 
学 習 活 動 時

間 
指導上の留意点 評価項目（方法） 

１ 本時の学習内

容をつかむ。 
 
 

10 

 
 

 

○前時までの授業の内容や流れを確認し、既習事項を確

認する。 
 
 
 
 
 
 
 
＜予想される生徒の考え＞ 
①分度器で測る。 
②角を切り取って一直線に並べる。 
③折って頂点を一点に集め、一直線にする。 
 
○実際に角度を測ったり、角を切ったり折ったりして確

かめる方法では、すべてのときに確かめることができ

ない、正確に実測できない、などの問題点があること

を確認する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜課題＞「三角形の内角の和は１８０°である。」ことを説明しよう。
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２ 課題を個別追

求する。 
 
 
 
 

 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

○振り返りシートを利用し、課題を解決するための見通

しをもたせる。 
○１８０°になるのは直線にできる角と同じであるこ

と、角を移動させるためには対頂角や平行線の性質を

利用すればよいことに気づかせる。 
○Ｔ２はつまずきがちな生徒を重点的に支援する。 
 
＜予想される生徒の考え＞ 
①三角形の頂点に角を集める 

    
 
②三角形の辺上に角を集める 

 

③三角形の内部に角を集める 

 

 
④三角形の外部に角を集める 

 
 
○自分が説明しやすいように、記号や式などを積極的に

使うように指示する。 
○早くできた生徒には、他の方法でも説明できないか考

えさせ、多様な考え方で問題が解決できるようにする。 
○考えがまとまったら、自分が説明したい方法を決めて、

発表用プリントにまとめるように指示をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【見方・考え方】 

＜おおむね満足＞ 

 友達の説明から課

題解決の方法に気づ

き、根拠を示しなが

ら説明できる。 

(ワークシート・発言

・発表) 

＜十分満足＞  

 四角形の内角の和

が１８０°になるこ

とを、根拠を示しな

がら分かりやすく説

明できる。 

(ワークシート・発言

・発表) 
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３ ペアになり、自

分の考えを説

明し合う。 
 

15 ○説明のポイントとして、「根拠を明確にする」「数学的

な表現を使う」ことを明示し、これらを視点にペア活

動ができるようにする。 
○ポイントを意識して説明と助言をし合い、ペアでお互

いの説明をより良い説明にしていくよう伝える。 
○自分の考え方とは違う友達の考えはワークシートに記

入するよう指示する。 
○Ｔ１、Ｔ２で各ペアの様子をチェックし、説明や助言

が活発にできるよう支援する。 
４ 全体の場で、自

分の考えを発

表する。 

10 

 
 
 

○全体の場で発表する際に気をつけることを確認し、堂々

と発表できるようにする。 

○発表した説明が正しいのか全体で確認していく。 

○発表の改善点を助言するとともに、よかった点は称賛し

自信をつけさせる。 

○それぞれの考えから、補助線をひくことで既習事項を活

用できることや、既習事項を使えば全ての四角形につい

て説明できることを確認する。 
５ 本時のまとめ

をする。 
５ ○三角形の外角の性質を合わせて確認する。 

○本時の学習を振り返り、大切だと思う考え方や分かっ

たことをまとめさせる。 
 
（２）実践例２ 

① ねらい 矢じり形四角形の性質を、三角形の性質や平行線の性質を活用して説明できる。 

② 準備  ワークシート、発表用プリント、掲示カード、マジックペン、磁石  

③ 展開 

学習活動 時間 学習への支援及び留意点 評価項目（方法） 

１ 本時の学習内容

をつかむ。 

 

 

 

 

 

 

５ ○前時の学習において、作業や操作活動で見出した矢じり形

四角形の性質を確認する。 

○作業や操作活動では、一般性に欠けることを確認し、既習

事項を使って証明する必要があることを理解させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題＞矢じり形四角形は、∠a+∠b+∠c=∠d となることを説明しよう。 
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２ 課題を個別追求

する。 

１５ ○振り返りシートを利用し、課題を解決するために使えそ

うな既習事項を確認し、解決の見通しをもたせる。 

○机間巡視をし、個に応じた助言をする。どのように手を

つけて良いか分からない生徒には、前回の課題を思い出

させ、平行線や三角形をかけばよいことに気づかせる。 

○Ｔ２はつまずきがちな生徒を重点的に支援する。 

 
＜予想される生徒の考え＞ 
①辺を延長し、三角形の性質を利用 

    

 

     

 

②平行線をひき、平行線の性質と三角形の性質を利用 

   
○早くできた生徒には、他の方法でも説明できないか考え

させ、多様な考え方で問題が解決できるようにする。 

○考えがまとまったら、自分が説明したい方法を決めて、

発表用プリントにまとめるように指示をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【見方・考え方】 

＜おおむね満足＞ 

 友達の説明から課

題解決の方法に気づ

き、根拠を示しながら

説明できる。 

(ワークシート・発言

・発表) 

＜十分満足＞  

 やじり形四角形の

性質を、根拠を示しな

がら分かりやすく説

明できる。 

(ワークシート・発言

・発表) 

３ ペアになり、自

分の考えを説明

し合う。 

１0 ○説明のポイントとして、「根拠を明確にする」「数学的

な表現を使う」ことを明示し、これらを視点にペア活動

ができるようにする。 
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○ポイントを意識して説明と助言をし合い、ペアでお互いの

説明をより良い説明にしていくよう伝える。 

○自分の考え方とは違う友達の考えはワークシートに記入

するよう指示する。 

○Ｔ１、Ｔ２で各ペアの様子をチェックし、説明や助言が活

発にできるよう支援する。 

 

４ 全体の場で、自

分の考えを発表

する。 

１5 ○全体の場で発表する際に気をつけることを確認し、堂々と

発表できるようにする。 

○発表した説明が正しいのか全体で確認していく。 

○発表の改善点を助言するとともに、よかった点は称賛し自

信をつけさせる。 

○それぞれの考えから、補助線をひくことで既習事項を活用

できることや、既習事項を使えば全ての矢じり形四角形に

ついて説明できることを確認する。 

５ 本時のまとめを

する。 

５ ○本時の学習を振り返り、大切だと思う考え方や分かった

ことをまとめさせる。 

 
Ⅴ 成果と課題 

（１）成果 
・既習事項を１枚のプリントにまとめていくことで、既習事項の系統的

な理解と活用する意識を持たせることができた。また、生徒は既習事

項が活用しやすくなり、自分の考えを持つことができた。 
・説明のポイントとして「根拠を明確にする」、「数学的な表現を使う」

ことを明示し、視点をもって生徒どうしで表現し合う活動に取り組む

ことで、意見交流がしやすくなった。また、友だちの考えから課題解

決の方法に気づくことができたり、自分の考えを整理することができ、

課題解決に向け効果的な活動になった。 
 
（２）課題 
・複数の解法を持ち、多様な考え方を引き出せる課題設定や資料の精選をし、生徒どうしで表現し

合う活動を計画的に設定していく。また、生徒どうしで表現し合う活動の時間を十分に確保する

ための単元構成や 1 時間の授業づくりを工夫していく必要がある。 
・個人→ペアや小グループ→全体で発表で終わるのではなく、広げたり深め合うことのできた考え

を最終的に個人に反映させることが必要である。 
 
 

振り返りシート 
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自立的に生きる子どもを育てる算数・数学教育

習得した知識・技能を活用し、思考力、表現力を育てる指導の工夫

藤岡市立北中学校 井口 高志

Ⅰ 主題設定の理由
本校２学年において、１学年時に実施した標準学力調査で 「数学的な見方や考え方」が期待正答率に、

比べて低く、思考力・判断力に課題が見られた。また、ふだんの授業を見ると、新しい課題やより発展的

な内容を考えるときに、進んで既習事項を活用できる生徒が少ないのが現状である。さらに、自分の考え

をもっているものの、それを積極的にノートに書き出したり、周りの友達に説明したりすることを苦手と

している姿がある。

特に、基礎的な知識・技能が十分に定着していないことが 「既習事項と結び付かない」や「途中計算、

で詰まってしまう」など、数学的に考えるときの壁になっている。また、約７割の生徒が「考えたことの

表し方が分からない」と答えており、表現のしかたが十分身に付いていないことが、書くことや説明する

ことへの抵抗感につながっている。

今までの指導を振り返ると、解き方指導に終始してしまうことで、習得した知識・技能を活用して問題

を解決する場面が不足し、知識・技能をより深く身に付けさせることが不十分であった。つまり、習得し

た知識・技能の活用のしかたを把握して指導することや表現のしかたを指導することに課題がある。

そこで、計画的に既習事項を学び直し、既習事項が振り返りやすくなるように学習したことをまとめて

いく。そして、意図的に既習事項を活用して考える場を設定するとともに、学んだことのつながりを意識

させ、どこで既習事項を活用するのかを明確にする。それと同時に、形式を与えたり、書き方のまねをさ

せたりしながら、段階的に表現のしかたを指導する。

以上のような一連の指導を通し、積極的に既習事項を活用して考えようとする態度や表現しようとする

態度を育成できると考える。そして、それは生徒の思考力や表現力を高めることにつながると考え、本主

題を設定した。

Ⅱ 研究目標

既習事項のつながりを意識させたり、活用しやすくして考えさせたりするとともに、段階的に表現の指

、 、 。導を繰り返すことで 習得した知識・技能をもとに自分なりに考えたり 表現したりする生徒を育成する

Ⅲ 研究の内容と方法

１．研究の内容

( ) 既習事項のつながりを意識させる指導の工夫1

本校の生徒は、今まで学んで来た知識が点在しており、新しい課題に出会ったとき、既習事項をつな

げて考えることを苦手としている生徒が多い。そこで、まず、今まで学んできたことや新しく学んだこ

とを視覚的につなげることで、既習事項がつながっているという意識をもたせる。そして、既習事項を

試行錯誤しながら選んで活用することで、既習事項を活用しようとする態度を育てることができると考

える。

そこで、まず、図や言葉を使って学習内容を視覚的にまとめ、毎時間の授業で掲示する。次に、それ

を縮小したものを模造紙に貼りながら矢印でつなぐことで、既習事項のつながりを意識させる。
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さらに、学習内容を単語カード形式にして、振り返りカードとい

う形にまとめていく(図１)。

、学習したことを効率よく振り返このカードを利用することで

ることができ、既習事項の定着に役立つ。また、新たな課題を考

える時に、振り返りカードを用いることで、既習事項をまず活用

してみようとする態度を育てることができると考えた。さらに、

このカードを利用する際に、どのカードの内容が使えるかを取捨

選択することを通し、思考力や判断力を育成できると考えた。

( ) 自分なりに考え、表現する生徒の育成2

新学習指導要領解説では、第２学年の図形指導のねらいについて「多角形の角の大きさについての性

質を、論理的に筋道を立てた推論を行って調べることができるようにする」や「その推論の過程を自分

の言葉で、他者に伝わるように分かりやすく表現できるようにする」と述べられている。

、「 、 （ ）」、論理的に筋道を立てた推論とは いくつかの場合から より一般的な性質を導き出すこと 帰納

「似たような条件下では、似たような結果が成り立つだろうと推測すること（類推 「すでに正しい）」、

と分かっていることから、論理的に結論を導き出すこと（演繹 」の３通りの推論のしかたである。）

生徒は、図形の学習を通し、これらの推論をしながら筋道を立てて考えることを身に付けていく。さ

らに、数学の記号や文字、図などを使いながら、相手に分かるように考えを整理して表現することで、

根拠を明確にして表現する力を身に付けていく。

そこで、具体的な図形を作図したり、測ったりしながら自分の観点で図形の性質や法則を見いだし、

見いだしたことが成り立つ理由を、カードや教科書などを利用して考える。このとき、( ）で述べたよ1

うな「既習事項のつながり」を意識させることで、学習したことを積極的に生かそうとする「意欲」を

もつことができる。そして、それは新しい課題を

試行錯誤しながら「思考」することにつながる。

次に、考えたことを正誤や表現の方法は問わず

自分なりに表現する 「思考」したことをもとにす。

れば、それを「表現」することができる。ここで

形式を与えるなどの段階的な「ノート指導」を行

ったり、考えたことを「伝えあう活動」をしたり

することで 「思考力や表現力のスキルアップ」さ、

せることができる。そして 「思考」し 「表現」、 、

したことをもとに理解することで、生徒はより深

い知識として 「知識を蓄積」することができる。、

最後に、各学習のつながりを可視化させるなどの「まとめ方を工夫」することで、生徒はより既習事

項の「つながりを意識」し、次の学習に臨むことができる。

こうした一連のサイクル(図２)を繰り返すことで、習得した知識をもとに、自分なりに考えたり、表

現したりする生徒を育成できると考えた。

２．研究の方法

授業実践計画

対 象 藤岡市立北中学校 ２年 名24

実施期間 平成 年 月～ 月中旬25 11 12

単元名 「平行と合同」

図１ 振り返りカード

つながりの意識

思考

思考力や表現力
のスキルアップ

まとめ方の工夫

知識の蓄積

意欲

ノート指導

伝え合う活動

表現

図２ 自分なりに考え、表現する生徒を育成する「サイクル」
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Ⅳ 実践例
(1) ①既習事項のつながりを意識させる工夫

まず、教師自身が見通しをもって指導にあたることができるよう、ねらいや学習内容、振り返りカード

にまとめることがらを矢印でつなぎ、学習のつながりを視覚的にとらえる指導計画を作成した（図３ 。）

また、生徒の表現力を段階的に伸ばすことができるよう、到達目標を明確にした。

次に、振り返りカードにまとめたことがらを模造紙２枚の大きさにまとめ、矢印でつなげながら生徒に

。 、 、提示していった(図４) このまとめをすることで 授業のはじめに今までの学習のつながりを確認したり

新たに学習することへの見通しを持ったりできるようにした。

このようにして既習事項を可視化させ既習事項のつながりを視覚的にとらえさせることで、生徒は少し

ずつ数学のつながりを理解することができ、新しい課題が提示されたとき、既習事項を振り返って考えよ

うとする姿が次第に出てきた。また、振り返りカードを活用しながら課題解決に取り組むことを繰り返す

ことで、既習事項に戻って考えようとする姿が毎時間見られるようになった （図５）。

図３ 見通しをもって指導するための指導計画

図４ 既習事項のつながりの可視化 図５ 振り返りカードを活用しながら考える様子
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アンケートの結果からは 「前の時間で学習したことを使って考えることを意識できた」と答えた生徒、

は全体の２４名中１９名（７９．１％）となった。

節のまとめの時間では、自分が作成してきた振り返りカードをつなげて一枚のワークシートにまとめる

ことで、既習事項のつながりを再確認することができた。その結果、まとめの時間では 「直線は °、 180

ということから全部つながっていていて、面白いと思った」や 「数学は一つひとつが全てつながってい、

ると思った」といった感想を記述した生徒が、１３名（５４．１％）と半数を上回った。

、振り返りカードを作成し繰り返し確認することで、授業中の振り返りが容易になり、効率的に学また

び直すことができた。

＜授業例＞

「平行と合同」１８時間中の１０（東京書籍）

（ⅰ） ねらい 既習事項を活用して矢じり形の角度を工夫して求め、その求め方を説明する。

（ⅱ） 準 備 作図セット、課題の拡大図、ミニホワイトボードセット（マーカー、マーカー消し用

スポンジ 、振り返りカード、ヒントカード）

（ⅲ） 展 開

学習活動 時間 指導上の留意点

・振り返りカードなどを活用して、効率的に振り返ることが○前時までの学習内容を振り返る。 5

できるようにする。

○補助線を引くなどして、矢じり形の角度 ・具体的な数値の例を考えることで、生徒の興味、関心を引25

、 。を工夫して求め、その説明を考える。 き出すとともに 補助線などの考えを見いだしやすくする

・振り返りカードと照らし合わせながら見たことのある形に① ② ③

帰着するよう促し、既習事項を活用できる形に補助線を引

けるようにする。

・一通りの方法ができた生徒には、別の方法でも求めるよう④ ⑤

にさせることで、多様な考えができるようにする。

、 、○ペアで説明し合い、自分の説明を振り返 ・自分の考えをペアで説明し 質問し合うようにすることで

った後、全体で確認する。 より根拠をはっきりとさせた説明が書けるようにする。

・早くできた生徒には、矢じり形の性質について見いださせ

るとともに、その説明について考えさせる。

今までに学習したことを使って、

右の矢じり形で∠χの大きさを工夫

して求めよう。
χ

40°

20°
75°
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○求めた角度をもとに、矢じり形の性質を ・気づいたことを自分の言葉で書き出すように促すことで、10

見いだす。 まとめにつなげる。

・角度を全てたすと、χの大きさになって

いる。

a b c∠χ＝∠ ＋∠ ＋∠

・既習事項を視覚的につなげてまとめることで、つながりを○見いだした性質をまとめる。

意識させる。○類題を解く。

② 思考の流れを視覚化させる工夫

「平行と合同」では 「証明すること」、

が導入される。この 「証明すること」、

は多くの生徒が苦手としている 「書き。

方が身についていない」以外の理由とし

て 「結論を示すために必要な条件を整、

理したり、選択したりする力が不十分」

であることが考えられた。そこで、証明

を考える前に「考えの流れ （図６）を」

つくることで、筋道だった考えを視覚化

させることができるようにした。

この「考えの流れ」は、フローチャ

ート図のような形式で、結論を最上部

に書き、そこから必要な条件を分岐さ

せながら考えていく。

仮定は青、結論を赤とし、三角

形の合同条件は黄色、図からわか

る条件や、仮定より導く条件など

は緑色などで色分けをする。

また、考えていく段階で、図に

も同様に色分けしながら書き込み

視覚的にすることで、既習事項を

活用しやすくした。

さらに、証明を完成させた後、

証明の中に書かれたことがらを、

考えの流れと対応させていくこと

で、互いをリンクさせ、証明の仕

組みを理解しやすくできるようにし

た。

このようにすることで、結論をもとにして筋道立てて考えることの大切さに気づき、類題を解くと

きに考えの流れを活用しながら証明に取り組む姿が見られるようになった。また 「考えの流れ」を、

作成することで、証明をスムーズに書いている様子が見られた。

Ｂ規準：ヒントカードなどを利用ながら、補助線を引き、

矢じり形での角度を工夫して求めている。

Ａ規準：自分なりの考えで補助線を引き、矢じり形の角度

、 、を工夫して求めるとともに 求めた過程を図や式

。 【 、 】言葉で説明している 考：発表 ノートａ

χ

ｃ

ｂ

図６ 考えの流れ

≪考えの流れ 例≫
結論（赤）

合同な三角形の組（黄色）

合同条件１ 合同条件２ 合同条件３

＜根拠＞

＜根拠＞

＜根拠＞

仮定（青） 図から分かること（共通など）

仮定から導かれること

対応する辺など

図７ 実際の授業での「考えの流れ」と「証明」
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( ) 段階的な表現の指導2

① ノート指導について

段階的な表現の指導のために、本単元では単元を通してノートの使い方を工夫し、一貫した書き方で

書くようにした。

毎時間ノートを見開きで書き、まず、左側の

ページにはその日の課題を書く。次に、気付い

たことや考えたことを自分の思いつくままに右

側のページに書き出していく（図８ 。そして、）

自分で聞いた友達の説明や意見、全体で確認し

たことをつけたしていく。

最後に、その日学習したことのまとめや説明

すべきことの清書を左側のページにまとめてい

く。このようにノートを使うことで、自分の考

えを再びきれいにまとめ直すことができるので、

ほとんどの生徒が積極的に思いついたことを書く

という姿が見られ、書くことへの抵抗感を減らす

ことができた。

また、説明の書き方も段階的に指導した 図９、１０ 。段階を大きく３つに分け、はじめは穴埋め形式( )

で書き、次に書き方のまねができるように書き出しやつなぎ言葉を与え、最終的に自力で書くようにさせ

た。

証明を学習する際には、新しく記述の仕方を身に付ける必要があるため、改めて証明の書き方につい

ての形式を与え、証明を書く場合のモデルとした （図１１）。

図８ 右側ページに書き出した考え

図９ 穴埋めしながら書き方を学ぶ段階（左ページ） 図１０ 穴埋めしながら書き方を学ぶ段階（右ページ）

図11 証明の書き方の形式 図1２ 生徒が書いた証明
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このように指導していくことで、だんだんと説明や証明の書き方を身に付け、自分なりに説明や証明が

できるようになる生徒が増えてきた （図１２）検証前に行ったミニテストにおいては 「四角形の内角の。 、

和が °であることの説明」を既習事項を用いて書くことができたのは７名（２９．１％）であった。360

また 正答ではないものの 自分の考えを書いた生徒は１２名(５０％)であり 無記述だったのは５名(２、 、 、

０ ８％)であった。.

61.5しかし 単元終盤の証明のワークシートでは 筋道を立てながら正しく証明を書いた生徒を１５名、 、 （

％）に増やすことができた。また、正誤や記述はまだ不十分ではあるが、自分なりの証明を書いた生徒

は７名(２９．１％)おり、無記述だった生徒は２名(８ ３％)であった（表１ 。このことから、既習事. ）

項を用いて考え、それを順序立てて説明する力が伸びてきたことや、正誤にかかわらず自分なりに表現

しようとする生徒が増えてきたことが分かる。

Ⅴ 成果と課題
１．成果

○ 学習したことを振り返りカードにして、授業のたびに確認させることは、既習事項を振り返る機会

。 、 、を増やし既習事項を身に付けさせることにつながった また 振り返りカードを視覚的につなげたり

その性質を考えるために必要なカードを取捨選択して説明を考えさせたりすることで、既習事項を活

用しようとする態度を育てることができた。そして、生徒に既習事項のつながりを理解させることが

できた。

○「考えの流れ」を作ることで、生徒は「結論から筋道を立てて考える」ことを身につけることができ

た。また 「考えの流れ」を作ったことで、証明を書くための材料とすることができた。今後もさま、

ざまな証明において役立てていきたい。

○ 「穴埋め→まねて書く→自分の言葉で書く」という段階を踏んで、計画的かつ段階的に表現を指導

した。また、単元を通してノートの使い方を指導し、右ページに気付いたことや考えたことを書き、

、 。 、 、左ページに順序立てて書いたり まとめ直したりした これらのことから 生徒の表現力を高めたり

書くことへの抵抗感を減らしたりすることができた。そして、自分なりに表現してみようとする態度

を育成することができた。

２．課題

○ 自分なりの考えを持ちノートに書き出すことはできたが、全体や友達同士で説明することにはまだ

抵抗があるようであった。自分の考えを他者に伝えることがスムーズにできるよう、学習形態や発表

の仕方などをさらに工夫していきたい。

○ まだ全ての生徒が自分なりの説明や証明を書きだせるようにはなっていない。書くことが苦手な生

徒への支援をさらに考えていく。

○「考えの流れ」は証明を書く材料として役立ったが、自力で作成できなかった生徒もいた。文章を読

み取ることや読み取ったことを記号化することにまだ課題が見られる。今後は読み取りや記号化にも

力をいれていく。

記述問題の正答率

無記述
 20.8

無記述
記述あり

25.0

記述あり
 50.0

正答
 62.5

正答
 29.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実践後

実践前

表１ 記述問題の正答の推移
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自 立 的 に 生 き る 子 ど も を 育 て る 算 数 ・ 数 学 教 育研究主題

サブテーマ ～「活用」に視点をあてた図形の指導～

高崎市立吉井西中学校 岡田 慎史

Ⅰ 主題設定の理由

各種調査の結果からは、基礎的・基本的な知識・技能の習得については、全体としては

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ている。また、本校

の実態としても、与えられた問題を的確に処理するということは得意であるという生徒は

多いが、既習事項を生かして自分で問題を解決するということが不得意であると感じてい

る生徒や、そうした学習に苦手意識をもっている生徒は非常に多い。

そこで、本研究においては、図形の学習における不明な角度を求める場面において、ど

うしてその角度であるといえるのか 「図形の性質」などの根拠となることがらを踏まえ、

ながら他者に説明するという授業実践を行うこととした 「図形」領域において、不明な。

角度を求めるという学習は、生徒にとって比較的取り組みやすいものであり、既習事項を

“活用”することの必要性や大切さに生徒が気付くことができると考えた。また、自分が

考えた方法を他の人に知ってもらいたいという意欲的な態度も育成することができると考

え、本研究主題を設定した。

Ⅱ 研究目標

図形の学習における不明な角度を求める場面において、どうしてその角度にであるとい

えるのか、基本的な「図形の性質」などの根拠となることがらを踏まえながら他者に説明

するという授業実践を通して、生徒が既習事項を活用して考えることのよさに気付くこと

ができ、自分の考えを分かりやすく説明する力を育成するのに有効であるかどうかを研究

する。

Ⅲ 研究内容

１ 「図形」領域についての生徒の実態

数学の学習に対する意欲が高い生徒がほとんどであり 処理能力も高い生徒が多い 数、 。「

と式」領域における計算処理や 「図形」領域でも不明な角度を求める問題を的確に処理、

することを得意としている生徒が多い。授業でも正答を発表したいと積極的に挙手する生

徒が目立ち、テストでも高い正答率を獲得することができる生徒が大半である。

しかし “なぜそういうことがいえるのか “どういう考え方をしたのか”といった理、 ”

由を問う発問に対しては、挙手する生徒が減少してしまう。解答できていないのかと学習

プリントを見たところ、きちんと正答が書かれている生徒がほとんどである。数人の生徒

に話を聞いたところ 「答えはきちんと求められるが、どう考えたのかと聞かれると、何、

と答えてよいか分からない 」という返答があった。。

２ 「図形」領域におけるこれまでの指導

まず、正しく角度を求めることができた生徒を、全体の場や個別の添削などを通して賞

賛することを心掛けた。どういう理由で不明な角度を求められたのか、いきなり説明する

ように促すと、生徒はその時点で苦手意識をもってしまう。まずは、生徒が「図形」の学

習に対して意欲的に取り組めるようにする必要があると思う。個別の添削は時間を要する

ため、ＴＴ（チームティーチング）で複数の教員が添削したり、学習プリントを回収して

１人１人の解答を確認したりする取り組みを行った。
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個別の添削の時間の中で、少しずつ“どうやって求めたのか”を生徒に投げかける機会

を増やしていった。自分が図に書き入れた計算の過程や補助線を見ながら、教師に対して

徐々に説明することができていった。正しく角度を求められない生徒には、教師の方から

少しずつ「図形の性質」に関するヒントを出していくことで、正しく角度を求めることが

できていくようになった。上位の生徒の中には、全体の場での説明ができる生徒も出てき

た。

３ 具体的な実践について

「図形」領域の学習のまとめとして、基本的な「図形の性質」などの既習事項を“活用

”して、どのように角度を求めたのかを他者に説明する授業実践を行うこととした。生徒

が円滑な説明ができるように、以下のような工夫を行った。

多くの生徒が説明を苦手とする理由の１つとして 「どのような順番で考えたのかが自、

自分でも分からなくなってしまう」ということが挙げられる。このことから、本実践では

分が考えた順に番号を付ける 使用した「図形の性こととする。また、その番号と一緒に、

。 、 、質 を記入する」 ということも併せて行う 具体的には 図の中で関係する角や辺の近辺に

「①補助線を引く」や「②対頂角 「③平行線の錯角 「④三角形の内角の和は °」な」 」 180

どのように端的に書き表すようにする。これにより、生徒は説明する際、自分が付けた番

号を追いながら、そこにある「図形の性質」を述べていくことで、自分の考え方を他者に

伝えることができると考える。

Ⅵ 実践例

（１）単元名 平行と合同「平行線と角 （新しい数学２ 東京書籍）」

（２）ねらい

問題解決の過程を振り返りながら理由を記入したり考えた順に番号を付けたりする活

動を取り入れることにより、生徒が「平行線の性質」や「三角形の性質」を活用して考

、 。えることのよさを実感し 自分の考えを分かりやすく説明することができるようにする

（３）準 備

教師： 平行線に関する問題』の解き方を示したプリント（黒板掲示用 、『 ）

『やじり形に関する問題』プリント、

マジックペン２色（赤、黒 （人数分））

生徒：定規

（４）展 開

過 時

程 学 習 内 容 間 支援・指導上の留意点

（ ）分

○『平行線に関する問題』を解決したときの考え方を①演 習 問 題等 で出 題

振り返ることにより 生徒が 平行線の性質 や 三さ れ た 前 に 行 っ た 、 「 」 「

問 ５ 角形の性質」を活用して考えたことを想起できるよ『平行線に関する問

題 うにする。題 』 を ど の よ う な 方

の ○「平行線の性質」を活用して解いたプリントと「三法 で 解 決 し た か を
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」 、把 角形の性質 を活用して解いたプリントを用意して振り返る。

握 それぞれの解き方を提示することにより、生徒がそ

れらの性質を確認できるようにする。

、 、○それぞれの解き方において 図の中に引いた補助線

理由として活用した性質、考えた順番をプリントに

記入しておき、生徒が本時のプリントに記入すると

きの参考となるようにしておく。

○本時は、演習問題等で出題された、直線 と直線

が平行でないときの『やじり形に関する問題』に取②本時の『やじり形に

、 。関 す る 問 題 』 を 知 り組むことを話し 生徒の学習への意欲付けとする

り、問題解決の見通

しをもつ。

○どのような図形の性質を用いればこの問題が解決で

きそうかを意見交換することにより、生徒がある程

、解 度の問題解決の見通しをもつことができるようにし

決 問題を解決しようとする意欲を高める。

の ○問題が解決できた生徒には、他の方法でも取り組ん

見 でみるように伝え、生徒が多種多様な考え方で問題

通 が解決できるようにする。

し

○補助線が引けていない生徒には、どのような性質を③課題を個別追求し、

使って問題解決をしようとしているのかを質問し、そ の 解 決 過 程 を 振

解 ２５ 生徒が平行線や三角形をかけばよいことに気付くより返りながら 、理由

決 うにして、平行線を引いたり、三角形をかいたりすを書き、考えた順に

の るようにする。番号を付ける。

実 ○生徒が問題解決の過程を振り返り、考えた順に番号

行 をつけるようにすることにより、生徒が自分の考え

た順序を整理できたり、自分が考えた過程を相手に

。分かりやすく示したりすることができるようにする

○問題解決及び理由や考えた順番が記入できた生徒に

は、プリントを黒板にはり、別の解き方に挑戦する

ようにして、生徒の学習意欲を高めながら、多種多

様な考え方ができるようにする。

ℓ m

【やじり形に関する問題】
次の図で、∠ は何度

に な り ま す か 。 み ん な が
分 か るよ う に 理由 を付 け
て順序よく説明しましょう。

x

【平行線に関する問題】

次の図で、∠ は何度

になりますか。理由を付け

て順序立てて説明しましょ

う。

x
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○生徒が黒板にはるときに、活用した性質ごとにはる

ようにすることにより、生徒が活用した既習事項の

性質を意識したり、黒板にはられている解き方を見

て別の解き方のヒントを得たりするようにする。

○「平行線の性質 「三角形の性質」以外の既習事項」

の性質を使って問題解決をすることができないか問

い掛け、生徒が別の性質を使った解き方はないか考

えるようにして、さらに、多種多様な思考ができる

ようにする。

○生徒が理由を添えずに発表しているときは、なぜそ④ 自 分 が 考 え た 解 き

うなるのかを質問をして、発表する生徒が理由を説方を発表する。

振 １５ 明できるようにする。

り ○解いたプリントを見て、その解き方が分かった生徒

返 に説明する機会を設定することにより、友達の解き

り 方を考えたり、その解き方が分かったときの充実感

を味わったりできるようにする。

○生徒にどのような考え方をしたから解けたのかを質⑤ 本 時 の ま と め を す

問して 「平行線の性質 「三角形の性質」のよさやる。 、 」

ま ５ 既習事項を活用することによって問題解決すること

と ができることのよさに生徒が気付けるようにする。

め ○生徒が自己評価をする場面を設定することにより、

生徒に学習内容の定着と数学学習への意欲付けを図

る。
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自立的に生きる子どもを育てる算数・数学教育
～自ら問いかけ粘り強く考える力の育成を目指して～

基礎的・基本的な知識・技能を活用し，主体的に課題解決できる生徒の育成
－単元構想の工夫による課題解決的な学習の構想・実践を通して－

群馬県館林市立第二中学校

教諭 樋口 孝行

１ 主題設定の理由

本研究大会の主題である「自立的に生きる子どもを育てる算数・数学教育」について，筆

者は，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とらえる．確かな学力を構成する重要な三要素につ

いては，「自ら学ぶ意欲」を根幹として，「課題解決に必要な思考力・判断力・表現力」と

「基礎的・基本的な知識・技能の習得」とを互いに関連させながらスパイラルに高めていく

ことが指針として示されている(群馬県教育委員会,2013)．筆者は，これを基礎的・基本的な

知識・技能を習得し，それらを活用して主体的に課題を解決できる生徒の育成を図ることを

意味するととらえた．そのためには，数学授業のアスペクト(小関ら,1999)の「概念や原理

・法則の理解」や「問題解決」に当たる授業において，思考力・判断力・表現力の伸長を重

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・法則の理解を深めたり，

課題を解決したりする）授業を構想・実践する必要がある(樋口,2012a,2012b).これは，思考

力・判断力・表現力を伸長するために学習指導要領で示されている課題解決的な学習１）の構

想・実践である(文科省,2008)．江森(2012)は，数学授業について，「課題に出会うことで生

徒が問いをもち，学習し身に付けた知識・技能を活用して課題を解決することで問いも解決

でき，その結果，生徒自身が学習内容の意味付けができる授業」を提案している．これを受

けて，筆者は，課題解決的な学習を単元で構想する必要があるとの結論を得た．

そこで，「はばたく群馬の指導のプラン」(群馬県教育委員会,2012)を参考にして，生徒が

考える場を意図的に設定し，その場における指導の工夫を図った課題解決的な学習を単元で

構想する「単元構想の工夫」を手だてとした授業の構想・実践を積み重ねることによって，

基礎的・基本的な知識・技能を活用し，主体的に課題解決できる生徒の育成に迫ろうと考え

本研究主題を設定した．

２ 研究の概要

（１）研究の見通し

考える場を明確にし，その場における指導の工夫を図った課題解決的な学習を単元で構想

し実践を日常的に行っていけば，生徒たちの思考力・判断力・表現力が伸長し，主体的に課

題解決できるようになるだろう．

（２）目指す生徒像

基礎的・基本的な知識・技能を身に付け，それらを活用して，主体的に事象の考察や課題

の解決を行ったり，考察結果や解決過程を筋道立てて説明したりできる生徒．

（３）単元構想の工夫

基礎的・基本的な知識・技能を活用し，主体的に課題を解決できるようになることの根本

は，生徒が考えて理解する（気付き，わかる）ことである．しかし，筆者が群馬県内全域の

中学校数学教師319名（信頼度95%で標本抽出）に行った調査では，生徒が考えて理解するこ

とを重視している教師は217人(68%)と低い結果であった(樋口,2012a,2012b)．このような現

状も踏まえ，教師による教え込みではなく，生徒が考えて理解するためには，考える場を意

図的に設定し，それに応じて指導の工夫を図った課題解決的な学習を単元で構想・実践する

必要がある．

以上のことを受けて，単元で，課題解決的な学習を構想する上で取り入れる指導の工夫を
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「単元構想の工夫」と定義した．そして，この工夫を七つの視点で設定し，「はばたく群馬

の指導プラン」を参考に具体化し，指導の工夫の重点を明確にして授業改善を進めた．

① 考える場を明確にした単元及び授業の学習過程の工夫（指導の工夫１）

単元の構想において，課題解決的な学習過程を導入した．また，各教科における考える

場としては，ア「わかる」（理解する場），イ「できる」（習熟する場），ウ「深める」

（追究する場）といった学習段階における学習活動の在り方を明らかにした．さらに，単

元で課題解決的な学習を構想する上での留意点も明らかにして授業を構想する必要がある．

② 思考の仕方を身に付けさせるための手立ての明確化（指導の工夫２）

考える場において，考え方（類推・帰納・演繹などの推論），考える視点，技法（比較

や関連付け），手だて（図や線分図，表・式・グラフ）などを明示し，生徒に思考方法を

身に付けさせ課題解決に向けて，生徒が主体的に考えることができるようにしていく．

③ 評価活動の工夫による指導と評価の一体化の実践（指導の工夫３）

授業の中で，評価活動（形成的評価）を行い，指導と評価の一体化により，生徒のつま

ずきに応じて具体的な支援を行う．そのために，授業構想の段階で，生徒のつまずきを予

想し，それに応じた支援を用意しておく．

④ 学習形態の工夫（指導の工夫４）

考える場において必要な場合は，「グループ・ペアの学び合い」や「一斉の学び合い」

を取り入れる．これにより，多様な考えを交流したり，他人の考えと自分の考えとを比較

したりすることで，自分の考えを広げたり，深めたりできるようにする．

⑤ 単元及び１単位時間のねらいに迫る学習課題の提示（指導の工夫５）

生徒が主体的に課題解決を進めていくためには，学習課題の設定が重要である．学習課

題はそれを解決すると単元や本時のねらいが達成されるものでなければならないので，教

師が設定するが，生徒自身が課題意識をもったり，「解決してみたい」といった魅力的な

ものになっていたりしなければ，主体的な学びの実現は難しい．そこで，生徒が「どうし

て？」「どうやったら？」といった問いをもつことができ，単元の学習を通して，その問

いを解決できるような学習課題を提示する．

⑥ 課題解決への見通しをもたせる場の設定と工夫（指導の工夫６）

生徒自身が学習課題を十分に把握できたとしても，その解決への見通しをもつことがで

きなければ，主体的な追究活動には結び付かない．そこで，課題解決（追究）への見通し

をもつ場を設定する必要がある．

⑦ 課題について考えたことを説明する場の設定と工夫（指導の工夫７）

思考力・判断力・表現力を身に付けたり，用いたりして主体的に課題解決するためには，

「説明する」といった言語活動が不可欠である．そこで，考える場において課題について

考えたことを説明する場を設定する．

以上，単元構想の工夫を図っ

た課題解決的な学習の構想の仕

方をイメージ化したものが，

「単元構想の工夫による課題解

決的な学習の構想イメージ図」

（図１）である．

図１ 単元構想の工夫による課題解決的な学習の構想イメージ図

単元構想の工夫による課題解決的な学習の構想

＜指導の工夫１＞ 考える場を明確にした単元および授業の学習過程の工夫

つ
か
む

追

究
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＜指導の工夫５＞ ねらいに迫る学習課題の提示

＜指導の工夫６＞課題解決の見通しを持たせる場の設定と工夫

＜指導の工夫２＞思考の仕方を身に付けさせるための手立て

＜指導の工夫３＞指導と評価の一体化

＜指導の工夫４＞学習形態の工夫

＜指導の工夫７＞説明する場の設定と工夫
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（４）数学科における身に付けさせたい思考力・判断力・表現力の明確化

教科の特性を踏まえ，表１に示すように身に付けさせたい思考力・判断力・表現力を明確

にした．

表１ 数学科において身に付けさせたい思考力・判断力・表現力

○ものごとを筋道立てて考える力

○用語や記号，式，図，グラフなどによる数学的な表現を解釈し，多様な考えや自分と友達の考

えを比較・検討する力

○課題を解決する中で，既習のどの知識・技能を活用すればよいか判断したり，友だちと考えを

比較・検討する中で，よりよい解き方を練り合ったりする力

○自分の思考の過程や結果を他者に伝えるために，数学の用語や記号，式，図，グラフなどを用

いて表現する力

（５）数学科における単元構想の工夫の明確化

単元構想の工夫の明確化に向けて，考える場における指導の工夫を具体化し，それが課題

解決的な学習のどの学習過程に位置付くかを明確にするとともに，指導の工夫の重点を明確

にして授業構想を進めた．

＜指導の工夫の重点＞

○指導の工夫２（思考の仕方・手だて） ○指導の工夫５（学習課題）

○指導の工夫６（見通し） ○指導の工夫７（説明）

○指導の工夫１＜考える場を明確にした単元の学習過程の工夫＞

・「わかる（理解する場）」→「できる（習熟する場）」→「深める（発展的に追究する場）」の学習の

流れ

・概念や原理・法則の理解を深めるために，「発見する」→「確かめる」→「深める」の解決過程の構築

・導入において，生徒が「なぜ？」「本当に？」「どうすれば？」といった問いをもつことができる課題

を提示し，終末において，単元の学習を通して学習した知識・技能を活用して，その課題を解決するこ

とによって，生徒が「なるほど！」「こういうことだったのか！」「こうすればよかったのか！」とい

ったように，問いを解決し，単元の学習の有用性を実感できるようにする．

（単元を貫く学習課題の解決）

過 具体的な手だて

程 指導の工夫２～７を具体化したものを課題解決の各過程に位置付ける．

○指導の工夫５＜ねらいに迫る学習課題の提示＞

・「○○を発見し，どうして成り立つのか根拠を明らかにして説明しよう．」など，ねらいの達成に結

び付く学習課題を設定する．

つ ・「深める学習」においては，学習課題の明確化を図り次のような学習課題を用意する．

オープン・アプローチやオープン・エンドなど多様な考え方のできる学習課題

日常的な事象との関連を図った学習課題

○指導の工夫６＜課題解決への見通しを持たせる場の設定と工夫＞

か ・予習的課題の確認や既習内容の確認をすることによって，本時の学びに必要な既習内容を確認し，生

徒のレディネスを揃え，課題解決の見通しをもつことができるようにする．

・既習事項を提示しておくことによって，課題解決の際にいつでも確認できるようにする．

・個人で解決（追究）の見通しを考えさせ，それを全体で共有する場を設ける．

む ○指導の工夫２＜思考の仕方を身に付けさせるための手だての明確化＞
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・いくつかの具体例を比較して共通していえるきまりや法則を発見するように考え方を明示することに

よって，生徒一人一人がきまりや法則を発見できるようにする．（帰納による思考）

・課題を解決する際に，「既習事項を基に同じようにできるか」など，考え方を明示することによっ

て，課題解決の見通しをもてるようにする．（類推による思考）

・「結論がいえるためには何がいえればよいか」「課題を解決するためには，何が分かればよいか」な

ど結論（答え）から逆向きに考察する考え方を明示することによって，証明や課題解決の見通しをも

てるようにする．（仮説演繹法による解析的な思考）

○指導の工夫２＜思考の仕方を身に付けさせるための手だての明確化＞

・発見したきまりや法則が成り立つことを，既習の学習内容を根拠として筋道立てて確かめるように考

え方を明示することによって，きまりや法則が成り立つことを確かめることができるようにする．

（演繹による思考）

追 ・成り立つことを確かめたきまりや法則を根拠にして，日常な事象や発展的な課題を筋道立てて考察し

たり，解決したりするように考え方を明示することによって，理解を深めるための発展的な追究がで

きるようにする．（演繹による思考）

究 ・用語や記号，式，図，表，グラフなどの数学的な表現を明示することによって，それらを用いて筋道

立てて課題を解決できるようにする．（思考のための手だて）

・生徒の習熟度に応じて，表や図などの下位の表現様式を用いて課題を解決するよう指示することによ

す り，下位群の生徒も意欲的に課題解決に取り組むことができるようにする．（思考のための手だて）

○指導の工夫３＜評価活動の工夫による指導と評価の一体化の実践＞

・生徒のつまずきを予想し，ヒントカードやワークシートの工夫などの支援をあらかじめ用意し，見取

る り（評価）の結果，必要な場合に必要な支援を行うことによって，生徒一人一人が意欲的に課題解決

に取り組んだり，課題を解決したりすることができるようにする．

○指導の工夫４＜学習形態の工夫＞

・指導と評価の一体化による評価の結果，本時のねらいを達成するために必要な場合や，多様な考えを

交流し自分の考えと比較・検討することによって，考えを深めることができる場合は，「グループ・

ペアの学び合い」や「一斉の学び合い」を取り入れる．

○指導の工夫７＜課題について考えたことを説明する場の設定と工夫＞

・「グループ・ペアの学び合い」や「一斉の学び合い」において，根拠を明確にし筋道立てて自分の考

深 えを説明し合う活動を取り入れることによって，自分の考えと他者の考えを比較検討し，考えを深め

ることができるようにする．

・聞く視点と説明する視点を明らかにし，説明し合わせることで，自分の考えと他者の考えを比較・検

め 討することができるようにする．

・「一斉の学び合い」において，黒板に書かれた考えを，書いた人とは別の人に発表させることで，思

考を深めることができるようにする．

る ・考え方の同じところ（類型化），優れているところ（序列化）などの視点を明示して多様な考えを比

較・検討させることによって，考えを深めることができるようにする．

・誤答を取り上げ，思考過程を確認したり，正答などの他の考えと比較・検討したりすることによっ

て，考えを深めることができるようにする．

ま ・適用問題（Ｂ基準）の解決に取り組ませることによって，知識・技能の定着を図ることができるよう

と にする．

め ・本時で学んだことや分かったことを言葉で書かせる（表現させる）ことによって，学習内容の定着を

る 図ることができるようにする．

※ 「指導の工夫２～７」を具体化した支援策を位置付けた課題解決的な学習過程について

は，１単位時間（一つの学習内容：項）についての解決過程である．数学は，項ごとに課

題解決的な学習を構想することができるため，単元を通して，生徒が問いを解決する課題

解決的な学習の学習過程や留意点を「指導の工夫１」とした．
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３ 研究実践の実際

（１）授業構想の実際

明確化した「単元構想の工夫」に従って，単元で課題解決的な学習を構想した．

数学科２年 単元名「式の利用」【今月のカレンダーに潜む数のきまり】

① 単元のねらい

事象の中に数量の関係を見いだし，それを文字式を用いて証明することができる．

② 評価規準

○ 数量の関係を，文字式を用いて考察することに関心をもっている．＜ア：関心・意欲・態度＞

○ いくつかの具体例から共通していえる数の性質を発見し，発見した数の性質が成り立つことを文字式

を用いて証明することができる． ＜イ：見方や考え方＞

○ 数量を文字式で表現したり，文字式の意味を読み取ったりできる．＜ウ：技能＞

○ 文字式を用いて数の性質が成り立つことを証明する仕方（論証過程）や文字式を用いる意義を理解し

ている． ＜エ：知識・理解＞

③ 具体的な単元構想（指導と評価の計画）

＜工夫１：考える場を明確にした単元の学習過程の工夫＞

○「わかる（理解）」→「できる（習熟）」→「深める（発展的追究）」の流れ．

○ 導入で，生徒が「なぜ？」「本当に？」「どうすれば？」といった問いをもつことができる課題を提

示し，終末で，単元の学習を通して学習した知識・技能を活用して，その課題を解決することにより，

生徒が「なるほど！」「こういうことだったのか！」「こうすればよかったのか！」といったように，

問いを解決し，単元の学習の有用性を実感できるようにする．（単元を貫く学習課題の解決）

過 ねらいと主な学習活動 ※ 数字はねらい 具体的な手立て（主な指導の工夫） 時 評
程 ○は学習活動 □の中はねらいを達成した姿 間 価

１．日常事象の中から数の性質を発見し，それが成り ○日常的な課題を提示することより，生徒が
立つこと示すにはどうしたらよいか問いをもち，文 意欲的に課題解決に向かうことができるよ
字式による証明に関心をもつ． うにする．（工夫５）

導 ○横３つの数について全体で数のきまりを確
入 ＜単元を貫く学習課題＞今月のカレンダーの中には， 認し同じように考えるよう促すことによっ

どんな数のきまりが潜んでいるだろうか？そのきまりは， て，縦，斜め，十字等の関係に着目し，き １ ア
カレンダーのどこでも成り立つだろうか？ まりを発見できるようにする．（工夫６）

○具体例３例を比較して共通していえるきま
○カレンダーの中の数を縦３横３の正方形で囲み，その中でい りを発見するよう指示し，数のきまりを発
える数のきまりを発見して，「でこでも成り立つのか」「そ 見できるようにする．（工夫２）
れを示すにはどうすればよいか」という問いをもつ学習活動 ○カレンダーのどこでも成り立つか，それを

示すにはどうしたらよいかを投げかけ，生
カレンダーの中から，いろいろな数のきまりを発見し，そ 徒が「どこでも成り立つのだろうか？」
れらが「どこでも成り立つのか？」「それを示すにはどう 「どうすればよいか？」という問いをもつ
すればよいか？」という問いをもっている． ことができるようにする．（工夫１・５）

２．数の性質が成り立つことを証明する仕方（論証過 ○「数の性質の発見」→「命題の理解」→
程）や文字式を用いる意義を理解する． 「記号化」→「立式」→「計算」→「読式」 １ エ

解 →「文章化」の流れを明示し，論証過程を
決 ＜学習課題＞一の位が０でない２けたの自然数Ａと十の位 確認できるようにする．（工夫２）

と一の位の数を入れ替えた数Ｂとの差はどんな数だろう？ ○どうして文字式を用いて２けたの自然数を
表す必要があるのか記号化の意味を考える

○一の位が０でない２けたの自然数Ａと十の位と一の位の数を よう投げかけ，考えを全体で確認すること
入れ替えた数Ｂとの差が９の倍数であることを発見して，文 により，文字式を用いる意義を理解できる
字式を用いて証明する学習活動 ようにする．（工夫２）

○計算結果である９ｘ－９ｙが９の倍数を表
具体例を比較して，９の倍数になることを発見し，文字式 しているかどうか投げかけ，考えを全体で
を用いて証明する論証過程や文字式を用いる意義を確認し 確認することにより，結論を意味する式ま
て証明している． で変形する必要があることに気付くことが
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できるようにする．（工夫２）

３．数の性質を発見し，それが成り立つことを文字式 ○具体例３例の計算結果を比較し共通してい ３ ウ
を用いて証明する． える数の性質を発見するよう指示すること

４．日常事象の中から発見した数の性質が成り立つこ ○単元を貫く課題を再び提示し，課題解決に
とを文字式を用いて証明し，その論証過程を説明す 取り組む中で，生徒が導入でもった問いを
る． 解決できるようにする．（工夫５）

終 ○既習の「連続する３つの整数の和」の証明 １ イ
末 ＜学習課題＞今月のカレンダーの中から，発見したいろい を確認することにより，見通しをもって数

ろな数のきまりが成り立つことを文字式を用いて証明しよ を記号化できるようにする．（工夫６）
う！今日こそは，どこでも成り立つことが示せるかな？ ○証明の論証過程をワークシートや補助黒板

に明示し，証明の進め方を確認しながら証
○カレンダーの中から発見した数のきまりを，文字式を用いて 明できるようにする．（工夫２）
証明し，その結果を説明する学習活動 ○グループで確認し合いながら証明に取り組

むことができるようにする．（工夫４）
導入において，カレンダーから発見したいろいろな数のき ○説明する場を設定し，式だけでなく，考え
まりが成り立つことを文字式を用いて証明し，論証過程を 方を説明するよう指示し，論証過程を筋道
筋道立てて説明できる．さらに，証明を振り返り，導入で 立てて説明できるようにする．（工夫７）
もった問いを解決し，文字式を用いた証明の有用性や必要 ○証明を振り返らせることによって，文字式
性に気付いている． を用いた証明の有用性や必要性に気付くこ

とができるようにする．（工夫１）

（２）学習の実際

単元の導入の時間と終末の時間の概要を紹介する．各時間のねらい等は，具体的な単元構想を参照．

① 導入の時間の概要

学 習 活 動 具体化した指導の工夫 学びの事実（生徒の学びの様子）
＜予想される生徒の反応＞ （支援及び指導上の留意点）

１．学習課題を把握する． ○生徒が問いをもつことができる日常的な課題
（単元を貫く学習課題） を提示する．（工夫５）

＜学習課題＞今月のカレンダーの中には，どんな数のきまりが潜んでいる
だろうか？そのきまりは，カレンダーの中のどこでも成り立つだろうか？

２．課題を追究する． ○横３つの数について全体で数のきまりを確認
○数のきまりを発見する． し，同じように考えるよう促すことにより，
・縦３横３の正方形の中から 縦，斜め，十字の関係等に着目して数のきま
数の囲み方を考え，数のき りを発見できるようにする．（工夫６）
まりを発見する． ○具体例３例を比較して共通していえるきまり
例）横３つの数の和は，真ん を発見するよう指示する．（工夫２） ※日常と関連させた課題を提示したこと
中の数の３倍になる． ○縦，斜め，十字の数などに着目するように助 により，生徒は意欲的にきまりの発見
・縦３つの数の関係は？ 言する．（工夫２・工夫３） に取り組むことができた．
→３の倍数になる． ※横３数を全体で確認したことにより，
・斜めの３つの数の関係？ 生徒は見通しをもつことができ，きま
→３の倍数になる． りの発見に取り組むことができた．
・十字で囲んだ５つの数の関 ※帰納的な考え方を明示したことによっ
係は？ て，生徒は，カレンダーの中から，一
→５の倍数になる． 般的なきまりとして９通りのきまりを

発見することできた．

３．考えを発表し，全体で ※帰納的な考え方を明示したことによっ
比較・検討する． て，生徒は，カレンダーの中から，一

・こんなきまりもあるのか ○発見したきまりを発表することにより，全体 般的なきまりとして全部で９通りのき
・すごいアイデア！ で確認する．（工夫７） まりを発見することできた．

４．まとめ ○カレンダーのどこでも成り立つか，またそれ ※生徒は，「発見した数のきまりがカレ
・どこでもいえるのかな？ を示すにはどうしたらよいかを投げかけるこ ンダーのどこでも成り立つのか？」，
・全部調べるのは大変だ． とにより，生徒が問いをもつことができるよ さらに「それを示すためにはどうした
・どうやったら示せるのだろ うにする．（工夫１・工夫５） らよいのか？」という問いをもつこと
うか？ ができた．
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② 終末の時間の概要

学 習 活 動 具体化した指導の工夫 学びの事実（生徒の学びの様子）
＜予想される生徒の反応＞ （支援及び指導上の留意点）

１．学習課題を把握する． ○導入で生徒が問いをもつことができた日常と
（単元を貫く学習課題） 関連させた課題を再提示する．（工夫５）

＜学習課題＞今月のカレンダーの中から発見したいろいろな数のきまりが成り立つことを
文字式を用いて証明しよう！今日こそは，どこでも成り立つことが示せるかな？

２．課題を追究する． ○自分たちで発見したきまりを各グループ（８ ※既習内容である連続する３つの整数の
○グループごとに割り振ら 班）に割り振り，証明に取り組ませることに 和 の証明を確認をしたり，論証過程を
れたきまりを証明する． より，意欲的に取り組むことができるように ワークシートに示したりしたことによ

する．（工夫５） り，生徒は，証明の見通しをもち，真
○見通しをもつ． ○既習の「連続する３つの整数の和」の証明を ん中の数をｎとおき，その他の数をｎ
・真ん中の数をｎで置けばい 取り上げ，真ん中の数をｎ（整数）と置き， を使って記号化して証明を進めること
いんだな． 記号化したことを確認することにより，同じ ができた．
・１週間で７日増えるから ように真ん中の数をｎと置き，該当する数を
上の数に７をたすと下の数 記号化できるようにする．その際，上下の関
だな． 係である１週間で７日増えることを投げかけ
縦３数 →ｎ－７，ｎ，ｎ＋７ 確認する．（工夫２・工夫６）

○数のきまりを証明する． ○文字式を用いる必要性を投げかけ，証明の仕
＜予想されるつまずき＞ 方を確認することにより，目的をもち意欲的
・該当する数を文字を使って に証明に取り組むことができるようにする．
記号化できない． （工夫６・工夫２）
→カレンダーの具体例で真ん
中の数との関係を確認する ○ワークシートに論証過程を示しておくことに
よう助言し，それを基に記 より，証明の進め方を確認しながら証明でき
号化できるようにする． るようにする．（工夫２）

（工夫３） ※上の証明は，導入の時間における数の
→既習の「連続する３つの整 ○証明をグループで確認し合いながら進めるよ きまりの発見では，３×３の正方形の
数の和」の証明を再度確認 う指示することによって，生徒同士でつまず 真ん中の数を抜いたドーナッツ型の８
するよう指示し，記号化や きを確認しながら証明に取り組むことができ つの数の和が２の倍数になると予想し
論証過程を確認することが るようにする．（工夫４） たが，文字式を使って証明し，計算に
できるようにする． より，結論が８の倍数になることを確

（工夫３） 認することができた．

３．考えを発表し，全体で ○式を単に発表するだけでなく，考え方を式や ※それぞれの命題の証明を発表用ボード
比較・検討する． 言葉で説明するよう指示することにより，論 で掲示し比較・検討したり，他者によ

○論証過程を説明する． 証過程を筋道立てて説明できるようにする． るリレー説明を行ったりしたことによ
・導入の時間に発見・共有し （工夫７） り，証明した以外の生徒も証明の論証
た９通りの数のきまりにつ ○それぞれの証明を発表ボードで黒板に掲示す 過程の意味を読み，考えを深めること
いて文字式を用いて証明し ることにより，証明を比較・検討できるよう ができた．
た論証過程を班ごとに発表 にする．（工夫７）
用ホワイトボードに書き，
説明する．
・導入の時間には，誰も発見
できなかったが，課題追究
である証明に取り組む中で
新たに発見できた数のきま
りについても全体の場で発
表し考えを共有する．

※きまりを発見する時には，誰も発見で
○他者説明やリレー説明を取り入れることによ きなかったが，Ａ男が発見・証明し，
り，証明した以外の生徒も考えを深めること 全体の場で発表して，みんなが驚いた
ができるようにする．（工夫７） 凹の７つの数の和が７の倍数の証明．

４．本時のまとめをする． ○数のきまりがカレンダーのどこでも成り立つ ※証明を振り返り，文字式を用いた証明
○文字式を用いた証明を振 ことを示すことができたか，さらに，何を用 によって，カレンダーの中から発見し
り返る． いて説明することでどこでも成り立つことを た数のきまりがカレンダーのどこでも
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・文字式を用いれば，数のき 示すことができたかを投げかける．これによ 成り立つことやそれを示す方法を確認
まりが，どこでも成り立つ り，証明を振り返って，導入でもった問いを することができた．
ことが示せたな． 解決し，文字式を用いることの有用性や文字 ※生徒は導入でもった問いを解決すると
・このために，文字式を用い 式を用いた証明の学習の必要性に気付くこと ともに，単元の学習内容が日常的な課
た数の性質の証明の学習を ができるようにする．（工夫１） 題の解決に役立つこと，さらに，その
してきたんだな． ために学習する必要があったことに気

付くことができた．

③ 考察

ア 指導の工夫１・工夫５について

日常的な事象を扱い，生徒の問いを単元を貫く学習課題として設定し，単元を通してこ

の課題を解決したことによって，生徒自身がその問いを主体的に解決することができた．

イ 指導の工夫２・工夫６について

帰納的な考え方や証明の仕方を明示したり，解決の見通しを全体で確認したりしたことに

よって，生徒は考えの進め方を理解し，数のきまりを発見したり，証明したりできた．

ウ 指導の工夫３・工夫４について

本時のねらいに対して評価活動を行い，つまずいている生徒に，あらかじめ用意してお

いた支援を行ったり，グループで確認し合いながら証明を進めさせたりしたことによって，

生徒はつまずきを克服し，発見した数のきまりを証明することができた．

エ 指導の工夫７について

全体で発表する場を設け，言葉や式を用いて考え方まで説明するよう指示したことによ

って，生徒は論証過程を筋道立てて説明することができた．

４ 成果と課題
（１）成果

生徒自らが問いをもつことができ，意欲的に，事象の考察や課題の解決に取り組んだり，

考察結果や解決過程を説明しようとしたりできるようになった．また，思考力・判断力・表

現力を高めることができ，基礎的・基本的な知識・技能を活用して，事象の考察や課題の解

決を行ったり，考察結果や解決過程を筋道立てて説明したりできるようになった．

（２）課題

生徒に問いをもたせたり，理解を深めたりさせるためには，生徒の考えを揺さぶり，考え

を深めさせる発問やその構成の工夫が不可欠である．この視点から，単元構想の工夫をさら

に追究することによって，さらなる授業改善を図る必要がある．

５ 研究のまとめ

「単元構想の工夫」による課題解決的な学習の構想・実践を日常的に行ったことによって，

思考力・判断力・表現力を高めることができ，授業中の姿として，基礎的・基本的な知識・

技能を身に付け，それらを活用して，主体的に事象の考察や課題の解決を行ったり，考察結

果や解決過程を筋道立てて説明したりできる様子が見られるようになった．このことから，

本研究実践によって，基礎的・基本的な知識・技能を活用して主体的に課題解決できる生徒

の育成に迫ることができたと考える．

＜参考文献及び補註＞

江森英世(2012)『算数・数学授業のための数学的コミュニケーション論 序説』 明治図書
群馬県教育委員会(2013)『平成25年度 学校教育の指針（解説版）』
群馬県教育委員会(2012)『はばたく群馬の指導プラン』
小関熙純編著(1999)『「よい授業」の創造と展開 抽象概念の形成を図る実践研究』明治図書
樋口孝行(2012a)「中学校数学教育における思考力を高める授業に関する調査研究」

『第94回 全国算数・数学教育研究（福岡）大会発表資料』
樋口孝行(2012b)「思考力を高め，概念や原理・法則の理解を深める授業構想の提案」

『第67回 関東各都県算数・数学教育研究（松本）大会発表資料』
文科省(2008)『学習指導要領・学習指導要領解説総則編・学習指導要領解説数学編』
１）学習指導要領等には，問題解決的な学習と表記されているが，教科の特性から本研究では，

課題解決的な学習とした．
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自立的に生きる子どもを育てる算数・数学教育研究主題

～「活用」に視点をあてた図形の指導～サブテーマ

大泉町立西中学校 髙田富男

Ⅰ 主題設定の理由

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

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

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

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

数量や図形に関する知識、数学的な表現や処理、数学的な見方や考え方の基礎・基本を活用して、思

考力・判断力・表現力などの数学科として身に付けたい資質・能力を培い、養っていくことが必要で

ある。また、身に付けた知識や技能を活用することのよさを実感することで、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。

４月に行われた教研式学力検査（ＣＲＴ）の結果では、本校の１年生において「関心･意欲･態度」

の観点が全国得点率を下回っており、数学が苦手だと感じている生徒が多いようである。生徒は文字

式の計算や方程式を解くといった基礎的・基本的な計算はほぼ身に付いているが、文章問題などの発

、 。展的な学習課題になると自力で解決することが困難となり 解くことをあきらめてしまいがちである

、 。そのため数学の楽しさやよさ 生活に役立つことを十分に実感することができていないと考えられる

そこで、日常生活との関連を図り、観察、操作、実験などの活動を通して、生徒に数学を学ぶこと

の楽しさやよさを実感させたいと考えた。中学校第１学年では、観察、操作や実験などを通して、図

形についての直観的な見方や考え方を深めることを中心としながら、論理的に考察し表現する能力や

態度を培っていくことが求められている。そこで、観察、操作、実験を通して、図形に対する直感的

、 、 、な見方や考え方を深め 基礎的な知識･技能を習得し それらを活用することができるようになれば

数学のよさを実感できると考えた。さらに、数学に関する知識や技能をより確かなものにできるとと

もに、自立的に生きる子どもを育て、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

とができるものと考え、本主題を設定した。

Ⅱ 研究目標

学習課題に取り組む場面において、習得した知識･技能を活用して課題解決することは、数学のよ

さを知り、数学が生活に役立つことを実感させるとともに、生徒の学ぶ意欲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予習・復習課題の工夫

本時の課題解決の手がかりになるような予習・復習課題となるようにする。

②導入の工夫

導入の場面において、既習内容をまとめた掲示物を黒板に掲示して確認したり、本時の課題を

解決するためのヒントとなるような練習問題を扱ったりする。

③学習課題の工夫

生徒が興味関心をもって学習課題に取り組むことができるように、内容を精選したり、提示の

仕方を工夫したりする。

④学習形態の工夫

学習課題の内容に応じて、スモールミーティングやグループ学習の場を設定し、学び合い活動

を取り入れることで多様な考えを引き出し、考えを広げられるようにする。
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Ⅳ 実践例

１ 単元名 平面の図形（図形と作図）

２ ねらい 基本的な作図の方法や発想を活用し、７５°の角度を作図する方法を見いだすことが

できるようにする。

３ 準備・資料

教師：コンパス、三角定規、分度器、既習事項をまとめた掲示物、ワークシート、ＯＨＰ

生徒：ノート、筆記用具、三角定規、コンパス

４ 展開

学習活動及び発問(□) 時 学習活動への支援(○) 留意点(・) 具体的な評価項目
間 努力を要する生徒への手立て(●) （方法）・予想される生徒の反応

１ 既習事項の確認をし ○作図の方法を生徒に発表させ、それを． 、

前時までに学習した作 もとに既習事項をまとめた掲示物を黒5

図について確認する。 板に掲示することで、作図の手順を確

これまでに学習した作図 認できるようにする。( 、 )T1 T2

方法にはどのようなもの ・線分の両端の２点から等しい距離にあ

がありましたか？ る点の集合が線分の垂直二等分線であ

ることを確認する。( )・線分の垂直二等分線の作図 T1

・角の２辺から等しい距離にある点の集・角の二等分線の作図

合が角の二等分線であることを確認す・垂線の作図

る。( )T1

２ 学習問題に挑戦する ○本時の課題を解決するためのヒントと． 。

学習した作図方法を利用 なるような問題を扱うことで、課題解5

して、タイムカプセルが 決の手がかりとなるようにする。( )T1

埋まっている場所を探す ・ワークシートを配布する。( )T2

ことはできるかな。 ・作図をする場合、分度器を使わずにコ

ンパスと直線を引くための定規のみ利・４５°の作図はできる

用できることを確認する。( )・６０°は正三角形を作図すれ T1

・周りの友達の相談してもよいことを伝ばできる

える。( )・ 向かって東側」って？「 T1

●なかなか作図できない生徒には、黒板・分度器を使っていいの？

の掲示物や予習課題であった角度の作

図方法をもう一度確認させることで、

自力で解決できるようにする ( )。 、T1 T2

タイムカプセルを探そう！
アキラくんたちは、学校から東側のある場所に、

中学の卒業記念としてクラスごとにタイムカプセル
。 。を埋めた 埋めた場所は以下に示された地点である

[２組のタイムカプセル]
①学校から交番に向かって東側に４５°の方向に埋めた。

②木から200m離れた場所に埋めた。

[３組のタイムカプセル]

①学校から交番に向かって東側に６０°の方向に埋めた。

②学校と木から等しい距離にある場所に埋めた。
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３．答え合わせをする。 ○利用した作図方法を生徒に発表させ、

それをもとに教師がＯＨＰを利用して5

黒板に作図することで、全員で問題の

解き方を確認できるようにする。( )T1

・学習した作図方法を活用することで、

いろいろな角や条件を満たす点が作図

できることを確認する。( )T1

４．次の学習問題を確認 ・ワークシートを配布する。( )T2

し、本時の課題をつか ・挙手をさせ、 の作図ができるの5 ７５°

む。 か確認する。( ）T1

問題に出てくる の ○今まで学習した作図についてもう一度７５°

角度を作図することは 全員で確認することで、どの作図方法

できますか。 を利用すればいいのか見通しをもてる

ようにする。( ）・作図できそう T1

・作図をする場合、分度器を使わずにコ・７５°の作図は難しそうだ

ンパスと直線を引くための定規のみ利・分度器を使っていいの？

用できることを確認する。( )T1

５．７５°の角を作図する

12方法を考え、ワークシー

トに作図する。

タイムカプセルを探そう！
アキラくんたちは、学校から東側のある場所に、

中学の卒業記念としてクラスごとにタイムカプセル
。 。を埋めた 埋めた場所は以下に示された地点である

[１組のタイムカプセル]
①学校から交番に向かって東側に７５°の方向に埋めた。

②木から100m離れた場所に埋めた。

本時の課題 ： ７５°の角度を作図する方法を考えよう！」「

線分ＡＢに対して、∠Ａ＝７５°の作図を

するには、どうしたらよいですか？

Ａ Ｂ
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○グループになり、お互いの考えを説明

し検討し合う活動を取り入れることで

自分の考えと比較できるようにする。

○三角定規を使って３０°と４５°の２つの

角を合わせると７５°ができることを示 考

すことで、角の作図を組み合わせればよ Ｂ：基本的な作図

いことに気づけるようにする。( 、 ) を活用し、７５°T1 T2

・早く解決できたグループには、別の作 の角度を作図する

図方法を考えるように伝える。( 、 方法を見いだしてT1

) いる。T2

・課題が解決できたグループには、その Ａ：さらに、その

作図方法を説明することができるよう 作図方法を説明し

にするように伝える。( 、 ) ている。T1 T2

●作図方法を考えるのが難しいグループ ( ・観察)ワークシート

には、他のグループの考えを参考にさ

せることで、考えが広げられるように

する。( )T1

６．作図方法を発表し、 ○生徒に発表させ、それをもとに教師が

他のグループの考えを 黒板に作図することで、全員で作図の8

共有する。 手順を確認できるようにする。( )T1

７．７５°の作図方法を ・机間支援をしながら丸つけを行い、学

利用して、１組のタイム 習内容の定着を確認する。( 、 )5 T1 T2

《予想される作図》

４５°＋３０° ９０°－１５°

°１５

３０°

４５° ６０°

Ａ Ｂ Ａ Ｂ

１５０÷２ ６０°＋１５°

°１５

７５° ６０°

Ａ Ｂ Ａ Ｂ



5Ｍ－

カプセルの場所を探す。 ・学力差を考慮し、早く解決できた生徒

（本時の成立確認） に対して応用問題を用意する。( )T1

●活動に消極的な生徒には、適宜声がけ

を行い助言する。( 、 )T1 T2

８ 本時のまとめをする ○生徒からでなかった７５°の作図方法． 。

を紹介することで、多様な考えができ5

ることに気づかせる( )T1

Ⅳ 成果と課題

【実践した手立てについて】

①予習・復習の工夫

予習課題として 「いろいろな角度の作図方法を見直す」という課題を出した。前時までの、

、９０°、４５°、６０°、学習で、線分の垂直二等分線や角の二等分線の作図方法を利用することで

の角度をつくることができることを学習した。これらの作図方法や手順を３０°、１２０°、１５０°

事前にもう一度確認させることで、本時の活動がスムーズにできるようにした。

②導入の工夫

導入の場面において、基本的な作図方法についてまとめた

掲示物を黒板に掲示することで、全員で作図の手順を確認で

きるようにした。また 「線分の両端の２点から等しい距離、

にある点の集合が線分の垂直二等分線」であること 「角の、

２辺から等しい距離にある点の集合が角の二等分線」である

ことを確認した。

本時の課題を解決するためのヒントとなるような練習問題

を扱った。生徒は地図上に作図をするという経験がなかった

ので、練習問題で作図することで、課題解決の手がかりとな

った。また、利用した作図方法を生徒に発表させ、それをも

とに教師が黒板に作図することで、全員で問題の解き方を確

認できるようにした。

③学習課題の工夫

中学生になって初めて作図に取り組む生徒が、その有用性を実感しながら、数学的な見方や

考え方を培うために 「タイムカプセルを探す」と「７５°の作図」を組み合わせて授業を構成、

した。生徒が意欲的に既習の作図方法や発想を活用して課題解決するのに有効な教材であると

考えた。また、学力差を考慮し、早く解決できた生徒に対して応用問題を用意した。

タイムカプセルを探そう！
アキラくんたちは、学校から東側のある場所に、

中学の卒業記念としてクラスごとにタイムカプセル
。 。を埋めた 埋めた場所は以下に示された地点である

[２組のタイムカプセル]
①学校から交番に向かって東側に４５°の方向に埋めた。

②木から200m離れた場所に埋めた。

[３組のタイムカプセル]

①学校から交番に向かって東側に６０°の方向に埋めた。

②学校と木から等しい距離にある場所に埋めた。
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④学習形態の工夫

課題解決の場面では５人のグループになり、お互いの考えを説明し検討し合う活動を取り入

れることで、自分の考えと比較し、多様な考えを引き出したり、考えを広げられたりできるよ

うにした。また、作図方法を説明させることで、その手順を確認することができた。

成果

・導入の場面において、既習事項をまとめたものを黒板に掲示したり、本時の課題を解決する

ためのヒントとなるような問題を扱ったりすることで、既習の作図方法や発想を活用して課

題を解決することができていた。

・予習課題として、既習事項を確認させたり、本時の課題を解決するためのヒントとなるよう

な練習問題を扱ったことで、課題解決の手がかりとなった。特に、地図上に作図をしたり、

「向かって東に４５°」の作図方法などを事前に確認できたことで、その後の活動がスムーズ

に行えたと思う。

・ タイムカプセルを探す」という課題を設定したが、生徒の反応はよく、意欲的に取り組む「

ことができていた。今後も生徒が興味関心のもてる課題を考えていきたい。

課題

・課題を解決する場面において、グループで活動する場面を設定したが、課題を解決する時間

が短かったため、十分に話し合うことができていなかったグループがあった。

・５人グループで活動したが、３人ぐらいのグループの方が、一人ひとりの発言する機会が増

えたのではないかと思う。グループの形態については、今後も工夫していきたい。

・黒板に生徒が作図するのは難しいと考え，今回は生徒に作図方法を発表させ，それをもとに

教師が黒板に作図をしたが，予想以上に時間がかかってしまった。ＯＨＣ等があれば，生徒

が実際にかいた作図を映して，全員で確認したいと思う。

先生たちが埋めたタイムカプセルを探そう！
担任の先生たちは、生徒たちには内緒で『秘密の

タイムカプセル』を埋めた。埋めた場所は以下に示
された地点である。

①学校から交番に向かって東に７５°の方向に埋めた。

②木と学校を結ぶ直線と木と交番を結ぶ直線から等しい

距離にある場所に埋めた。
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研究主題 

       自立的に生きる子どもを育てる算数・数学教育 
             ～言語活動の充実した授業の構成を目指して～ 
                                 太田市立生品中学校 糸井 伸允 
 
Ⅰ 主題設定の理由 
 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。」ことが挙げられている。数学科の学習では、身につ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、課題を解決していくために思考力・判断力・

表現力などの実践的な資質・能力を培い、養っていくことが必要である。また身につ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ようにしたいと考える。 
 本校では、全体的には落ち着いて授業に取り組むことができているが、学習意欲がやや低く学習内容を理解、

習得できていない生徒が少なからず見られるという課題を抱えており、校内研修で「基礎的・基本的な学力を

身につけた生徒の育成」を主題に研修を行っている。その主題達成のために、生徒が意欲的に学習に取り組み、

主体的な学習活動を行う必要があると考え、「各教科における言語活動の充実を通して」という副主題を設定

している。 
 このように、本校の研修主題にもあるように、基礎的・基本的な学力を身につけさせるために言語活動を充

実させ、身につけた知識や技能を活用していく学習が、数学に対する学習意欲の向上につながり、自立的に生

きる子どもを育てることができるものと考え、標記の研究主題を設定した。 
 
Ⅱ 研究目標 
 授業のどの場面でグループ活動を取り入れていき、どのような形態や方法で言語活動を進めていくことが主

体的・意欲的な学習活動につながるかどうかを実践を通して明らかにする。 
 
Ⅲ 研究内容 
（１）グループ活動を取り入れるタイミングについて 
  課題を解決するときに、単にグループにして考えさせるだけではあまり効果が期待できない。まずは個人

でじっくりと時間をかけて考えさせ、自分の考えを持つことが大切であると考える。そうでないと、グルー

プ活動に参加しても意見の交流ができないため、考えに広がりや深まりが得られないことになるからである。

そのために教師は机間指導を行い、一人一人が自分の意見を持てるように観察し、支援していく必要がある。 
 
（２）グループ活動の形態や方法について 
  グループの構成人数については、２人だと気軽に意見交換ができるという面があるが、それ以上の人数に

すると、話に加われない人が出てしまったりすることもあり、課題によって人数のバランスを調整すること

が必要になってくる。また、グループ活動の方法については、なるべく一人一人に役割（司会・発表・道具・

計時など）を与え、グループの一員としての責任を持たせるようにする。 
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Ⅳ 実践例① 
（１）題材名 「文字を使った式」（中学１年） 
（２）目標  マッチ棒の本数をいろいろな方法で求めることができる。 
（３）準備  ワークシート・マッチ棒のかかれた発表用の紙（６枚）・マジックペン 
（４）展開 

分 学習活動と生徒の思考（☆） 教師の支援（○）と評価（■） 

２ ・本時のめあてと課題を確認する。  

10 ・正方形を５個作るときに必要な、マッチ棒の

本数を求める式を考える。（個人） 
○相談せずに各自で考えさせ、十分に時間をとる

ようにする。 

10 ・グループになり、マッチ棒の本数の求め方を

発表し合う。 
・お互いの考えを聞き合い、グループとしてま

とめる。 

○グループの考えを一つに絞らせ、発表用の紙に

大きく式を書かせるようにする。 
○司会・発表・計時・道具・記録の係を予め機械

的に割り振っておく。 

15 ・各班の考えを発表し合う。 
 
☆予想される回答 
① １＋３×５  ② ４＋３×４ 
③ ４×５－４  ④ ５×２＋６ 

○マッチ棒の図が描かれている紙を使って説明

させるようにする。 
○左の①～④の中で出なかったものについては、

式だけを提示し、考えさせるようにする。 

【課題１】図のように正方形を５個作るとき、マッチ棒は何本必要ですか。 
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10 ・正方形を２０個作るとき、マッチ棒は何本必

要なのかを考える。（個人） 
■（ワークシート・観察） 
Ａ マッチ棒の本数をいろいろな方法で求める

ことができる。 
Ｂ マッチ棒の本数を求めることができる。 
 
 
 
 
 
 
○上の①～④の考え方を全て確認するようにす

る。 
３ ・本時のまとめと次時の予告を聞く。 ○正方形を１００個作るときのマッチ棒の本数

を考えさせ、マッチ棒の本数を表わす式と正方形

の個数との関係にふれ、次時の内容につなげる。 

    ２章  文字と式           ワークシート① 

 ○とびら○                                     

  Ｑ1 下の字のように、マッチ棒を並べて正方形をつくっていきます。 

正方形を５個つくるとき、マッチ棒は何本必要でしょうか。図をかいて考えてみましょう。 

 
 

 
 

 
 

【課題２】図のように正方形を２０個作るとき、マッチ棒は何本必要ですか。 

 

【考え方１】 
式 
 １＋３×５ 
＝１６ 

【考え方２】 

式 

【考え方３】 
式 

【考え方４】 

式の成り立ちを視覚的にイメージ

できるように図にマークさせる。 
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    Ｑ2 正方形を２０個つくるとき、マッチ棒は何本必要でしょうか。 

 
 
 
 

実践例② 
（１）題材名  「多項式と単項式の乗除」（中学３年） 
（２）目標   文字を使うことの必要性に気づき、一般的に成り立つことを確かめることができる。 
（３）準備   ワークシート、図を拡大した紙（６枚）、コンパス（黒板用） 
（４）展開 

分 学習活動と生徒の思考（☆） 教師の支援（○）と評価（■） 

５ ・ワークシートの①～③の３曲線について、長さ

が変わるか、変わらないか予想する。 

 

○どれが一番短いかを生徒に発言させるようにす

る。 

①             ②             ③ 

Ａ ＢＣ

  

Ａ ＢＣ

  

Ａ ＢＣ

 
 

式 

式 

特別なきまりがあるらしい。どんなきまりか予想してみよう 
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25 ・①～③の３曲線の長さを計算によって求め、比

べる。 

 

 

 

 

 

 
・ＡＢを直径とする半円の長さを求める。 

○円周の求め方を復習してから求めさせるように

する。 

○相談せずに各自で考えさせ、十分に時間をとり、

その後グループによる話し合い活動をさせるよう

にする。 

○司会・発表・計時・道具・記録の係を予め機械的

に割り振っておく。 

○机間指導をしながら、つまずいている生徒やグル

ープには助言する。 

15 ・AC=a、CB=b として弧 AC、弧 CB の、弧 AB

の長さを文字式で表す。 

Ａ ＢＣ

 

○一般的に成り立つことを示すには何を用いれば

よいかを考えさせ、文字を使うことの必要性を感じ

させるようにする。 

○机間指導をしながら、つまずいているグループに

は助言する。 

■文字を使い、一般的に成り立つことを確かめるこ

とができる。 

５ ・弧 AC＋弧 CD＋弧 DB の長さを求める。 

Ａ ＢＣ D

 

○はじめに予想させ、その後実際に計算により求め

させるようにする。 

２章 多項式            ワークシート① 

○とびら○                                     
 Ｑ１  線分ＡＢがあり、その上に点Ｃをとります。①～③は、点Ｃの位置を変えながら、ＡＣ、ＣＢを 

それぞれ直径とする半円をかいたものです。①～③の曲線の長さを比べてみよう。 
①                               ＜１辺が１ｃｍの場合＞ 

Ａ ＢＣ

 
② 

 AC�＝２×π÷２＝π 

 BC�＝６×π÷２＝３π 

 AC�＋BC�＝ π＋３π＝４π 

わからない生徒には①を例にとって

支援していくのもよい 
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Ａ ＢＣ

 
③ 

Ａ ＢＣ

 
 Ｑ２ 下の図で、ＡＣ＝   、ＣＢ＝   として、弧ＡＢの長さと弧ＡＣ＋弧ＣＢの長さを表す式を、 
    それぞれつくってみよう。 

Ａ ＢＣ

 
Ⅴ 成果と課題 
 
【成果】 
・個人で考える時間を十分にとりじっくり考えさせ、わからない生徒には支援をしたことで、自分の意見が持 

てグループ活動に積極的に参加することができた。 
・他の生徒に説明するときに、マッチ棒の絵を使って説明させたことで、視覚的に式の成り立ちを理解するこ 

とができ、思考の手助けとなった。（実践例①） 
・グループ活動の中で、司会・発表・計時・道具・記録の係を予め機械的に割り振っておいたため、グループ

の一員としての責任を一人一人に持たせることができた。 
・授業の中に言語活動を意図的に取り入れたことで、生徒個人としては授業に参加したという満足感を味合わ

せることができ、クラスとしてはみんなで解決したという一体感が生まれた。 
・実践例②において、ワークシートの①～③の３曲線について長さが変わるか変わらないか予想させたことで、

予想→実践→考察の手順を通して、学習に対する動機付けにつなげられた。（実践例②） 
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・グループ内で自分の考えを発表する機会を持たせたことで、自身の思考を深めさせることができた。 
 
【課題】 
・個人で考えさせる時間の中で、わからない生徒に対する支援を工夫していく必要がある。（単に答えを教え 
てしまうのではなく） 

・５，６人グループにしたことで、全員が活発に意見を交わす場面は思ったよりも少なかった。３，４人グル 
ープにすれば意見交流がより活発になったのではないかと感じた。 

・実践例②の方は、グループにすることによって果たして効果があったのか疑問が残った。２人組のペア学習

にした方が活発な交流につながったかもしれない。このように、グループ学習の必要性やその人数構成をし

っかりと検討していく必要があると改めて感じた。 
・正方形の個数が５個のときのマッチ棒の本数を求めることはできたが、正方形の個数が２０個のときのマッ 

チ棒の本数になると求められなくなってしまう生徒が少しいた。ある程度言葉の式にもふれてから正方形２ 
０個に挑戦させるべきであったかと感じた。（実践例①） 

・別の課題解決の場面では、役割分担を交替させ一人一人の司会や発表の体験を経験させ、活用力や表現力を

一層高められるようにしたい。 
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自立的に生きる子どもを育てる算数・数学教育研究主題

サブテーマ ～授業をグループ形態で行う学び合いの活用～

みどり市立笠懸中学校 青山 崇

Ⅰ 主題設定の理由

本校の学校目標は，生涯学習の基盤となる基礎・基本の定着を図り 「生きる力」を身，

に付け，主体的に生き生きと活動する，心身ともに健全な生徒を育成することである。そ

してその具体目標の中の「自主的な学び」に 「授業に集中できる生徒」や「目標に向か，

って意欲的に学習する生徒」が挙げられている。しかし，生徒の中には問題が分からず授

業に集中できない生徒や，学習に目標がもてずに意欲を失っている生徒も少なくないのが

現状である。教科部会で本校の課題点について話し合ったところ，以下のような意見が出

た。

○基礎・基本が定着していないので，応用，発展といった課題まで取り組むことができ

ない。

○既習事項を使って考えを発展させていくことができない。

○前時の授業で習ったことが応用できない。

○課題を解決するために，どの知識が使えるか判断できない。

○主体的に取り組む生徒が少なく，受け身の生徒が多い。

また，昨年度の校内研修では「学習習慣の定着を図る授業改善」を副主題に掲げ，家庭

。 ， ，学習習慣の充実や学習規律の定着を図ってきた その結果 学習習慣が少しずつ身に付き

成果も表れてきたが，課題として，低位層の底上げのためのよりきめ細かな指導の工夫が

挙げられた。

そこで，本研究では授業でグループ形態の学び合いを取り入れることで，わからない生

徒がわかるようになるための手助けをしていき，数学への関心を高め，学習意欲を向上さ

せ，授業に主体的に取り組むようにしたいと考え，本主題を設定した。

Ⅱ 研究目標

グループ学習を取り入れることで，わかる喜びを味わい，学ぶ意欲をもった生徒を育成

できることを実践を通して明らかにする。

Ⅲ 研究内容

（１）授業をグループの形態で行う学び合いの活用

４人一組を基本とした形態で学習をする。教え合うとうよりは，聴き合い，学び合う。

学習内容は話し合い活動を含め，実験や作業等，グループで学び合える学習。グループ内

でわからない生徒がわかる生徒に質問したり，ノートを見せ合ったりすることで，わから

なかった生徒はわかるようになり，わかっていた生徒もさらに学びが深まっていく。一斉

ではなくグループで行うことで班員同士の学び合いができ，教師一人ではなし得なかった

きめ細かな支援がそこで可能となる。わからなかった生徒がわかるという喜びを味わうこ

とは，学習に対する意欲が増していく。学習意欲が増せば学力も向上していくと考えられ

る。その結果，基礎的・基本的な学力を身に付けることにつながっていくであろう。
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（２）教材の掲示の仕方や活用の工夫

授業において，その時間の目標に向かって生徒が主体的に学ぶためには，教材とどのよ

うに出会い，向き合うかが大切になる。一人ひとりが「自分とのつながりを感じる 「自」

分にとっての意味や価値をとらえる」等，教材としっかりと向き合うことで 「どうして，

だろう」という疑問や「こうしてみたい 「解決したい」という願いをもつことで，より」

主体的に学習に取り組むことができる。そのために，生徒の興味関心，これまでの学習に

積み上げなど，生徒の実態をしっかりと捉えた上で，教材を選定し，向き合わせ方を工夫

していく。

Ⅳ 実践例

（１）授業の様子

一斉授業の形態から４人一組のグループ学習の形態へ

わからない問題があればすぐに聞くことができる。

１人では解けない問題も，４人集まると解決の糸口をつかめることも。

（２）授業実践

①「連立方程式」

連立方程式の解き方の導入の場面で，具体物を使って考えさせることは，２つの方程式から，

文字を１つだけふくむ方程式をつくる方法に気づくこととなり，連立方程式の解き方を考える上

で有効となるであろう。

≪ ≫授 業 の 視 点
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x y

6,2  yx

１ ねらい 連立方程式では，１次方程式に帰着すれば解けることを，具体例を通して気づき，

連立方程式の解き方を考えることができる。

２ 準備・資料 教科書，ノート，ワーク，掲示物，確認テスト

３ 展開

指導上の留意点 評価項目【観点】過程 学習活動と生徒の意識 時間

導 １．既習事項の確認と前時 ○１元１次方程式は解け，２元１次方5

入 の復習をする。 程式は１つの式からは解が１つに決

○一年生の時にやった方程 まらないことを確認する。

式だ。

○前回の授業で，文字が２

種類ある方程式は２つの式

から解いたなあ。

展 ２ 果物のイラストを使い ○問題に出ている果物のイラストを黒． ， 25

開 グループで買い物の例を２ 板に掲示して，イメージをつかみや

つ考え，果物１個の値段を すくする。グループには，黒板に掲

考える。 示したイラストを縮小したものを配

○どうすれば果物１個の値 布する。

段がわかるかな。

○２種類の果物の図から共通部分を消

去する操作は，等式の性質にもとづ

いて行われていることに気づかせ

る。

〇２つの方程式をたした ○果物の図と， ， を用いた式とを

り，ひいたりすれば１文字 対比することで，１つの文字を消去

消えるんだな。 して，既習の１次方程式に帰着させ

〇文字が１つになれば解を て解くことができるということに気

求められるんだな。 づかせやすくする。

，３．グループで加減法の解 ○初めに，どうすれば１つの文字を消 ○連立方程式では15

き方を共有する。 去できるか，考えるように促す。 １次方程式に帰着

○まずは何をすればいいか ○途中の計算で，＝の位置を縦にそろ すれば解けること

な。 えて書いた方が，見やすく，ミスを を，具体例を通し

減らすことにつながると気づかせ て気づくことがで

る。 きる。

，○連立方程式の解の表記は， ◎連立方程式では

の形に統一する。 １次方程式に帰着

○連立方程式は 「文字を１つ消去し すれば解けること，

て １元１次方程式になおして解く を，具体例を通し， 」

ことがポイントであることを再確認 て気づき，連立方

させる。 程式の解き方を考
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。えることができる

【見・考】

終 ４．確認テストをする。 ○個人で問題を解くことによって，一5

末 人ひとりの理解度を確認し，次時で

の指導に役立てる。

②「平行と合同」

証明の根拠となることがらを見つける場面で，レベル別に表した１０問の問題をグループで分

担して解くことは，生徒が主体的に課題に取り組む上で有効となるであろう。

， ， ，１ ねらい 三角形の合同の証明において 根拠となることがらを明確にし 証明の筋道を考え

説明することができる。

２ 準備・資料 教科書，ワークシート，掲示物

３ 展開

指導上の留意点 評価項目【観点】過程 学習活動と生徒の意識 時間

導 １ 学習内容を把握する ・三角形の合同条件を用いるために． 。 3

，入 必要な３つの等しい関係を見つけ

合同条件を書くことを確認する。

・問題を難易度別にレベル ～ に1 10

分けてあることを確認する。

２．問題を分担する。 ・グループ内で相談させ，自分が担2

○難しい問題にチャレンジ 当する問題を決定させる。

してみようかな。

○自信がないからレベルの

低い問題がいいや。

展 ３．担当になった問題の証 ・証明の根拠となることがらをなか ○三角形の合同の15

開 明の根拠となることがらと なか見つけられない生徒には既習 証明において，根拠

三角形の合同条件を 考 え 事項を確認したり，グループの生 とな ることがらと

る。 徒に質問したりするように促す。 三角形の合同条件を

。４．解いた問題をグループ ・証明の根拠となることがらを説明 いうことができる20

内で発表し合い，共 有 す するときは図を用いるように促す ◎三角形の合同の。

る。 ・説明することができない生徒には 証明において，根拠，

○ 説明するのは難しいな 図に等しい関係について印をつけ となることがらを明

あ。 るように促す。 確にし，証明の筋道

○なるほど。 を考え，説明するこ

。【 】とができる 技能

終 ５ ． プリントを完成させ ・レベルの高い問題を解くことがで10

末 る。 きないグループがあると予想され

るので，解けたグループに発表さ

せて，クラス全体で共有する。

≪ ≫授 業 の 視 点



そう思う まあまあ

思う

あまり思

わない

思わない

わからない問題を聞きやすくなった ４ ５ ％ ３ ７ ％ １ ４ ％ 　 ３ ％

学び合うことができた ４ ４ ％ ４ ５ ％ 　 ７ ％ 　 ３ ％

わからない問題に対して諦めることが少なくなった ２ ８ ％ ５ ４ ％ １ ５ ％ 　 ３ ％

一人では解決できない問題を解決できるようになった ４ ８ ％ ３ ４ ％ １ ５ ％ 　 ３ ％

楽しい ５ ２ ％ ３ １ ％ １ ２ ％ 　 ５ ％

やる気になる ３ ７ ％ ４ ６ ％ １ ０ ％ 　 ７ ％
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＜授業で使ったワークシート＞

Ⅴ 成果と課題

（１）アンケート結果

＜肯定的な意見＞

○自分ではわからない問題でもみんなで考えてわかることができた。

○みんなのいろいろな意見が聞けて楽しい。

○教えることも教えられることもあるから，自分が気づかないこともわかるから，やりや

すい。

○みんなから教えてもらう，教えることによって，自分が表現したいことを上手く表現で

きるようになった。
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○わからないことを質問したり，他の人がわからない問題を教えることによって本当に自

分もわかっているのか，確認できるからいい。

○一人で問題を解いても合っているか不安になるけど，グループで一緒にやると，自分の

答えに自信がもてて，手を挙げやすくなった。

○普段だと，問題文を読むだけで嫌になってしまうような問題も，なぜか「絶対解いてや

る」という気持ちになった。また，グループの人と話す機会が増えた。

○自分のわからない問題を人に聞いたり，教えたりすることによって，自分の理解も深ま

ってとてもよいと思う。

○半分くらい理解できた問題を人に教えると，完全に理解できるようになる。深まる。

○グループ学習をする前は一人で考えてわからないと諦めていたことがあったけど，グル

ープ学習をしてみて，グループのみんなで協力できたような気がした。

○解ける問題が増えた。

○わからないことを教えてもらえるので，やる気も出てくる。

○わからないところを聞きやすくなり，数学への意欲が出てきた。

○難しい問題も解けるようになってきた。解けないままにすることがなくなった。

○解けないものや自信がないものに対して相談できるし，空欄をつくりたくないという思

いが強くなる。

＜否定的な意見＞

●うるさくなってしまうことがあった。

●わかる人，できる人に頼ってしまう。

●頑張って解いた問題を同じグループの人は考えないで丸写しするので気分が悪かった。

●グループの人に聞かれて，自分のペースでできなくなる。

●机を横にするので黒板が見づらい。

●前を向いて授業を受ける方が集中できる。

●積極的に聞ける人は理解が進むけど，聞けない人はグループになったとしてもあまり変

わらないと思う。

（２）成果

アンケート結果より考察すると，グループ学習は概ね好評であった。特に 「楽しい・，

まあまあ楽しい 「やる気になる・まあまあやる気になる」と答えた生徒が共に８３％」，

になることから，自ら課題に取り組む姿勢や意欲の高まりを感じることができた。また，

数学が得意な生徒が，わからない生徒に教えることで自分の考えをさらに深めることがで

きると記述しており，学び合いの効果が下位層の生徒だけでなく，上位層の生徒にも見ら

れた。

（３）課題

多くの生徒はグループ内でコミュニケーションを図り，グループ学習を有効に感じてい

る反面，コミュニケーションを上手に取れずに，わからなくてもなかなか聞くことができ

ない生徒もいた。また，数学が得意な生徒の中には，自分一人で解けてしまうのでグルー

プになる必要性を感じない生徒もいた。これらの課題を解消するために，教材の開発や工

夫をさらに進めていく必要があると感じた。
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研究主題 自主的に生きる子どもを育てる算数・数学 
～数学の歴史に関する先人の知恵を通した学びを生かして～ 

桐生市立相生中学校 倉林寛幸 
Ⅰ 主題設定の理由 
「数学のよさ」を実感できるようにすることは、数学の学習を意欲的に取り組むことがで

きるようにするために大切である。学習指導要領によれば、「数学のよさ」とは、例えば「数

量の関係を方程式で表すことができれば、形式的に変形して解を求めることができる。」と

いった数学的な表現や処理のよさや、数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則

のよさ、数学的な見方や考え方のよさなどを意味する。これには、数学が生活に役立つこ

とや数学が科学技術を支え、相互にかかわって発展してきていることなどにかかわる知識

も含まれる。ここで、学習内容と現在の科学技術の関係を考えてみると、例えば、素因数

分解は情報の暗号化技術に使われており、今のインターネット社会には必要不可欠な技

術である。このように、学習内容と科学技術の関係は密であり、このことを知ることに

より、「数学のよさ」を知り、意欲的な向上が見られるのではないかと考える。本研究

では、このなかでも、図形分野の三平方の定理を題材にその関係を研究していきたい。三

平方の定理は直角三角形の３辺の長さの関係を表したものである。また、直角三角形のそ

れぞれの辺を１辺とする三つの正方形の面積の間には、常に一定の関係があるということ

を表している。したがって、三平方の定理は、長さの関係を表すとともに、面積の関係を

表すものとみることができる。つまり、ここでの三平方の定理の学習は、図形と数式を統

合的に把握することができる場面の一つである。学習指導要領によると、「三平方の定理の

導入では、例えば、古代エジプトでの縄張り師の話や、古代ギリシアの数学者ピタゴラス

によって定理としてまとめられたとされている話など、この定理にまつわる歴史的な背景

や逸話の紹介等を通して、生徒の興味・関心を引き出す工夫をすることも大切である。」と

書かれている。三平方の定理は、ピタゴラスの定理ともいい、生徒にとってもなじみやす

い定理である。日本には、温故知新という考えがあり、先人が考えたことを大切にして、

新しいことを発見するという考えがある。ピタゴラスの定理は、現在も様々な場面で活用

されており、それらが発見された当時も高い技術があったと考えられる。ピタゴラスの足

取りをたどり、その考え方を知ることにより、新しいことを発見し、数学の良さを感じら

れるのではないかと考え、この主題を設定した。 
 
Ⅱ 研究目標 
 数学の歴史をたどり、その活用場面や発展を明らかにする

ことによって、数学の良さを感じさせることや生徒の意欲向

上を目指す。 
Ⅲ 研究内容 
（１） ピタゴラスに関する教材研究 
ピタゴラス（紀元前 582 年 - 紀元前 496 年）は、ピタゴラス

の定理などで知られる古代ギリシアの数学者、哲学者。ピタ

ゴラスはサモス島で生まれ、イタリアのクロトンでピタゴラ
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ス教団を立ち上げた。この教団はやがて大きな力を持つようになったが、市民によって追

放された。ピタゴラスは、物事の根源、即ち「アルケーは数である」と考えた。ピタゴラ

ス学派、ピタゴラス教団と呼ばれる独自の哲学学派は、哲学界における様々な定理を発見

した。有名なピタゴラスの定理も、本人によるものではなく、この学派によるものである。

ピタゴラスは、線は極小の点の有限個の集合であると考えた。そのため、無理数の存在を

否定していたが、彼の学派が見つけたピタゴラスの定理によっても算出される 2 によって、

無理数が存在しないという考えは後に訂正された。無理数の存在を否定するがあまり、無

理数について口外した仲間を溺死させたという説もある。 
☆ 無理数の発見  
 ピタゴラス自身は無理数の存在を否定していた。線は極小の点の有限個の集合であると

考えたためであるが、ピタゴラスの定理では 2 という無理数が出てくる。 このことから、

ピタゴラスの定理も彼自身の発見ではなく、彼の学派が発見したもので、無理数の存在否

定説も打ち砕かれた。ということになる  
☆ 連続した奇数の和は平方数  
     例) １ ＋ ３ ＋ ５ ＋ ７ ＋ ９ ＋ １１ ＋ １３ ＝ ４９ ＝７２ 
 上の例の式では１から１３までの７個の奇数の和なので和は７の２乗になる。  
☆ 完全数の研究  
  完全数・・・自分自身を除く約数の和に等しい自然数  
      例） ６＝１＋２＋３、 ２８＝１＋２＋４＋７＋１４  
現在発見されている完全数は、４８個で６、２８、４９６、８１２８などである。 

☆ 奇数、偶数の区別  
自然数、１、２、３、４、５、６、７、８、９、を、奇数と偶数に分類したのはピタゴ

ラスが最初であるといわれている。 
☆三角数、四角数の研究  
碁石のようなものを正三角形の形に並べて表すことのできる数を三角数と言う。 
三角数は順に、 
１、３、６、１０、１５、２１、２８、３６、４５、・・・となる。 

 
碁石のようなものを正方形の形に並べて表すことのできる数を四角数と言う。 
四角数は順に、 
１、４、９、１６、２５、３６、４９、６４、８１、・・・となる。 
○  ○○  ○○○  ○○○○  ○○○○○  
   ○○  ○○○  ○○○○  ○○○○○  
       ○○○  ○○○○  ○○○○○  
            ○○○○  ○○○○○  

                   ○○○○○  
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奇数を順にたしていくと、その和が四角数になる。 
１＝１２ 
１＋３＝４＝２２ 
１＋３＋５＝９＝３２ 
１＋３＋５＋７＝１６＝４２ 
１＋３＋５＋７＋９＝２５＝５２ 
               

隣り合う２つの三角数の和は四角数になる。     証明 

１  ３  ６  １０  １５  ２１・・・ 

 ４  ９  １６  ２５  ３６・・・ 
 
☆ 三角形の内角の和が 180°  
三角形の内角の和が 180°であることを証明したのは、ピタゴラスであるといわれている。

これは３年生には、既習事項であり、なじみやすい定理である。 
☆ 正五角形の作図   
正五角形の性質を詳しく調べ、黄金比をもとにして正五角形の作図法を発見した。 
☆ ピタゴラス数の研究 
（３、４、５）のように、

222 cba という関係を満たす自然数について研究し、このよ

うな数の組は無限にあることを証明した。このような数の組は、ピタゴラス数と呼ばれて

いる。  
☆ 正多角形の敷き詰め 
合同な正多角形のタイルで平面をすき間なくしきつめるには、どのような正多角形を使え

ばよいか研究した。 
☆ 正多面体の研究 
正多面体の研究を行い、正多面体は５つに限ることを発見したといわれている。整数不等

式を用いて証明する。実際に正多角形を組み合わせて面を作ることを考えると、５つであ

ることは難しい証明をしなくても示すことは可能である。 
☆ ピタゴラス音階   
ピタゴラスは、弦の長さと音の高さについて研究し、次のことを発見した。 
ある長さの弦を張って音を出したとき、 
（１）弦の長さを２／３にすると、前の音より５度高い音が出る。たとえば、前の音を「ド」

の音とすると、それより５度高い「ソ」の音が出る。 
（２）弦の長さを最初の１／２にすると、最初の音より８度高い音が出る。たとえば、最

初の音を「ド」の音とすると、それより１オクターブ高い「ド」の音が出る。 
 このことをもとにして作られた音階は、

「ピタゴラス音階」と呼ばれ、現在一般的に

使われている音階もピタゴラス音階をもと

○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ 

n-1 個 

n-1 個 

n 個 

n 個 

ド ソ ド 

1/2 
2/3 
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にして作られている。  
（２）三平方の定理の拡張の研究 
 教科書には、以下のような問題が練習問題として記載されている。 
 
直角三角形のそれぞれの辺を 1 辺とする正三角形を、右の図

のようにかきます。このとき、正三角形の面積 P、Q、R の間

には、どんな関係がありますか。 
 
この図で R＝P＋Q である。直角三角形の各辺に正三角形を付

けた形であるが、この形を様々な形に変えたりすることによ

り発展させることができる。これを拡張したものに、ヒポク

ラテスの定理がある。 
 
○ヒポクラテスの定理 
 
直角三角形 ABC のそれぞれの辺を直径とする半円

を、右の図のようにかきます。 
 このとき、点 A は BC を直径とする半円上にあり

ます。右の図で、色をつけた部分の面積の和は、直

角三角形 ABC の面積に等しいことを証明しなさい。 
 
この定理は、名前は教科書には出てこないが、三角

形の面積と円の一部の面積が同じになるというおもしろい性質がある。 
これを、円ではなく、平行四辺形に変

えると以下の定理に発展させることが

できる。 
 
○パップスの定理 
△ＡＢＣにおいて、２辺ＡＢ、ＡＣ上

にそれぞれ平行四辺形ＡＢＤＥ、ＡＣ

ＦＧを作り、それぞれの面積をＳ1、Ｓ

2 とする。辺ＢＣ上に平行四辺形ＢＣ

ＮＭを作る。ただし、ＢＭ＝ＣＮ＝HA、

ＢＭ//ＣＮ//HA とする。このとき、Ｂ

ＣＮＭの面積をＳ3 とすると 
Ｓ1＋Ｓ2＝Ｓ3 が成り立つ。 

これらは、直角三角形についての定理

になるが、さらに動かして考えると、

直角三角形でなくても成り立つことがわかる。つまり、一般的な三角形でも適用できる。 
 

A 

B C 
D 

E 

G 

F 

M N 

S1 
S2 

S3 

H 
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○余弦定理 
余弦定理は、２つあるが、一般的に言われている余弦定理は、第二余弦定理をさす。 
また、α= ９０°であれば、cosα= 0 なので、余弦定

理の特殊な場合として、ピタゴラスの定理になる。余弦

定理は、全ての三角形に一般化されたピタゴラスの定理

である。 
Abccba cos2222

 
Bcaacb cos2222

 
Cabbac cos2222

 
 

 
○中線定理 
三角形ＡＢＣにおいて、辺ＢＣの中点をＭとするとき、 
線分ＡＭを中線という。このとき、 
 ＡＢ2＋ＡＣ2＝２(ＡＭ2＋ＢＭ2) 
が成り立つ。 
 
 
さらにこれを拡張したものに、スチュワートの定理があ

る。 
○スチュワートの定理 
 
三角形ＡＢＣで、辺ＢＣをｍ：ｎの比に内分する点をＰ

とするとき、 
ｎＡＢ2＋ｍＡＣ2＝ｎＢＰ2＋ｍＣＰ2＋（ｍ＋ｎ）ＡＰ2 
が成り立つ 
 
これらの証明も、余弦定理から派生しており、各辺の周

りに正方形を書けば、三平方の定理の拡張であると考えられる。 

このほかにも、立体の対角線に長さ
222 cba も、三平方の定理の次元を拡大した式で

あるし、さらに次元を発展させたフェルマーの最終定理 「ｎが３以上の自然数ならば、 
ａn＋ｂn＝ｃn となる整数ａ、ｂ、ｃの組は存在しない」も発展的な内容としてとらえる

ことができる。また高等学校で、学習する sin2ｘ＋cos2ｘ＝１も三角関数に拡張した例とし

て考えられる。ピタゴラスの定理の証明は１００通り以上あると言われており、まだまだ

発展型は多数あると思われる。レベルは様々であり、中学校で扱うものから研究レベルに

至るまでさまざまである。これらを組み合わせることにより、子どもたちの可能性を伸ば

したり、興味関心を深めたりすることができるように思う。 
 
 

A 

B C 

c b 

a 

α 

A 

B C M 

A 

B C P 
ｍ：ｎ 
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Ⅳ 実践例 
 本研究では、時期的、時間的な都合により教材研究の面が中心となってしまったが、以

下のような実践が考えられると思われ、中間発表まで研究を進めた。 
 
（１） 授業での発展的な話としての活用 
（２） 発展的な内容として、課題を解決する学習での活用 
（３） 自由研究としての活用 
 
（１）としては、扱いやすく興味関心を高めるために役に立つと考える。ピタゴラスの定

理は、身近なものとして考えやすく、それを発展させたものが日常生活の中で取り入れら

れていることを知れば、数学を学習する意義につながると考える。時間的に設定しやすく、

一番取り入れやすい方法であると考える。 
（２）としては、教科書などにも発展例として、盛り込まれており、時間をかけそれらを

解決することもとても有意義であると考える。特に数学の好きな生徒や力のある生徒に適

していると考える。生徒の実態などを考慮して取り入れられれば、さらに生徒の力を伸ば

すことができると考える。 
（３）としては、時間はかかるが、自由研究のような形で、課題に取り組む方法があると

考える。時間がとれればとてもおもしろい実践と考えるが、時期的なことを考えると、一

番難しい実践となる。将来、研究者を目指しているような生徒には、適していると考える。 
 
課題をどう盛り込むかの判断が難しいが、生徒がもっと知りたくなるように課題設定をし

ていくべきである。数学的にとても大切なことであっても、難しすぎたり、時期があって

いなかったりと思うような結果を望めないと考える。今回は、時間的に（１）程度の実践

で終わってしまったが、まだまだ利用価値がたくさんあると言うことがわかったので、次

の機会では、さらに発展させたいと考えている。 
 
 
Ⅴ 成果と課題 
 ３年生という場面で実践するならば、前年からの準備が必要であったように思う。本単

元を扱う場面が、正月前後と私立高校入試の前で各高校のまちまちな出題範囲に対応せざ

る得なく、発展的な内容として扱うには時間的に厳しい状況であった。年間の計画などを

見直し、もっとゆとりを持って組み入れることで、今回の研究が生かされるように思う。

今回は、研究したことが授業にはあまり生かされなかったが、今後指導する機会には生か

せるようにしたいと思う。実践のところでも触れたが、この教材は、様々な形で授業に取

り入れられると思う。次回の実践の際には、その点も考えていきたい。今後は、さらに研

究を進め、次の実践機会に備えたいと考えている。今回は、三平方の定理について焦点を

当てて研究したが、他の内容でも、研究をすすめ、活用できるように思われる。子どもた

ちに身近で、なるべく取り扱いやすい内容に関する知識をさらに付け、より良い教材を提

供していければと思っている。 
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