
事例 中学校 数学科 第２学年 「１次関数」

数学的な見方や考え方を育てるためのテーマ

授業展開の工夫改善

授業改善の ・表、式、グラフを関連付けて考える力を育てる指導計画の改善

ポイント ・筋道立てて考察し、表現する力を育てるための学習活動の工夫改善

・互いの考えを練り上げるための学習活動の工夫

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【把握方法】

昨年度（平成１７年度）実施した『岐阜県における児童生徒の学習状況調査－

中学校第１学年数学』の「数量関係」領域の問題７ ８ ９ 10 の出題の意図と評

価の観点を踏まえ県と自校の正答率を分析し学習状況を把握した。

問題 正答率

（％）領 大 番号 出 題 の 意 図 評価の観点

域 問 小 通 見方や 県 自校表現 知 識・ ・

処 理解問 番 考え方 理

１ 19 ○ 86.8 86.9座標の意味を理解している。

比例のグラフから式の求め７

２ 20 ○ 41.0 34.7方を考え、関係を式で表す

ことができる。数

１ 21 ○ 94.0 95.6比例で、ｘの値に対するｙ

。８ の値を求めることができる

量 ２ 22 ○ 82.0 91.3比例定数が負の数のグラフ

のかき方を理解している。

１ 23 ○反比例で、ｘの値に対応す

関 76.9 69.5るｙの値を求めることがで

きる。９

２ 24 ○ 86.0 91.3反比例のグラフの特徴を理

解している。係

比例の表から式の求め方を

１ 25 ○ 77.8 86.9考え、関係を式で表すこと

ができる。10

変域のある比例の関係で、

２ 26 ○ 75.2 82.6ｘとｙの変域を考え、不等

号を使って表すことができ

る。



学習状況の結果と分析

【結果】

評 価 の 観 点 県の平均 自校の平均

数学的な見方や考え方 ６４．６％ ６８．０％

表現・処理 ８５．６％ ８２．６％

知識・理解 ８４．９％ ８９．８％

・筋道立てて考察し表現する力の弱さ（数学的な見方や考え方）

、 ． （ ． ）観点別に正答率の平均を比較すると 知識・理解は８９ ８％ 県８４ ９％

表現・処理は８２．６％（県８５．６％）で正答率が８０％をどちらも超えてお

り、ほぼ身に付いているといえる。しかし、数学的な見方や考え方は６８．０％

（県６４．６％）で、自校、県の平均とも、数学的な見方や考え方が十分身に付

いているとはいえない。これは、知識や技能は身に付けているものの、筋道立て

て考察し表現する力が弱いことを表している。

また、数学的な見方や考え方をみる問題の中で７の２は、比例のグラフから式

の求め方を考え、関係を式で表す問題である。この問題の正答率は、県は４１．

０％と低いが、自校は３４．７％と更に低くなっている。これは問題の８の１の

比例の式からｘに対するｙの値を求めたり、10の１の比例の関係の表から式を求

めたりする問題の正答率の９５．６％や８６．９％と比べるとかなり低い正答率

である。これは、数量関係において、例えば比例の式については表や式の関連付

けについては理解しているが、表、式、グラフの３つを関連付けて考察していく

力が弱いと考えられ、一つ一つの知識や技能は身に付いているものの、それらを

関連付けて考察し表現する力が弱いのが原因と考えられる。

確かに自校の実際の授業の場面においても、答えだけを発表しそれを導き出し

た考え方になるとなかなか説明できない姿、考え方を聞くとその答えを導き出し

、 「 」た操作を詳しく説明する姿 一人の生徒の説明の後に答えだけを見て いいです

と多くの生徒が反応をする姿など、答えだけを大切にし、そこに至るまでの自分

の考えを筋道立てて考察したり、表現したりできない姿が多く見られる。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

生徒の実態分析から明らかになったことは、筋道立てて考察し、表現したり、いくつ

かの事柄を関連付けて考えたりするなどの数学的な見方や考え方を身に付けていかなく

てはならないということである。そのためには、年間を通して、一人一人の生徒に、答

えだけでなく、答えを導く過程を大切にするなど、筋道立てて考察し、表現する力を育

てる学習活動を展開していくとともに、お互いの考えを関連付けて考察することができ

るようにするなど、互いの考えを練り上げるための学習活動を工夫していくことが大切

であると考えた。また、数量関係の領域においては、例えば比例の式については、表や



式の関連付けについては理解しているが、表、式、グラフの３つを関連付けて考察して

いく力が弱く、一つ一つの知識や技能は身に付いているものの、それを関連付けて考察

し表現する力が弱いことが明らかになった。そこで、表、式、グラフの３つを関連付け

て考察する授業を意図的に仕組んでいくことが大切であると考え、授業工夫改善のポイ

ントを以下の３点とした。

① 表、式、グラフを関連付けて考える力を育てる指導計画の改善

② 筋道立てて考察し、表現する力を育てるための学習活動の工夫改善

③ 互いの考えを練り上げるための学習活動の工夫

(2) 改善の具体的方途と実践

① 表、式、グラフを関連付けて考える力を育てる指導計画の改善

従来の１次関数の指導では、表と式、表とグラフ、式とグラフの関係を順番に取り

、 。上げていく指導がなされており 表と式とグラフの３つの関係を扱うことはなかった

それにより学習状況の把握と分析で明らかになったように、表と式の関連付けについ

ては理解しているものの、表、式、グラフの３つを関付けて考察していく力が弱いの

ではないかと考えた。本時の２点の座標から１次関数の式を求める時間は、従前の指

導計画では、２点の座標から変化の割合を求めて求める方法と 連立方程式から求め、

る方法とを扱ってきた。今回の授業改善では、この時間を２時間扱いとし、最初の１

時間で、２点の座標から１次関数の式を求める中で、表、グラフ、式の３つを関連付

けて考察していく時間とし、その後の第10時で、連立方程式を使って求める方法を扱

うよう指導計画を改善した。

【改善した指導計画】

１次関数 第９時

［ねらい］

【従来の指導計画】 ２点の座標をもとに、表、式、

１次関数 第９時 グラフを使って、傾き（変化の割

） 、［ねらい］ 合 や切片を求めることを通して

、 、 、２点の座標をもとに、変化の割 表 式 グラフを関連付けて捉え

合を求め、それをもとに１次関数 １次関数の式を求めることができ

の式を求めるとともに、２点の座 る。

標を式ｙ＝ａｘ＋ｂに代入して連 １次関数 第10時

立方程式を作り、１次関数の式を ［ねらい］

求めることができる。 ２点の座標をもとに２点の座標

を式ｙ＝ａｘ＋ｂに代入して連立

方程式を作り、１次関数の式を求

めることができる。



② 筋道立てて考察し、表現する力を育てるための学習活動の工夫改善

これまでも授業において、

答えだけでなく、答えを導く

過程を大切にしたいと願って

きた。しかし、自分の考えを

筋道立てて考察し表現する方

法を、生徒が身に付けること

ができるようにしてきたかと

いうと課題がある。

筋道立てて考察し、表現す

る力を育てるためには、その

説明の順序や表現の方法を具

体的に生徒に提示し、徹底し

て指導することで、生徒自身

が身に付けることができるよ

うにすることが大切である。

そこで、筋道立てて自分の

考えをまとめたり、発表する

力を育てるための説明の順序

や表現の方法を「数学発表名

人への道」(図１） として、

常に掲示して意識できるよう

にするとともに、素晴らしい

説明の仕方を教師が常に価値

付けていくこととした。

③ 互いの考えを練り上げるための学習活動の工夫

全体交流の場は、生徒一人一人が、自分の考えを出し合い、仲間の考えと比較・検

討しながら、よりよい考え方に迫ったり、それぞれの考え方の共通性を見出したりす

る過程である。したがって、全体交流の場は、生徒が筋道立てて自分の考えを説明し

たり、それぞれの考え方を関連させながら論理的に思考・判断していく過程であり、

数学的な見方や考え方の育成にとって大切な場である。

しかしながら、今までの自分の実践を振り返ってみると、生徒から様々な考え方が

出るものの教師自身の練り上げの視点が明確でなく、話し合いが這い回ってしまった

り、生徒の意見を組織的に組み立てることができず、最終的に教師が強引に説明して

しまうなど、せっかく出てきた考え方を生かすことなく、数学的な見方や考え方を育

てていくことのできない全体交流を行っていることもあった。

そこで、教師が練り上げの視点をはっきりさせ、生徒の意見を意図的に組織化し、

ねらいに迫れるよう次の５つの点から全体交流の場の工夫を図ることとした。

図１

筋道立てて考えられる力を付ける

１．順序良く考えるための言葉

「まず 「それから 「次に 「そして」」 」 」

２．目的や根拠を明らかにする言葉

「～から 「理由は 「よって」」 」

「したがって」

３．仲間に判断をせまる言葉

「ここまではいいですか」

「ここまでは分かりますか」

「質問はありますか」

４．図や式、操作とつないで

５．数学の用語を使って

６．スモールステップで

７．聞く側は反応

、 、「 」うなずき 拍手 ここが分かりません

「もう一度」



ア 予想される生徒の考えを描ききる。

素材、課題、既習事項の定着、今までの思考の様子等から、生徒が本時どのよ

うな考え方をしてくるのかを事前に描ききる。それを基にしてねらいに迫るため

にどのような指導・援助が有効であるかということも考える。

本時の授業は、２つの座標から、１次関数の式を求める内容である。そこで、

予想される生徒の考え方を〈Ⅰ〉グラフから式へ考える考え方と〈Ⅱ〉表から式

へ考える考え方の大きく２つの考え方であるととらえた。

〈Ⅰ〉グラフから式へ考える。

〈Ⅰ〉－(1) 切片は、格子点を通ってないのでしっかりした値は分からないと

考える。

〈Ⅰ〉－(2) 傾きを小さい直角三角形でとらえ、求めようとする。

〈Ⅰ〉－(3) 傾きを与えられた２つの座標を結んで大きくとらえ、求めようと

する。

〈Ⅰ〉－(4) 切片について、グラフから読みとり求めようとする。

〈Ⅰ〉－(5) 傾きをグラフから求めた後、式から切片の値を求めようとする。

〈Ⅱ〉表から式へ考える。

〈Ⅱ〉－(1) 表から変化の割合を求めようとする。

〈Ⅱ〉－(2) 表から変化の割合を求め、そこからｘ＝０のときのｙの値を求め

ようとする。

〈Ⅱ〉－(3) 表から変化の割合を求め、そこから式に座標を代入して切片の値

を求めようとする。

イ 練り上げるときの教師の視点を明らかにする。

それぞれの単位時間での練り上げの視点を以下の４つに分類し、明確にして取

り組むこととした （※Ａ，Ｂ，Ｃは考え）。

○ＡよりＢ、ＢよりＣがよい （速い、簡単、正確、どんなときも）。

○Ａ、Ｂ、Ｃのすべてにあてはまる （共通性、一般性）。

○Ａ、Ｂ、Ｃが関連しながら構造化していく （深化、補充）。

○Ａ、Ｂ、Ｃどれも価値がある。

ア 予想される生徒の考えを描ききる。

イ 練り上げるときの教師の視点を明らかにする。

ウ 生徒の考えを取り上げる順番を考えて指名する。

エ ねらいに迫れるように的確な発問を工夫する。

オ 板書を構造的にする。



本時、予想される生徒の考え方としては、グラフから式へ考える考え方と表か

ら式へ考える考え方の２つがあると考えられる。そこで、本時の練り上げの視点

をグラフから式、表から式の考え方が相互に関連しながら深化、補充され、表、

式、グラフの関係が構造化されていく事とした。また、２つの座標から１次関数

の式を求める場合は表、式、グラフの考え方のどの考え方も 条件から直線の式、

ｙ＝ａｘ＋ｂのａとｂの値を求めていけばよいという共通性や一般性についても

とらえることができるようにしたいと考えた。

ウ 生徒の考えを取り上げる順番を考えて指名する。

机間指導で、生徒のノートやつぶやきだけでなく、考え方を尋ねる発問を通し

て、生徒の考え方をつかみ、それを机列表にまとめながら、ねらいに迫れるため

に、どの順番で生徒の考え方を取り上げるかを考えて指名する。

本時は 〈Ⅰ〉グラフから式へ考える考え方から取り上げ、その中で切片は、、

格子上の点ではないので、はっきりと分からないが、傾きについては２つの座標

から求められるという考え方を取り扱う。その後 〈Ⅱ〉表から式へ考える考え、

方を取り上げ、表での変化の割合の求め方とグラフ上での傾きの求め方の関係を

。 、 、 、出させていきたい また その後 切片をどのように求めたのかをたずねる中で

式に１つの座標を代入して求めていった考えへと繋げていきたい。

エ ねらいに迫れるように的確な発問を工夫する。

練り上げの視点から、ねらいに迫る発問を端的に表現できるようにする。

本時のねらいは 「２点の座標をもとに、表、式、グラフを使って傾き（変化、

の割合）や切片を求めることを通して、表、式、グラフを関連付けてとらえ、１

次関数の式を求めることができる 」である。このねらいを達成するために、キ。

ーとなる発問として次のように考えた。

○表、式、グラフを関連付けてとらえることができるための発問

・表で求めた変化の割合は、グラフ上ではどこにあらわれていますか。

・表で求めた変化の割合は、式ではどこにあらわれていますか。

・グラフの切片は、式ではどこにあらわれていますか。

・グラフが右上がりであることは、式の上ではどこに表れていますか。

・グラフが直線になるのはどうしてですか。

○表、式、グラフの考え方の共通性や一般性をとらえることができるための発問

・グラフから求める方法と、表から求める方法はどんな点が共通していますか。

・どの求め方からも言えることは何ですか。

・傾きか切片のどちらかが分かったら、次は何を考えていけばよいのですか。

オ 板書を構造的にする。

板書は、生徒の思考の手助けになるとともに、練り合いの場面での方向性を示

す重要な足場となる。そこで、授業前はもちろん、授業中に把握した生徒の考え



等をどの位置にどのように配置するかを考えて授業を仕組んでいく。

【板書計画】

３ 授業改善後の成果

昨年度（平成１７年度）実施の『岐阜県における児童生徒の学習状況調査－中学校第

１学年数学』において、特に正答率が低かったのが、冒頭にも触れた比例のグラフから

式の求め方を考え、関係を式で表す問題（７の２）であった。本年度（平成１８年度）

実施した２年生の調査にも、数学的な見方や考え方をみる問題として同様な出題意図の

問題がある。具体的には、まず１次関数である表の一部分が示され、それを元にグラフ

をかいたあと、式の求め方を説明して式も求めるという問題であるが、自校の正答率は

６６．７％であった。昨年度（平成１７年度）１年生時における類似問題（７の２）の

自校正答率３４．７％と比較して、今回の授業改善は成果があったと考える。

正答率

第１学年「数量関係」７－２

出題の意図：比例のグラフから式の求め方を考え、関係を式で表すこと

ができる。 ３４．７％

第２学年「数量関係」９－３

出題の意図：１次関数の式の求め方を考え、求めることができる。 ６６．７％

以下，授業改善のポイントにそって成果と課題を考察する。

【課題】２つの座標からｙ＝ａｘ＋ｂのａやｂの値をいろ【素材】２点（－１，１ （３，７））、

いろな方法で求めてみよう。を通る１次関数の式を求めて

みよう。

式 ｙ＝ａｘ＋ｂ
１次関数

・切片はｙ軸との交点

・切片はｘ＝０の時の ・グラフの２点から直角三角形を作り ・表の２点から変化の割合

ｙの値 垂直距離 ｙの増加量

水平距離 で傾きを求める。 ｘの増加量 を求めそれが傾

・切片はｙ軸との交点 きと等しくなる。

・傾きａ＝変化の割合 ・右上がりa＞０、右下がりａ＜０ 切片はｘ＝０のｙの値・
ｙの増加量 ・切片が格子点でないときは、傾きが分 切片は傾きが分かったら、１つ・

＝ かっている式に１つの点を代入 の点を代入

ｘの増加量 ・直線なのでｙ＝ａｘ＋ｂで表される。 ・１次関数は変化の割合が一定

・ｘが１増すときのｙ

の増す値

２点からグ ２点の座標から表にグラフ 表
ラフに ・表で求め

た変化の

ｘの増加量割合がグ

ラフでの －１ ３ｘ
傾きと等

しくなる １ ７ｙ
ｙの増加量・直線＝変

化の割合

が 一定



(1)表、式、グラフを関連付けて考える力を育てる指導計画の工夫改善

○本時を、表、式、グラフを関連付けて考える時間として、単元の中で核となる時間と

して位置付けたことにより、その時間までに、どのような力を付けておかなければな

らないかが明確になり、単元を構造化することができた。

○２点の座標から一次関数の式を求めるときに、一つの考え方だけでなく、表、式、グ

ラフの様々な考え方からアプローチをする生徒が多くなった。

○自分の考え方と、他の考え方を比較したり、共通点を見出すなど、表、式、グラフの

３つを関連付けてとらえられるようになった。

△数量関係の３年間を見通して、表、式、グラフを関連付けてとらえられるような指導

計画を作成していく必要がある。

(2) 筋道立てて考察する力を育てるための学習活動の工夫改善

○数学発表名人への道として、説明の順序や表現の方法を具体的に生徒に提示し、徹底

して指導してきたことにより、個人追究や全体追究の段階で単に答えを求めるのでは

なく、どうしてそうなるのかの根拠をはっきりさせようとする考え方が身に付いてき

た。

○発表の時に 「ここまではいいですか 「ここまでは分かりますか」というように、考、 」

え方を段階的に説明する説明の仕方ができるようになったことにより、聞く側も、答

えだけでなく、発表者の考え方に着目して聞くことができるようになった。

○考え方に注目するようになったことにより、今まで答えが間違っているかもという不

安から発言できなかった生徒も、考え方の途中までを発表するなど、自分の考え方を

自由に出せる雰囲気が出てきた。

△筋道立てて考察する力はすぐに身に付くというものではなく、３年間の中で意図的、

計画的に身に付けていくことが大切なので、今後も、継続的に数学発表名人への道を

工夫改善していく必要がある。

△発表の仕方を今後も高めていくために、自己評価や相互評価を工夫していく必要があ

る。

(3)互いの考えを練り上げるための学習活動の工夫

○教師が、練り上げの視点を明確にもつことにより、次のような成果があった。

・授業のねらいが明確になり、ねらいに迫る発問を工夫することができた。

・様々な生徒の考え方を、その視点で整理し、どの順番で生徒の考えを取り上げるか

を考え、話し合いを組織化することができるようになった。

・板書について構造化できた。

△練り上げの視点は、単位時間だけでなく、単元を構造化していく中でどの時間にどの

ような視点で迫っていくかを明確にしていく必要がある。

△机間指導の中で、生徒の考え方を表面的にとらえるのではなく、そこに潜む考え方を

引き出し把握していく必要がある。

△生徒の考えをつないだり、関連付けさせていくときの発問の工夫を今後もしていく必

要がある。


