
事 例 中学校 数学科 第３学年 「関 数」 

テーマ 数学的な見方や考え方を育てるための授業展開の工夫改善 

授業改善の

ポイント 
・論理的に考える力を高めるための指導方法の工夫 

・関数を探究する能力を伸ばすための指導の工夫改善 

 
１ 学習状況の把握と分析 
学習状況の把握 
「平成１７年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査」中学校第２学年数学の結果を用いて、

本校生徒の各観点の正答率から学習状況を把握した。また、本単元「関数」の導入時に再度「平

成１７年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査」中学校第１学年数学及び第２学年数学の関

数領域の調査問題を「準備テスト」として実施し、生徒の関数領域の学習状況の把握を行った。 
 
学習状況の結果と分析 
 【学習状況調査の結果】 

問題番号 本校正答率(%) 

領
域 大

問 

通
番 

出題の意図 見方や 

考え方 

表現・ 

処理 

知識・

理解 

県
正
答
率 

 

1 同類項をまとめる計算をすることができる。  88.8  81.8

2 分配法則を使って多項式に数をかける計算をすることができる  85.4  83.1

3 単項式の乗除が混じった式の計算をすることができる。  66.4  70.9
1 

4 単項式の乗除が混じった式の計算をすることができる。  58.6  65.2

2 5 連立方程式の解き方を考え、解くことができる。  80.6  81.4

3 6 問題の中の条件に着目して、連立方程式に表すことができる。  87.7  91.0

7 いくつかの具体的な例から、数の性質を考えることができる。 79.1   79.1

8 数の性質を、文字を使って説明することができる。 83.2   84.8

数 

と 

式 

4 

9 数の性質を、文字を使って説明することができる。 80.6   79.0

5 10 三角形の合同条件を理解している。   82.1 84.7

11 平行線の性質を理解している。   93.3 89.8

12 平行線の性質を理解している。   92.5 89.36 

13 三角形の内角の大きさを求めることができる。  88.1  86.5

7 14 図形の性質を利用して、角の大きさを求めることができる。 81.3   78.8

図 

形 

8 15 
図形の基本的な性質を利用して、角の大きさの求め方を説明す

ることができる。 
69.8  

 
67.0

16 １次関数の値の変化のようすをとらえ、表に表すことができる  86.2  85.4

17 １次関数のグラフを表すことができる。  81.3  79.89 

18 １次関数の式の求め方を考え、求めることができる。 54.1   57.3

19 １次関数の式と傾きと切片の関連の理解している。   72.0 77.7

20 １次関数の定義を理解している。   53.4 53.610 

21 １次関数の特徴の理解している。   38.8 40.1

22 １次関数を利用して問題を考えることができる。 73.1   70.7

数 

量 

関 

係 

11 
23 １次関数を利用して問題を考えることができる。 44.8   44.1

(%) 

県
正
答
率



「平成１７年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査」中学校第２学年数学における本校生徒

の各観点の正答率から、県の結果と同じ傾向が本校の結果でもみられた。 
○「数と式」については、多くの問題で正答率が 70％を上回っている。 
●他方、文字式の乗除が混じった場合の計算技能をみる問題の正答率は 60％に満たない。 
●「数と式」における本校正答率は、全体的に県正答率を下回っている。 
○「図形」における本校正答率は、全体的に県正答率を上回っている。 
○「数量関係」については、１次関数の値の変化の様子をとらえたり、グラフをかいたりする

力をみる問題の正答率は 80％程度である。 
●他方、１次関数の式とその特徴をみる問題の正答率は 60％を下回っている。 
●「数量関係」における本校正答率は、全体的に県正答率を下回っている。 

【事前調査の結果と分析】 
本単元「関数」を学習するにあたり、一人一人の学習状況を把握することを目的に準備テスト

を実施した。実施問題は、「平成１７年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査」中学校第１

学年数学及び第２学年数学の関数領域の調査問題を利用し、実施時期は、第３学年１０月とした。

その結果が次の表である。 
問題番号 本校(H18.10 実施)正答率(%) 

大
問 

通
番 

出題の意図 見方や 

考え方 

表現・ 

処理 

知識・ 

理解 

県
正
答
率 

 

19 座標の意味を理解している。   78.1 86.8
7 

20 比例のｸﾞ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 63.1   41.0

21 比例で、χの値に対応するｙの値を求めることができる。  90.6  94.0
8 

22 比例定数が負の数のｸﾞﾗﾌのかき方を理解している。   93.8 82.0

23 反比例で、χの値に対応するｙの値を求めることができる。  54.8  76.9
9 

24 反比例のｸﾞﾗﾌの特徴を理解している。   84.4 86.0

25 比例の表から式の求め方を考え、関係を式で表すことができる 90.6   77.8

10 
26 

変域のある比例の関係で、χとｙの変域を考え、不等号を使っ

て表すことができる。 
75.0  

 
75.2

16 １次関数の値の変化のようすをとらえ、表に表すことができる  78.1  85.4

17 １次関数のグラフを表すことができる。  84.4  79.89 

18 １次関数の式の求め方を考え、求めることができる。 56.2   57.3

19 １次関数の式と傾きと切片の関連の理解している。   71.9 77.7

20 １次関数の定義を理解している。   50.0 53.610 

21 １次関数の特徴を理解している。   46.9 40.1

22 １次関数を利用して問題を考えることができる。 84.4   70.7
11 

23 １次関数を利用して問題を考えることができる。 59.4   44.1

○比例や１次関数で、表で表されたχとｙの変化の様子をとらえたり、グラフをかいたりする

問題の正答率は 80％を上回っている。 
●反比例のグラフの特徴の理解をみる問題の正答率は 80％を上回っているが、反比例の表で表
されたχとｙの変化の様子をとらえる問題の正答率は 55％を下回っている。 
●比例のグラフから式を求める問題の正答率は 70％を下回り、さらに、１次関数の式の求め方
を考える問題の正答率は 60％を下回っている。 
以上のことから、「比例、反比例」の学習と「１次関数」の学習が関連付けて理解されていな

いものと考える。 
授業改善へ 

(%) 

県
正
答
率



２ 分析に基づく授業改善 
(1) 授業改善の方針 
  学習状況調査の結果と分析から、本校の数学の学習における授業改善の方針を次の２点とした。 
① 論理的に考える力を一層高めるための指導方法を工夫する必要がある。特に、論理的に考える

とはどのようなことなのか、その道筋をていねいに示していく必要がある。 
調査結果から、いくつかの事柄を関連付けてとらえ、それらを活用する力に弱さがあると考え

られる。また、授業における生徒の様相を観察してみると、生徒自身による課題追究が“問題に

対する結果を求めることができたかどうか”と“結果の正誤”にとらわれがちで、｢何を根拠とし

ながら論理を構築し結果を導いたか｣｢追究結果が課題に対して適切であるか｣等に着目して課題

追究を行うことが不十分であると思われる。このことは、次の生徒の姿に顕著に現れていた。 
・生徒のノートへの記述や発言内容が答えのみであること 

   ・論理に飛躍や曖昧のあるままでも答えがあっているからよいとすること 
   ・教科書等での例題に示された解法を適用することで課題解決ができたと満足していること 

いくつかの事柄を関連付けてとらえ、それらを活用する力は、論理的に考える力を一層高める

ことにより身に付けていくものと考える。したがって、上記の生徒の様相を改善するための指導

方法を工夫することにより、論理的に考える力を高めることができ、本校生徒の数学における課

題に迫ることができると考える。 
② 関数領域では、表、式、グラフを並列的に扱うのではなく、これらの表し方が一体となって理

解できるような指導の工夫が必要である。 
学習状況調査の結果から、本校生徒は特に関数領域の理解に弱さがみられた。さらに、事前テ

ストの結果から、次のような課題が明らかになった。 
・表からχとｙの変化の様子をとらえたり、グラフに表したりする力は付いている。 
・他方、比例のグラフから式を求める力や、表やグラフから１次関数の式の求め方を考える力

がやや不十分である。小学校第６学年において比例を学習しているが、文字を用いた式を扱

わなくなっていることを考えると、表から式に表すこと、グラフから式に表すことをていね

いに扱う必要がある。 
したがって、関数領域では、表、式、グラフを並列的に扱うのではなく、これらの表し方が一

体となって理解できるような指導の工夫をすることにより、本校生徒の関数領域における課題の

解決に迫ることができると考える。 
 
(2) 改善の具体的方途と実践 
① 論理的に考える力を高めるための指導方法の工夫 
ア 論理的に考えること 
一般に｢論理｣とは、｢与えられた条件から正しい結論が得られるための考え方の道筋｣をさす。

数学では、「なぜ？」の問いに答える説明としては、帰納、類推、演繹の方法で推論を進めるこ

とが多い。したがって、論理的に考えるためには、根拠を明確にして考えを進めることが必要

である。 
さらに、数学のもつ主要な特性を考えたとき、「抽象性」「論理性」「形式性」があげられる。

これは、数学が、「簡潔」「明確」「統合」という一定の価値観に基づいて追究されてきた結果と

して備わったものである。これらの価値観に基づいて数・量・形に関するしくみをまとめてい

くことが大切である。 
これらのことをふまえて、「論理的に考えること」を次のようにとらえた。 

 
 
 

数・量・形に関する事象のしくみについて、帰納、類推、演繹などの方法で推論を進め、

その考えの根拠が明確かどうかを判断し、事象のしくみをより簡単で、いつでもいえるよ

うにまとめていくこと 



  イ 論理的に考えるための観点 
論理的に考えるためには、考えを見つめる観点が必要に

なってくる。その観点に照らして考えを見つめ、課題追究を

進め、課題に対する結論を導き出していく。そこで、論理的

に考えるための観点を、右のように設定した。 
 
ウ 生徒と共有したい課題から結論に至るまでの考えの道筋 

    生徒は、帰納、類推、演繹などの方法で推論を進め、課題についての結論を導き出す。そし

て、その考えの根拠が明確かどうかを判断しながら考

察をすすめていく。 
そのとき、課題から結論に至るまでの道筋は、[図１] 

の通りであると考える。ここでは、「目的→根拠→結果」

が連続して結論が導かれるものと考えた。 
生徒は、『～したい』と既習の学習をもとに似た学習

場面や学習活動を想起し、結果を見通しながら「目的」

をはっきりさせ考えを進める。そして、『～だから』と

「根拠」をはっきりさせ『～である』『～となる』と結

果を導く。この「目的→根拠→結果」が連続して、最

後に、「だから～」「したがって～」「まとめると～」と

課題に対する結論が導かれる。 
このとき「根拠」とする事柄は、公式や計算法則、

図形の既習の性質、定義など明確なものや、数や演算

のモデル、図やその操作など多少曖昧なものまでを「根

拠」とした。 
 
エ 論理的に考えるための言語表現 
生徒にとっては、“表現するとは考えるという行為そのもの”であり、“表現された事柄がそ

の生徒が考えたこと”であると考える。そこで、生徒の表現の能力を高めることにより、論理

的に考える力を高めることができるのではないかと考えた。 
特に、論理的に考えるための観点に照らして考えを見つめたときや、課題から結論に至るま

での筋道を正しく表現したいと願うときに自然に発せられるであろう“語り始めの言葉”“つな

ぎ言葉”に着目し、次のようにまとめた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

論理的に考えるための観点 

◎｢根拠がはっきりしているか｣ 

○｢簡潔であるか｣ 

○｢いつでもいえるか｣ 

まとめ（課題に対する結論） 

課 題（明らかにしたいこと） 

「
目
的
↓
根
拠
↓
結
果
」
が
連
続
し
て
結
論
が
導
か
れ
る

「まずはじめに」 

 

 

 

 

「次に」 

 

 

 

 

 

「また次に」    「さらに・そして」

 

 

 

 

目的
根拠 

結果 

目的
根拠 

結果 

目的
根拠 

結果 

[図１] 課題から結論に至るまでの道筋 

◇｢根拠がはっきりしているか｣の観点から 

  ・｢だから｣｢なぜなら｣｢わけは｣ …根拠や理由をはっきりさせる。 

・｢例えば｣          …具体的場面におきかえて考える。 

◇｢簡潔であるか｣の観点から 

 ・｢簡単にすると｣       …簡潔にまとめようとする。  

・｢だったら～｣        …論理の転換をする、表現を簡潔にする。 

◇｢いつでもいえるか｣の観点から 

・｢もしも～だったら｣     …発展を考えたり、一般化を図ったりする。 

・｢要するに｣         …内容を形としてまとめる。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
オ 論理的に考える力を高めるための具体的方途 
論理的に考える力を高めるために、単位時間の授業において、次のような具体的方途を継続

して行うこととした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 関数を探究する能力を伸ばすための指導の工夫改善について 
本実践では、第３学年｢関数｣の実践をもとに、工夫改善について述べる。 
生徒たちは、中学校第１学年で、具体的な事象における２つの数量の変化や対応の様子を調べ、

比例、反比例の関係について考察してきた。小学校との学習の違いは、変域や比例定数に負の数

が含まれること、関数を表すのに文字を用いた式が使われ関数が式で定義されることである。さ

らに、第２学年では、表、式、グラフを一体化させて考察していくことに留意しながら、１次関

数についての理解を深めてきた。第３学年においては、これまでの学習を更に発展させ、生徒が

日常経験する具体的な事象の中から、関数ｙ＝ａχ２について考察していくことになる。 
第２学年では、表やグラフに現れる１次関数の特徴について、第１学年で学習した関数の調べ

方を用いて追究することになる。この学習では、表の特徴を考察した後、１次関数のグラフの特

徴を考察し、さらにグラフの特徴が式や表で調べたこととどのように結び付いているかを学習す

る。３年生の学習も同様な流れで行われることが多い。 
今回の実践では、2-(1)授業改善の方針で述べたように、表やグラフに現れる特徴について、表、
式、グラフを一体化させて考えることに弱さがみられるという生徒の実態をふまえ、表の特徴が

式やグラフの特徴とどのように関連しているかを考察する時間を意図的に設定した[図２]。 
具体的には、ｙ＝２χ２について、表に現れた特徴を確認したのち、「ａの値が変わっても、 
ｙ＝２χ２で見付けた特徴は変わらないだろうか｣と問い、｢ａの値によって表にはどのような特

徴が現れるか調べたい｣との課題意識をもたせ追究をする。そして、この課題について自分の考え

をまとめることができた生徒には、｢見付けた表の特徴が、式の形とどのように関連しているのか｣

と問い返し、見付けた特徴が成り立つことを式の形と結び付けて説明できるようにしていく。さ

らに、｢表や式の特徴からグラフの形を予想できないか｣と問い、既習の関数のグラフの特徴をも

とに、関数ｙ＝２χ２のグラフの形を予想する活動を位置付けた。 
このような学習活動を通して、次時からのグラフの特徴を考察するときに、表に現れる特徴と

関連付けて考えることができるようになると考えた。 

・課題追究から結論に至るまでの過程(目的→根拠→結論)を生徒と確認しながら板書に位置付
け生徒と共有する。 

・単位時間の授業において、書く活動、話す活動を意図的に位置付ける。 
・根拠を明確にして考察するために、ノートに「根拠は～」と記述させたり、根拠には赤ペン

で印を付けたりする。 
・「目的→根拠→結論」のまとまりを連続して構成していることを明確にするために、ノート

への記述には、矢印を使ったり行を変えたりするように指導する。また、仲間に話す時には、

考えの節目が分かるように、話を短く区切って話ができるように指導する。 

◆課題から結論に至るまでの筋道を正しく表現することから 

・｢まず｣｢次に｣    …順序よく考える。 
・｢～したいので｣   …目的をはっきりさせる。 
・｢同じように｣    …目的に応じて似た場面を想起し、根拠となる既習事項に対す

る見通しをもつ。 
・｢まとめると｣    …いくつかの根拠から共通した性質を導き、一般化したり抽象

化したりしてまとめる。 
・「だから」「なぜなら」…根拠から結果を導く。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 授業改善後の成果 
 本実践における生徒の姿から、成果について述べていくことにする。 
(1) 論理的に考える力を高めるための指導方法の工夫 
授業記録 ＜課題把握後、個人で見通しをもつ時間で＞ 
T1：考えている途中ですが、どのように考えようとしているのか教えてください。 
（意図的に指名する） 

C1：ａ＝－２のときの表の特徴について調べています。 
T2：C1さん、あなたはなぜａ＝－２を選んだのですか？ 
C2：前回調べたｙ＝２χ２の２と絶対値が同じだけど符号が違う数が比例定数となる－２を選び

ました。 
T3：絶対値が同じだけれど符号が反対になるという条件でａの値を決めたのですね（板書に位置
付ける）。同じ考えからａの値を決めて表の特徴を調べている人は？ （７名挙手） 

T4：C3 さんは、ｙ＝３χ２について調べていますね。それは、どのような考えからａの値を３
と決めたのですか。 

C3：２よりａの値を大きくして３としました。 
T5：ａの値を大きくするという目的でａの値を決めたのですね（板書に位置付ける）。同じ考え

からａの値を決めて表の特徴を調べている人は？ （１２名挙手） 
T6：今の発表を参考に、目的をはっきりさせてａの値を決め、式をつくり、その式を表に表して
表の特徴を調べ、ａの値によってどのような表の特徴が現れてくるのか調べていきましょ

う。 
T7：そして、C1 さんも C3 さんも、どのような目的でａの値を決めたのかがノートにはっきり

と書かれています。さらに、表からどのような特徴を見付けたのかがよく分かるようにして

います。このようにノートに、どのような目的で考えを進め、表をどのようにみて特徴を見

付けているか、色ペンを使うなどしてはっきりさせましょう。 
T8：それでは、課題追究を進めていきましょう。 
       ……以下略…… 
〇学級全体に「どのようなことを明らかにしようとしているか」を問いかけ、一人一人の追究の目

的を明らかにし、追究から結論に至る過程をていねいに指導し、それを生徒と共有することは、

論理的に考える力を高めるために有効であると考える。 
 
 

 
①事象より表の特徴を調べる。 
②表より式化して２乗に比例する

関数を定義する。 
③式から表をつくり表の特徴を調

べる。 
④式から点をプロットしグラフ化

し、グラフの特徴を調べる 
⑤グラフの特徴を一般化する。 
   （以下略） 

従来の単元の流れ  
①事象より表の特徴を調べる。 
②表より式化して２乗に比例する関数を定義する。 
③式から表をつくり表の特徴を調べる。 
④表の特徴をａの値を変えて一般化する。さらに、表

の特徴を式から説明したり、表の特徴からグラフの

形を予想したりする。 《本時》 

⑤式から点をプロットしグラフ化し、グラフの特徴を

調べる。 
⑥グラフの特徴を一般化する。 

（以下略） 

今回実践を試みた単元の流れ 

[図２] 単元の流れの比較 



○ 論理的に考えを進めている生徒のよさを価値付け、広めることで、他の生徒のノートにも、「だ

から」「なぜなら」という言葉を意識的に活用して根拠をはっきりとさせたり、矢印を使って考

えの筋道をわかりやすく表現したりするなどの工夫がみられるようになった。 
 
授業記録 ＜個人追究後の全体追究の時間で＞ 
T9：発表してください。 
C4：僕はａの値を負の数にしようと考え、a＝－２にしてｙ＝－２χ２の表を完成させて、特徴
を調べてみました（ｙ＝－２χ２の表を黒板にかく）。この表からａの値を負の数にすると、

ｙの値はいつも負の数になることが分かりました。 
T10：同じことを見付けた人は？ （２０名挙手） 
C5：僕はｙ＝－３χ２で調べたのだけれど、C4さんと同じことがいえました。 
C6：ａの値を他の負の数にして調べることからもいえるけれど、ａの値が正の数か負の数かによ
って判断できます。なぜなら、ｙ＝ａχ２のχ２は必ず正の数だから、正の数・負の数の乗法

のきまりで、aの値の符号が正ならば(正の数)×(正の数)でｙの値は必ず正の数になるし、ａ
の値の符号が負ならば(負の数)×(正の数)でｙの値は必ず負の数になるからです。 

T11：χ２＞０であることをから、具体的にいくつかの場合を調べなくてもこの特徴は確かめられ
るのですね。式を見ればこの特徴は判断できますね。 

C7：私は、変化の見方で、変化の割合は一定でないことを確かめてみました。 
まず、ｙ＝－２χ２だと、χの値が１ずつ増えるとき、ｙの増加量の増え方は－４ずつ増え

ています。だから、ｙの増加量の増え方は２ａずつ増加しているのではないかと考えました。

そして、ｙ＝４χ２でも表を作ってみたら、やっぱりｙの増加量の増え方は２ａでした。 
C8：私は、ｙ＝ａχ２の表をつくってみました。    

χ … －３ －２ －１ ０ １ ２ ３ …

ｙ … ９ａ ４ａ ａ ０ ａ ４ａ ９ａ …

  この表からは、χの値が２倍、３倍……になると、ｙの値が２２倍、３２倍になっていること

が分かります。χ＝０のときｙ＝０になり、χ＝０のところを境にして、表が左右対称にな

っていることも分かります。 
T12：この表１つでａの値によってどのような特徴が分かるかを調べることができますね。 

…以下略… 
○意図的に書く活動や話す活動を位置付け、言語表現に留意しながら指導を継続したことにより、

結論をはっきりと述べ、その根拠を語り始めの言葉やつなぎ言葉を使いながら、自信をもって話

す姿がみられた。 
 
(2) 関数を探究する能力を伸ばすための指導の工夫改善 

(1)で述べた授業場面での生徒の発言からも、表の特徴が式とどのように関連付けながら考察して
いる生徒の姿がうかび上がってくる。このことは、本時を単元指導計画に意図的に位置付けたこと

の有効性を示すものだと考える。さらに、その後の全体追究では次のような発言がみられた。 
授業記録 
T13：ｙ＝ａχ２の表の特徴ははっきりしてきたけれど、ｙ＝ａχ２のグラフの形は予想できない

でしょうか。 
C9：ｙ軸を対称軸にして形が同じになると思います。 
T14：どうしてそのような特徴が分かるのですか？ 
C10：表の特徴からχの値の絶対値が同じときｙの値が同じになります。これは、χの値の絶対
値が同じで符号が反対でもｙの値は同じということだから、グラフはｙ軸について対称な形

になると分かります。 



C11：原点を通るグラフになることが分かります。なぜなら、どの表でもχ＝０のときｙ＝０に
なるからです。 

C12：例えばａの値が正の数だとすると、表からｙの値は絶対に正の数になっています。だから、
座標平面に点をとっていくとｙ座標は負の数にはなりません。だから、グラフはχ軸よりも

上になります。 
C13：反対にａの値が負の数だとすると、χ軸よりグラフは下の位置になります。 
C14：１次関数や比例と違って、グラフは直線にはなりません。 
T15：直線にはならないのですか？ なぜですか？ 
C16：グラフが直線で表されると、直線は限りなくまっすぐに伸びるからχ軸よりも下にいくこ
とがあります。すると C12さんや C13さんの見付けたグラフの形と矛盾します。 

C17：１次関数は変化の割合が一定だからグラフは直線になるけれど、ｙ＝ａχ２は表の特徴か
ら変化の割合が一定ではないことが分かったから、グラフは直線になりません。 

T16：これらのことから 関数ｙ＝ａχ２のグラフはどのような形になりそうですか？  
座標平面に適当にかいてみます。 

 
 
 
 
 
C ：（そんな形にはならないとつぶやく） 
T17：ｙ＝ａχ２のグラフは、このような形にはならないのですか？ 
C18：ｙの一番小さい値が０で、ｙの値の増え方はだんだん大きくなっていくので、ｙの値が増
えて減って……と変化をすることはありません。  

T18：次の時間は、実際に座標平面に点をとってグラフをかき、その特徴を見付けていきましょ
う。 

○表の特徴を式の特徴と結び付けて説明したり、表の特徴からグラフの形を予想したりする学習を

位置付けたことは、表の特徴とグラフを関連付けて考えることに有効であった。これは、表、式、

グラフを一体化させて考察し、探究する力を高めることを意図して単元指導計画を工夫し、学習

場面を設定したことが有効に働いたものと考える。 
 
 
 


