
事例 中学校 数学科 第１学年 「１次方程式」

テーマ 「数学的な思考力・判断力の育成を図る指導の工夫改善」

授業改善の視点
①日常的な事象を数学化することを踏まえた指導計画の工夫改善

②問題解決のために情報を適切に選択し判断する力を伸ばす指導の工夫改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

(1) 学習状況の把握の方法

「平成１９年度全国学力・学習状況調査」の「Ａ主として「知識」に関する問題」を用いて、

式について及び分類・整理についての学習状況の把握を、「Ｂ主として「活用」に関する問題」

を用いて、情報を活用することについての学習状況の把握を行った。

(2) 学習状況の結果と分析

【結果】

領
域

設問

番号
出題の意図

評価の観点 正答率

見方や

考え方

表現

処理

知識

理解

国

(％)

自校

(％)

数

と

式

Ａ

2(1)

整式の加法と減法を計算することができ

る。
○ 72.9 65.9

Ａ

2(2)

文字式に数値を代入して式の値を求める

ことができる。
○ 83.1 90.2

Ａ

2(3)

文字式の意味を、具体的な事象の中でよみ

とることができる。
○ 62.6 85.4

Ａ

2(4)

等式を目的に合うように変形することが

できる。
○ 55.9 61.0

Ａ

3(1)

方程式の移項と等式の性質の関係を理解

している。
○ 60.8 75.6

Ａ

3(2)

( )を含む１元１次方程式を解くことがで

きる。
○ 82.9 97.6

Ａ

3(3)

数量の関係をとらえ、連立２元１次方程式

を立式することができる。
○ 70.4 68.3

Ａ

3(4)

簡単な連立２元１次方程式を解くことが

できる。
○ 71.9 75.6

数

量

関

係

Ａ

14(2)

樹形図や表などを利用して、場合の数を求

めることができる。
○ 67.6 56.1

Ｂ

1(1)
情報を分類整理することができる。 ○ 68.1 75.6

Ｂ

1(2)

情報を分類整理し適切に選択し、判断する

ことができる。
○ 44.8 65.9

Ｂ

3(1)

与えられた情報を的確に処理することが

できる。
○ 86.5 97.6

Ｂ

3(2)

情報を的確に処理し、その結果を比較する

ことができる。
○ 92.1 95.1

【分析】

・整式の加法と減法を計算することや文字式に数値を代入して式の値を求めることについては、

相当数の生徒ができている。分配法則を用いた計算や同類項の整理は、文字式の四則計算を正

しく行う際や、方程式を解いたり、式を展開したりする際などに必要である。それらの「数学

的な表現・処理」の力は身に付いている。



・文字式に数値を代入して式の値を求めることについても、相当数の生徒ができている。文字式

に数を代入して式の値を求める学習は、文字がいろいろな値をとることの理解を深めたり、文

字式の計算結果を確かめたり、方程式の吟味や、関数を利用して具体的な値を求めたりする際

などに必要である。それらの「数学的な表現・処理」は身に付いている。

・（ ）を含む１元１次方程式を解くことや簡単な連立２元１次方程式を解くことは、相当数の

生徒ができている。中学校における式の指導では、数量などの関係を文字式や方程式に簡潔に

表して処理し、問題を能率よく解決する学習を進めていく。その際における代数的な操作はで

きる。

・与えられた文字の意味を具体的な事象の中でよみとること、関数を表す式を等式の性質を用い

て変形することに課題がある。数量やその関係・法則を文字式で表したり、文字式の意味をよ

みとったりすることは、様々な問題解決の場面で文字式を利用する際に必要である。また、等

式の変形は、方程式を解く際に必要である。式をよむこと、性質を用いて式変形をすることに

弱さがある。

・場合の数を求めることに課題がある。与えられた条件に基づいて、起こりうるすべての場合を

考えるときに、樹形図など今までに学習してきた知識や技能を利用して導き出すことにやや弱

さがある。

・与えられた情報を２つの異なる条件に基づいて分類整理し、条件を満たす組み合わせを選択す

ることに課題がある。情報を的確に処理することができれば、その結果から考察する力は身に

付いてきているが、与えられた情報から数量の関係などを分類整理し、判断する力が身に付い

ていない。

・与えられた条件を整理し、数量の関係を把握するために、事象を理想化し抽象化して記号に表

したり形式的に表したりしていく。これらの情報を的確に処理する力が十分身に付いていない。

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

「１ 学習状況の把握と結果の分析」における本校の第３年生の学習状況から、第１学年にお

ける「１次方程式」の単元の授業改善を考えた。

数学の学習の様々な場面で、必要な情報を選択し判断することや、場面における条件を整理し、

数量を取り出し、数量の関係を把握することを指導することは非常に大切である。

「１次方程式」においては、等式の性質を利用し１次方程式を同値変形していく解法を理解し、

簡単な１次方程式を解くことができるようにしたい。「１次方程式の利用」においては、算数的な

逆算による解法から、条件を整理し「図」「表」「言葉の式」を利用して立式する順思考による解

法ができるようにしたい。初めて順思考による解法を学ぶため、問題の中にある情報から方程式

を立式することが困難な生徒が多く見られる。そこで、「日常的な事象を数学化すること」「情報

を適切に選択し判断すること」に焦点を当てた指導を指導計画に位置付けることにした。また、

従来の素材とは異なり、問題解決に必要としない情報をも含む日常生活の場面を問題とする素材

を導入素材として位置付け、数量の関係を理想化するなど数学的に表現する場を設定することに

した。さらに、素材の提示方法も工夫することにより、情報の整理の仕方を工夫する機会を設け

ることにした。

指導にあたっては、場面における条件を「図」「表」「言葉の式」を利用して整理し、数量の関

係を把握したり、数学的な表現を組み合わせて他者に把握した数量の関係を説明したりする場を

大切にしたいと考えた。

(2) 改善の具体的方途と実践

①日常的な事象を数学化することを踏まえた指導計画の工夫改善



・数学科での学習内容を実生活と関連させ考える場面を設定することにより、問題場面や状況

が理解されやすいということや、興味や関心が高まり、問題解決への意欲が高まると考えら

れる。また、数学的な概念を理解しやすくすることや、それまでそれほど意識していなかっ

た日常生活における課題を、数学を用いて解決できる課題として意識することにつながる。

・さらに、生活の中の課題を数学的に解決することは、生徒が数学の有用性や実用性を認識し、

数学に対する好感度や有用性の意識を変えることにつながると考えられる。

・第１学年における「方程式の利用」は、初めて問題を解決するために方程式を活用すること

になるので、事象の中にある数量の相等関係を見いだし、方程式を立式して問題を解く手順

をていねいに指導する必要がある。

以上のことから、「１次方程式を使った問題を解く手順」を学習する時間と、「日常的な事象

の問題」「過不足の問題」を解決する時間を設定した［表１］。

［表１］ 従前と改善後の指導計画

従前の指導計画（簡易版） 改善した指導計画（簡易版）

９ １次方程式を使った問題の解き方 ９ １次方程式を使った問題を解く手順

10 速さの問題 10 日常的な事象の問題

11 解の意味と問題づくり 11 過不足の問題

12 章末問題 12 速さの問題

13 解の意味と問題づくり

14 章末問題

※第１０時と第１１時を設定

②問題解決のために情報を適切に選択し判断する力を伸ばす指導の工夫改善

・これまでの「１次方程式を使った問題の解き方」では、素材を模造紙などに文字で表し「文

字情報」として掲示し、それとともに問題をよむことで「音声情報」を与えてきた。そして、

「文字情報」と「音声情報」から「場面絵」を描くようにしてきた。

・また、例えば「１枚 60円のクッキー12 枚と、１枚 80円のジュースを何本か買い、1440 円支

払いました。買ったジュースの本数は何本でしょう。」のように、学習を進める際には、でき

る限り必要十分な数量を含む条件のみの素材とし、さらに、問題文そのものを順にたどって

いけば、数量の関係が把握できるように表わされている素材を提示してきた。

・今回の実践では、問題解決のための情報を適切に判断する力を伸ばすために、次の４点で改

善を図ることにした。

ア 素材提示に際して、これまで問題とする場面を「文字情報」で提示し「場面絵」を描く

ようにしていたものを、「音声情報（聞き取った情報）」と「場面絵（イラスト）」で提示す

るようにした。また、聞き取った「音声情報」から情報を箇条書きにしたり、数量の関係

を分かりやすく「図」にまとめたりするなどの工夫をするよう助言するなど、生徒が情報

を得たときに「情報を整理する」ことを目的として提示した。このように、情報を的確に

聞き取りながら適切に判断してまとめなければならない状況を設定することで、情報から

「数量の関係を取り出す」「関係を表す」２つのことを同時に思考する必要性が生まれ、生

徒の読解力を伸ばすことができると考えた。

イ 具体的な事象に実生活の場面を取り入れることにより、問題を解決するためには必要で

はない情報が混在するようにした。場面の設定、登場人物、解決には必要としない数量な

どがふくまれる情報を生徒に与えることにより、「音声情報」と「場面絵」より把握できる

情報から必要な情報を適切に選択し判断する力につながると考えた。



ウ 問題からどのような数量や数量の関係をとりだしたかを確認するために、選択した情報

を生徒が交流する場を設定した。そのことにより、聞き取った情報をどのように選択し、

どんな視点で情報をまとめたのかを交流することができ、より合理的な方法に「気付く」

ことができると考えた。

エ 具体的事象→図で構造化→（言葉の式で式化）→文字による式化（方程式）と抽象化す

る過程をていねいに位置付け、問題から把握した相等関係を「図」「表」「言葉の式」を使

って説明する場を設定する。このことにより、順思考による解法をより理解することがで

きると考えた。

３ 授業改善後の成果

本実践授業で生徒に「本時の学習のまとめ」を記入するように求めたところ、次のような内容が

記されていた（授業学級生徒数２６名）。

また、本実践の成果を客観的にとらえるために、「平成１８年度岐阜県における児童生徒の学習状

況調査」の調査問題「数量関係５（１次方程式の問題）」を使って比較をした。その結果が次表で

ある。

実践後生徒が記した「本時の学習のまとめ」、そして、比較調査の結果より、成果について述べ

ていくことにする。

領
域

設問

番号
出題の意図

平成 18 年度 １年生

（今年度２年生）

平成 19 年度 １年生

（実践学級）

数
量
関
係

５１
問題の数量関係を表す線分図として適切

なものを考えることができる。
４６．４％ ６５．３％

５２

方程式をつくるため、問題の数量を関連

付けて考えることができる。
７２．９％ ７６．９％

方程式を解いて、問題の答を求めること

ができる。
６８．８％ ６９．２％

○数量の関係を分かりやすく整理して、それに合わせて方程式を立てるだけで簡単に解決する

ことができた（９名）。

○正しく聞き取り、等しい数量の関係を図に表すことで、問題を解くことができることが分か

った（７名）。

○正しく聞き取り、それを図に表して等しい数量の関係を見付けて、それから、方程式にあら

わすとやりやすい（１０名）。

提示した場面絵（イラスト） 「音声情報」の内容

問題【１】
花子さんは、今日のおやつとお昼ご飯のサン

ドウィッチを買いにパン屋さんへ、お母さんと
一緒に行きました。
ショーケースを見てみると、ジャムパンを３

個とサンドウィッチを４袋買う代金よりも、マ
フィン６個とサンドウィッチを作るのに必要
な量の食パンを何袋か買う代金の方が、６００
円安いことが分かり、マフィンと食パンを買う
ことにしました。花子さんは、食パンを何袋買
ったでしょう。



(1) 日常的な事象を数学化することを踏まえた指導計画の工夫改善

・「１次方程式の利用」の第１時を、方程式の解き方のみの学習内容にしぼることができたため、

理解するのに時間のかかる生徒にも、じっくり取り組む時間を確保することができると同時に、

より多くの練習問題に取り組むことができた。

・日常的な事象を数学化する学習内容を設定することで、興味・関心を高めることができ、問題

解決に意欲をもって取り組むことができた生徒が多く見られた。

(2) 問題解決のために情報を適切に選択し判断する力を伸ばす指導の工夫改善

・「本時の学習のまとめ」から分かるように、「音声情報」による問題提示を行うことで、「数量や

数量の関係を表す言語」を聞き取ることの大切さを実感する生徒が多かった。聞き取る活動を

取り入れることで、１回の問題提示から必要な情報を正しく聞き出すことに集中する場を設定

したことになり、情報を選択し判断する力や、得た情報を数学化する力を伸ばすことができた

と考えられる。

・目的をもって聞き取りを行うことで、情報から「数量の関係を取り出す」「関係を表す」２つの

ことを同時に思考する必要性が生まれ、生徒の判断力を伸ばすことができた。

・次時の「過不足の事象の問題（第１１時）」においても、本実践授業と同様の問題提示を行った

ところ、生徒の聞き取った情報のまとめ方は次表の通りであった。

聞き取った情報のまとめ方
日常的な事象の問題の時間

（第１０時・本時）

過不足の問題の時間

（第１１時）

ア 問題文をすべて書き写した生徒 １４名（５４％） ９名（３５％）

イ 箇条書きに書き出した生徒 ９名（３５％） １０名（３８％）

ウ 箇条書きで構造化した生徒 ３名（１２％） ７名（２７％）

この結果からも、情報のまとめ方が向上したことが分かる。

・「図」「表」に表すことや説明する場を多く設定することで、比較調査５１の正答率が大きく上

回ること結果を得ることができたと考える。方程式を立て解くことに関しては、正答率の差は

小さいが、これは実態把握でも述べたように「数学的な表現・処理」は身に付いていたことに

よるものだと考える。また、実践を積み重ねていく中で、自分の力で考え抜こうとする生徒が

増えてきた。


