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事例 中学校 数学科 第３学年 「関数」

テーマ 「事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を考える力を育成す

るための指導の工夫改善」

授業改善 ①「変化の割合」の意味を大切にした、関数の理解を一層深める指導計画

の視点 の工夫改善

②問題解決の方法を考え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「Ｂ 主として「活用」に関する問題」

を用いて、事象の数学的な解釈と問題解決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 設問 評価の観点 正答率

域 番号 出題の意図 見方や 表現 知識 国 自校

考え方 処理 理解 （％）（％）

数 ５(1) 水を熱し始めてからの時間に対応す ○ 93.0 90.4

量 る水温を、グラフからよむ問題であ

関 る。ここでは、グラフの横軸、縦軸

係 の意味をとらえて座標をよむことが

求められる。

５(2) 実験から得られた数値に基づくχ、 ○ 31.1 26.7

ｙの関係を表すグラフの点の並び方

から、ｙはχの一次関数であるとみ

てよい理由を説明する問題である。

ここではｙはχの一次関数であると

理想化したり、単純化したりしてと

らえることが求められる。

５(3) グラフに示されていない水温に対応 ○ 38.7 42.2

する時間の求め方について、グラフ

の直線を延ばさずに求める方法を説

明する問題である。ここでは、問題

解決の方法を数学的に説明すること

が求められる。
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【分析】

＜数学的な見方や考え方＞

・実験データのグラフの点の並び方から、グラフを直線とみてよいことに気付くこと

ができていない。目的に応じて、時間と水温の関係を理想化したり、実験から得ら

れたデータを単純化したりすることに課題がある。日常的な事象を数学の世界で考

察する経験が少ないと考えられる。

・区間ごとに結んだ線分の傾きがほぼ同じであることや、「変化の割合」が一定であ

ることに着目できておらず、「変化の割合」の意味の理解が十分でないと考えられ

る。

・点が直線上に並んでいる特徴をとらえてはいるものの、直線ならば比例であるとし

て、比例と一次関数を混同している。それは、一次関数の定義や特徴、性質などの

知識が十分身に付いていないからであると考えられる。

・水温（ｙ℃）は熱し始めてからの時間（χ分）の一次関数であるとみなし、水温が 80

℃になるときの時間を求める方法について、式や表などの「用いるもの」と「その

用い方」の理解が不十分なことが原因であると考えられる。

・表、式、グラフなどの「用いるもの」を別々のものととらえており、関連付けてと

らえることができていないと考えられる。

＜知識・理解＞

・水を熱し始めてからの時間に対応する水温をグラフからよむ際、横軸の 10 分に対

応する縦軸の水温の値をよめばよいことの理解は十分であると考えられる。

２ 分析に基づく授業改善

(1)授業改善の方針

日常的な場面において、事象を的確にとらえて理想化したり、単純化したりして、

数学の世界で考察することが必要になることがある。その際に、用いられる問題解決

の方法について考え、それを数学的に説明することが大切であると考える。

関数の学習において、２つの数量の関係を表や式、グラフを用いて調べていくこと

になるが、実生活における日常的な事象を数学の世界で考察する経験が少ないために、

事象を的確にとらえて理想化したり、単純化したりすることができていない。そこで、

教材には日常的な場面における事象を取り上げ、その事象をコンピュータのシミュレ

ーションを活用して視覚的にとらえることができる指導計画を作成する。

また、第２学年で学習した「変化の割合」の意味を、関数ｙ＝ａχ２ となる日常的

な場面である「物体を落下させたときの時間χ（秒）と落下距離ｙ（ｍ）」において

考えることができるようにする。そのときに、「変化の割合」はその区間の平均の速

さであることに気付くことができるようにするなど、常に「変化の割合」の意味を問

いかける指導計画を作成する。さらに、定義や特徴、性質などの知識が十分身に付い

ていないと考えられるため、関数の定義「χの値を決めると、それに対応してｙの値

がただ１つ決まるときｙはχの関数である」ということを日常的な場面の２つの数量

において確認することができる指導計画を作成する。
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(2)改善の具体的方途と実践

①「変化の割合」の意味を大切にした、関数の理解を一層深める指導計画の工夫改善

・コンピュータによるシミュレーションを活用する指導計画

第２時「関数ｙ＝ａχ２」、第３時「関数

ｙ＝ａχ２の式」では、斜面を転がるボール

のシミュレーションソフトを用いて、斜面を

転がるボールの速度が増していくことを視覚

的にとらえることができるようにする。また、

第３時では、ある一瞬の転がり始めた時間χ

（秒）とボールが転がった距離ｙ（ｍ）が分

かれば、関数ｙ＝ａχ２の式に表せることを

理解できるようにする。 【シミュレーション】

さらに第 11 時「図形のなかに現れる関数」では図形を移動させるときに現れる

関数をシミュレーションソフトを用いて、視覚的にとらえることができるようにし、

時間とともに重なる図形がどのように変化するのかをつかむことができるようにす

る。そのことで、事象の数学的な解釈が円滑にできるようにしたいと考える。

・「変化の割合」の意味を問い続ける指導計画

これまでの指導計画では、第 10 時において「身近に現れる関数」を１時間学習

してきた。これを「列車とマラソンランナー（第 10 時）」と「ボールの打ち上げ（第 11

時）」という２つの事象について学習し、より実生活との関連を踏まえた指導を行

う。さらに、その事象における「変化の割合」の意味を表、式、グラフなどを用い

ながら考えることができるようにする。

・グラフの特徴のていねいな指導と定義などの繰り返し指導

これまでの指導計画では第５時、第６時において関数ｙ＝ａχ２のグラフの特徴

を調べてきた。第５時はａの値が正の範囲内で、第６時はそれを負の範囲まで広げ、

その特徴をまとめている。生徒たちはａの値が正、負の場合それぞれのグラフの特

徴を理解をすることはできるが、それらをまとめて一体として理解はしていない。

そこで、この学習を１時間扱いとし、ａの値が正、負の場合を一度に学習し、関

数ｙ＝ａχ２のグラフの特徴を整理し、確実に理解することができるようにする。

そして、そこで生み出された１時間を、単元後半の身近に現れる関数の学習に充て

る。

斜面をボールが転がっていく。

ボールが転がり始めてからの時間χ（秒）と
距離ｙ（ｍ）の関係は、ｙ＝ａχ２で表される。
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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）

１ 関数 １ 関数

２ 関数ｙ＝ａχ２ ２ 関数ｙ＝ａχ２ （シミュレーションで提示）

３ 関数ｙ＝ａχ２の式 ３ 関数ｙ＝ａχ２の式（シミュレーションで提示）

４ 関数ｙ＝ａχ２のグラフ ４ 関数ｙ＝ａχ２のグラフ

５ 関数ｙ＝ａχ２のグラフ(1) ５ 関数ｙ＝ａχ２のグラフの特徴

６ 関数ｙ＝ａχ２のグラフ(2) （１時間扱い）

７ 関数ｙ＝ａχ２のｸﾞﾗﾌと値の変化 ６ 関数ｙ＝ａχ２のｸﾞﾗﾌと値の変化

８ 関数ｙ＝ａχ２の変化の割合 ７ 関数ｙ＝ａχ２の変化の割合

９ 変化の割合の意味 ８ 変化の割合の意味

10 身近に現れる関数 ９ 身近に現れる関数（列車とランナー）

11 図形のなかに現れる関数 10 身近に現れる関数（ボールの打ち上げ）

（変化の割合の意味学習）（２時間扱い）

11 図形のなかに現れる関数 シミュレーション

②問題解決の方法を考える力を伸ばす指導の工夫改善

・事象を数学的に解釈することができる指導の工夫

第 11 時「図形のなかに現れる関数」では図形を移動させるときに現れる２つの

数量「図形が移動した距離χ㎝」と「重なってできる図形の面積ｙ㎝２」という事

象を数学的に解釈するために、以下の手順でていねいに指導を行う。

① 問題を配布。黙読する。

② 黒板に板書された図で条件を確認する。

③ 模型を用いて、図形を移動させる。

④ シミュレーションソフトを用いて、図形の移動を視覚的にとらえ

ることができるようにする。

⑤ 重なってできる図形の「面積」と「形」という視点を与え、再度

シミュレーションを見る。

⑥ 必要な生徒には、実物大の模型を渡し、実際に図形を移動させる。

・見通しをもって追究する指導の工夫

「図形が移動した距離χ㎝」と「重なってできる図形の面積ｙ㎝２」という２つ

の数量の関係を、χの値が１増加するときのｙの増加量が徐々に大きくなることか

ら「ｙ＝ａχ２」となるであろうと予想し、表、式、グラフを見通しをもって用い

ていくことができるようにする。

・問題解決の方法を問う練習問題の位置付け

表、式、グラフを目的に応じて活用できるようにするために、第 11 時において
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は「重なってできる図形の面積が、もとの直角二等辺三角形の面積の半分になると

きの、χの値の求め方を考えよう」という問題に取り組む。表、グラフを用いると

正確な値を求めることができない。そのため、正確なχの値を求めるには式を活用

して、問題を解決することが必要である。ここでは、数量の関係を考察するとき、

表、式、グラフのうちどれを用いることがよいかを適切に判断し、活用する能力を

高めていきたいと考える。問題を解決する際、表、式、グラフのうち何をどのよう

に用いたかを表現し、それを全体で交流する。そして、それぞれのよさを明らかに

することで、式の有用性が理解できるようにする。

考え方の交流では、それぞれの考え方を補足し合ってより的確な説明になるよう

にする。

従前と改善後の展開案

従前の展開案簡易版 改善した展開案簡易版

１ 教材をプリントで確認する。 １ 教材をシミュレーションで視覚的

にとらえる。（縮小された図形で

実際に移動させてみる）。

２ 重なってできる図形の変化の様子 ２ 重なってできる図形の変化の様子

を確認する。 を「面積」と「形」という視点を

もって考察する。

３ 距離と面積の関係は「ｙ＝ａχ２」

となるであろうと予想する。

３ 移動した距離と重なってできる図 ４ 移動した距離と重なってできる図

形の面積の関係を表、式、グラフ 形の面積の関係を表、式、グラフ

で調べる。 で調べる。

→交流 →交流

４ まとめ ５ 重なってできる図形の面積が、も

との直角二等辺三角形の面積の半

分になるときのχの値の求め方を

考える。

→交流

５ 評価問題に取り組む。 ６ まとめ
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３ 授業改善後の成果

「Ｂ：主として活用 ５(3)」は第２学年「数量関係」の問題であるが、今回の授業

改善は第３学年「数量関係」で行った。同じ問題で正答率を比較することができないた

め、今回は、出題意図が同じ類似問題を作成し、その正答率で比較することとした。

【平成１９年度全国学力・学習状況調査の問題と類似問題における比較】

Ｂ：主として活用 ５ (3)

第２学年 Ｃ 「数量関係」 第３学年 Ｃ 「数量関係」

【出題意図】 【出題意図】

グラフに示されていない水温に対応す ｙ＝ａχ２の関係にある時間χ（秒間）

る時間の求め方について、グラフの直線 と高さｙ（㎝）において、ある高さの水が

を延ばさずに求める方法を説明する問題 なくなるのにかかる時間の求め方につい

である。ここでは、問題解決の方法を数 て、求める方法を説明する問題である。

学的に説明することが求められる。

【問 題】 「一次関数」 【問 題】 「関数」

５ 理科の授業で、水を熱したときの水 ペットボトルに水を入れて、底にあけ

温の変化を調べる実験をしました。右 た穴から水をぬく。χ秒間で、高さが

下の図は、熱し始めてからの時間と水 ｙ㎝の水がなくなるとすると、χとｙ

温の関係を、２分ごとに１０分後まで の関係はｙ＝ａχ２で表されるという。

かき入れたものです。 実験したところ、高さが２０㎝の水が

(3) 水温が８０℃になる時間は何分後か なくなるのに 120 秒かかった。

を求めるには、グラフをのばして、 80 (3) 高さが５㎝の水がなくなるのに何秒か

℃になる時間をよみとる方法の他に、 かるのかを求めるには、どのような方法

どのような方法が考えられますか。そ が考えられますか。その方法を説明しな

の方法を説明しなさい。 さい。

平成１９年度 ３年生 平成１９年度 ３年生

正答率 ４２．２％ 正答率 ５７．５％

比較すると、正答率は 15.3 ％上回った。生徒数では、２８人ということになる。

この結果から、表、式、グラフを関連付けてとらえ、問題解決に用いることができな

いという課題について改善がみられたといえる。

(1)「変化の割合」の意味を大切にした、関数の理解を一層深める指導計画の工夫改善

・コンピュータによるシミュレーションを活用する指導計画

第２時「関数ｙ＝ａχ２」、第３時「関数ｙ＝ａχ２の式」では、斜面を転がるボ

ールのシミュレーションソフトを用いて、斜面を転がるボールの速度が増していく

ことを視覚的にとらえることができた。そのことをｙ＝ａχ２のグラフが曲線にな

っていくことと結び付けたり、変化の割合が一定でないことに結び付けたりする生

徒がいた。

・「変化の割合」の意味を問い続ける指導計画

事象における「変化の割合」の意味を表、式、グラフなどを用いながら考えるこ
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とができる指導計画を作成したことにより、日常的な事象における「変化の割合」

の意味を常に問い続ける生徒が増え、「変化の割合」が一定でないｙ＝ａχ２の「変

化の割合」は落下運動における平均の速さであったり、グラフでいうその区間の直

線の傾きであったりすることに気付くことができる生徒が増えた。

・グラフの特徴の丁寧な指導と定義などの繰り返し指導

関数ｙ＝ａχ２のグラフの特徴を調べる時間を１時間扱いとしたが、ａの値が正

の数、負の数の場合について、共通点や相違点を明確にして調べるよう指導したた

め、グラフの特徴はよく理解できた。これまでの比例や一次関数のグラフの特徴の

調べ方とも関連付け、効率的に学習ができたと考える。また、「２乗に比例する関

数」など、用語の定義を繰り返し指導することで、事象の中にｙ＝ａχ２としてと

らえられるものがあるという理解が一層図られたと考える。

(2)問題解決の方法を考える力を伸ばす指導の工夫改善

・事象を数学的に解釈させる指導の工夫

第 11 時「図形のなかに現れる関数」では、図

形を移動させるときに現れる関数を図、模型、

シミュレーションソフトを用いて、段階を追っ

て提示し、視覚的にとらえることができるよう

にした。そのため、時間とともに重なる図形の

面積がどのように変化するかに多くの生徒が興

味を示し、学習課題を生み出すことができた。 【シミュレーション】

【板書（図）】

・見通しをもって追究する指導の工夫

「図形が移動した距離χ㎝」と「重なってできる図形の面積ｙ㎝２」という２つ

の数量の関係を、面積の増加の仕方が一定でなく、徐々に増加量が大きくなってい

くことから「ｙ＝ａχ２」となるであろうと予想し、全体で確認をした。そのこと

により、生徒たちは、「本当に「ｙ＝ａχ２」の関係になるだろうか。」という意識

で、表、式、グラフをもとに意欲的に追究していった。関数の学習では、これまで

数量の関係を表、式、グラフに表してそれで満足する生徒もいたが、今回は、それ

６cm

６cm

６cm

次の図のように直線l上に三角形と正方形が並んでいます。

l

６cm
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らを問題解決の手立てとして用いることができた。また、全体追究では、表、式、

グラフの表し方には時間をかけず、「ｙ＝ａχ２」といえる根拠を中心に発言し合

うなど、焦点的な追究ができた。

【生徒ノート】

・問題解決の方法を問う練習問題を位置付け

本時は、χとｙの関係が「ｙ＝ａχ２」であることを明らかにした後、「重なっ

てできる図形の面積が、もとの直角二等辺三角形の面積の半分になるときの、χの

値の求め方を考えよう」という問題を提示した。生徒たちは２量の関係を考察する

際、ほとんどが表、式、グラフを用いて同じように追究していた。「ｙ＝ａχ２」

の定義は式によってなされているが、これまでの学習を生かそうとしていたのか、

表やグラフからも確かめていた。

問題を解決するときには、グラフをもとに考える生徒、表から考える生徒、式に

代入して値を求める生徒と様々な方法で考えていた。その後、これらの方法を交流

し、よさを確かめることで、正確な値を求めるには式を活用して、問題を解決しな

ければならないことを確かめた。このように問題解決の場を設けることで、生徒た

ちは式の有用性に気付き、問題解決の方法を考える力が高まったと考えられる。


