
事例 中学校 数学科 第１学年 「１次方程式」

テーマ 「問題文の中にある等しい数量の関係を適切に分類整理、選択

し、それを数学的に表現する力を育てる指導方法の工夫改善」
授業改善 ①問題文の中の数量の関係を線分図や表等を用いて視覚的に表し、そこから等しい数

の視点 量の関係を見いだし、数学的に表現する力を育てる指導計画の工夫改善

②「未知数」の置き方を変えることで、「未知数」と「すでに分かっている数」の関係

をとらえ直し、そこから等しい数量の関係を新たに見いだし、それを数学的に表現

する力を育てる指導方法の工夫改善

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年度および平成２０年度全国学力・学習状況調査－中学校第３学年数学」の「Ａ：主

として「知識」に関する問題」を用いて、方程式の計算処理について理解すること、「Ｂ：主とし

て「活用」に関する問題」を用いて、等しい数量の関係を見いだし方程式に表すこと、及び方程

式の意味を数学的に表現することについての学習状況を把握した。

（２）学習状況の結果と分析

【結果】＜平成１９年度＞

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 （％）（％）

Ａ ３ 方程式の移項と等式の性質の関係を理解してい ○ 60.8 67.4
（１） る。

Ａ ３ （ ）を含む一元一次方程式を解くことができ ○ 82.9 96.7
（２） る。

数 Ａ ３ 数量の関係をとらえ、連立二元一次方程式を立式 ○ 70.4 79.2
と （３） することができる。

式 Ａ ３ 簡単な連立二元一次方程式を解くことができる。 ○ 71.9 84.8
（４）

Ｂ １ 筋道立てて考えることができ、数学的な表現力を ○ 52.9 59.8
（３） 用いて説明することができる。

Ｂ ３ 問題解決の構想を立てて、結果を振り返りながら、 ○ 49.8 70.7
（３） 数学的な表現を用いて説明することができる。

【結果】＜平成２０年度＞

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 （％）（％）

Ａ ３ 簡単な一元一次方程式を解くことができる。 ○ 77.8 93.6
（１）

数 Ａ ３ 具体的な事象における数量の関係をとらえ、一元 ○ 59.6 71.6
と （２） 一次方程式を立式することができる。

式 Ａ ３ 簡単な連立二元一次方程式を解くことができる。 ○ 76.7 89.0
（４）



数 Ｂ １ 言葉で表された式の特徴から数学的な意味を考 ○ 48.1 48.6
量 （２） え、事象を式の意味に即して解釈することができ

関 る。

係 Ｂ １ 事象を式の意味に即して解釈し、その結果を数学 ○ 18.6 21.1
（３） 的な表現を用いて説明することができる。

【分析】

・平成１９年度の A ３（２）、Ａ３（４）の結果と、平成２０年度のＡ３（１）、Ａ３（４）の結果
を見てみると、正答率が約８０％～９０％を越える高い割合を示しており、一元一次方程式、連

立二元一次方程式を解く力は身に付いていることが分かる。

・一方で、平成１９年度Ａ３（１）の本校の正答率は６７．４％（全国の正答率は６０．８％）で

ある。また、平成２０年度のＡ３（２）の本校の正答率は７１．６％（全国の正答率は５９．６

％）である。このことは、等式の性質を理解したり、問題文の中の等しい数量の関係を見いだし、

一元一次方程式を立式したりすることに課題があることを表している。要因としては、問題文の

中の数量の関係がとらえられない、「未知数」と「すでに分かっている数」の関係がとらえられな

い、等しい数量の関係を見いだせないなどが考えられる。また、教師側の指導の要因としては、

問題文から線分図や表等を用いて立式の根拠を明らかにする指導が十分ではなかったことが考え

られる。

・平成１９年度のＢ１（３）、Ｂ３（３）、また、平成２０年度のＢ１（２）では、本校の正答率が

約５０％～７０％にとどまり、平成２０年度のＢ１（３）については、全国の正答率が１８．６

％と低いものの本校の正答率も２１．１％と低い結果となっている。要因として、個々の数量が

もつ意味とそれぞれの関係がとらえられない、どの数量について等しい関係が成り立っているの

かとらえられないなどが考えられる。このことは、線分図や表等を用いて問題文の中の数量の関

係を視覚的に表現したり、式の意味を適切な言葉を使って説明したりする経験が少ないからでは

ないかと考えられる。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

１で述べた学力・学習状況の把握と分析から、生徒の実態としては、一元一次方程式、二元一

次方程式等を解くといった表現処理の力は「十分満足できる」状況にあると考えられる。しかし

その一方、『問題文の中の数量の関係をとらえ、その中から等しい数量の関係を見いだし、数学的

に表現する力に弱さがある』ととらえた。

中学校の学習において、問題文の中から等しい数量の関係を見いだし、方程式を用いて数学的

に表現することは、主に第１学年の１次方程式、第２学年の連立方程式、第３学年の２次方程式

での「利用」の時間を通して、繰り返し学習する内容であり、方程式の学習を通して生徒たちに

身に付けさせたい力である。

そこで、「第１学年：１次方程式」の「１次方程式の利用」の学習において、問題文の中の数量

の関係を線分図や表等を用いて視覚的に表すことや、意図的に未知数の置き方を変えて思考する

ことで、「未知数」と「すでに分かっている数」との関係をとらえ直し、等しい数量の関係を見い

だして数学的に表現する力を育成することに焦点を当て、次の２点について授業改善をしていく

ことにした。

①問題文の中の数量の関係を線分図や表等を用いて視覚的に表し、そこから等しい数量の関係を

見いだし、数学的に表現する力を育てる指導計画の工夫改善



②「未知数」の置き方を変えることで、「未知数」と「すでに分かっている数」の関係をとらえ

直し、そこから等しい数量の関係を新たに見いだし、それを数学的に表現する力を育てる指

導方法の工夫改善

（２）改善の具体的方途と実践

①問題文の中の数量の関係を線分図や表等を用いて視覚的に表し、そこから等しい数量の関係を見

いだし、数学的に表現する力を大切にした指導計画の工夫改善

・「１次方程式の利用」の指導においては、問題文の中の数量の関係を線分図や表等を用いて視覚

的に表し、そこから等しい数量の関係を見いだし、数学的に表現する力を大切にする活動を位

置付ける。

・従前の指導計画では、３節１次方程式の利用の第９時（資料１参照）のところで、過不足につ

いての次の問題を扱うとともに、下記の学習過程を仕組んで授業を行っていた。

〔問題〕

「キャンプでテントをはりました。３人ずつ入ると、参加者のうち６人が入れなくなり

５人ずつ入ると、３人のテントが１つできました。テントの数を求めよう。」

〔学習過程〕

イ）上記の問題で、「テントの数をχ個として」授業の課題解決で扱い、その後、練習問題

として「参加者の数をχ人として」問題を解決してみる。

補足的な扱いとして練習問題で

テントの数をχ個とおいて、問題を → 参加者の数をχ人とおいて、問題を

解決する。 解決してみる。

ロ）生徒の考えをもとに、「テントの数をχ個とする」考えと「参加者の数をχ人とする」

考えを並列的に扱い、自由に課題解決に取り組むようにする。

テントの数をχ個とおく。 参加者の数をχ人とおく。

↓ ↓

生徒自身がχの置き方を選択し、問題を解決する。

本実践では、単元指導計画の工夫改善によって、次のような単元指導の流れを考えてみた。

第９時 第１２時

生徒の数をχ人とおいて、問題を → 第９時の問題を生かして、意図的

解決する。 に、画用紙の数をχ枚と置き、第９

時の学習と比べながら問題を解決す

る。

・３節の第１２時(資料１参照）に、「第９時と同じ問題を扱うものの、第９時では生徒の数をχ

人としたχの置き方を変え、画用紙の数をχ枚として問題を解く」学習活動を位置付ける。そ

こでは、χの置き方を変えることによって、方程式をつくる際には、第９時とは別の等しい数

量の関係を見いださなければならない。「未知数（χ）」と「すでに分かっている数」との関係

を線分図や表等を用いて視覚的に表すことで（資料２「本時の学習展開」参照）、その関係をも

う一度構築し直し、それによって２つの数量の理解が一層深まり、等しい数量の関係をとらえ

る力が一段と身に付くと考えたからである。そこで、本単元の３節において、具体的に次のよ

うな単元指導計画を考えた。



〈問題文の中にある等しい数量の関係を適切に分類整理、選択し、それを数学的に表現する

力を大切にした指導計画の工夫改善〉

従前の単元指導計画（簡易版） 改善した単元指導計画（簡易版）

時 学習活動 時 学習活動

３ ⑧ １次方程式を １次方程式を利用 ３

節 利用した問題 した問題の解き方 節 ⑧ １次方程式を （同じ）

の解き方 についての学習。 利用した問題

１ ⑨ 過不足の問題 過不足の問題場面 １ の解き方

次 を把握し、等しい 次

方 数量の関係を方程 方 ⑨ 過不足の問題 （同じ）

程 式に表す学習。 程

式 ⑩ 速さの問題 速さや時間、距離 式 ⑩ 速さの問題 （同じ）

の に着目して等しい の

利 数量の関係を把握 利 ⑪ 解の意味と問 （同じ）

用 し、それらに関わ 用 題づくり

る問題を解く学習。

⑪ 解の意味と問 年齢をあてる問題

題づくり を通して、現実場 ⑫ 新たな等しい ⑨で扱った問題

面で解が負の数に 数量の関係 のχの置き方を

なることの意味を を見いだす。 変えることによ

考え、解の吟味を って、⑨とは違

行う学習。 う新たな等しい

数量の関係を把

握し、問題を解

く学習。

②「未知数」の置き方を変えることで、「未知数」と「すでに分かっている数」の関係をとらえ直し、

そこから等しい数量の関係を新たに見いだし、それを数学的に表現する力を高める指導方法の工

夫改善

・第１２時においては、等しい数量の関係を表したときにそれぞれが分数の形になる学習は初め

ての経験なので、十分な追究の時間を保証しながら、次の流れで１単位時間を展開していく。

ア）３節の第１２時では、３節の第９時と同じ問題を提示し、生徒たちには「既に、解いたこ

とがある」ことを確認する。その上で、「χの置き方を生徒の人数から画用紙の枚数に変え

ても、問題を解決することができるのか」という課題を生み出していく。

イ）３節の第９時とは違う画用紙の数をχ枚とする置き方で、問題文の中の数量の関係を線分

図で表し、その中から等しい数量の関係を見いだし立式する。

ウ）それぞれの解き方の共通点と相違点を明らかにし、等しい数量の関係の見いだし方を整理

する。

〈「新たな等しい数量の関係を見いだす」の展開案〉

従前の授業展開案（簡易版） 改善した授業展開案（簡易版）

（３節の第９時） （３節の第９時を発展させ、新たに位

【問題１】 置付けた第１２時）

キャンプでテントを張りました。 ・第９時の【問題１】と【確認問題】

３人ずつ入ると参加者とうち６人 を活用し、χの置き方を変えて取り

がはいれなくなり、５人ずつ入る 組む時間の位置付け



と３人のテントが１つできまし 【問題１】

た。テントの数を求めましょう。 画用紙を生徒１人に３枚ずつ配る

【確認問題】 と２０枚余り、５枚ずつ配ると４

画用紙を生徒１人に３枚ずつ配ると 枚余ります。画用紙の枚数を求め

２０枚余り、５枚ずつ配ると４枚余り ましょう。

ます。生徒の数をχ人として、生徒の T:画用紙の数をχ枚として求めよう。
人数と画用紙の枚数を求めなさい。 C:前の時間と同じ問題だけど、χの置

き方を変えても解くことができるの

Ｑ１画用紙の数をχ枚として、画用紙 かな。

の枚数と生徒の人数を求めなさい。 【確認問題】

キャンプでテントをはりました。３人

ずつ入ると、参加者のうち６人が入れ

なくなり、５人ずつ入ると、３人のテ

ントができました。参加者の人数を求

めよう。

３ 授業改善後の成果

（１）問題文の中の数量の関係を線分図や表等を用いて視覚的に表し、そこから等しい数量の関係を

見いだし、数学的に表現する力を育てる指導計画の工夫改善

・３節１次方程式の利用（全５時間）においては、問題の中の数量の関係を線分図や表等を用い

て視覚的に表し、そこから等しい数量の関係を見いだし、数学的に表現する場を確保し時間を

かけて扱ったことで、多くの生徒が等しい数量の関係を見いだし、方程式に表現することがで

きた。次は事後に実施したアンケート結果である。このことから、問題の中の数量の関係を線

分図や表等を用いて視覚的に表すことは、方程式を立式する上で有効であると生徒自身も感じ

ていることが分かった。

アンケートの内容 は い

問題の中の数量を線分図や表等に表すと、立式しやすいですか。 ８８％

・すべての指導を終えて、Ｈ１８年度に実施した期末テスト問題を用い、本年度の生徒の学習状

況を把握するとともに、Ｈ１８年度の学習状況と比較をしてみた。期末テスト問題は次の大問

２問、計５問である。※【 】内は，平成２０年度の正答率。

【期末テスト問題１】

何人かの生徒にあめを配る。１人に５個ずつ配ろうとすると１０個たりなくなり、４

個ずつ配ると、１６個余る。このとき、生徒の人数を求めてみよう。

【８９．７％】

【期末テスト問題２】

１個３０円のみかんと、１個２１０円のリンゴを合わせて２０個買って１６８０円払

った。みかんをχ個買ったとして、次の式を作った。

３０χ＋２１０（２０－χ）＝１６８０

次の（１）～（４）は何を表すでしょう。下の（ア）～（カ）から選びなさい。

（１）３０χ 【５８．６％】

（２）２０－χ 【７５．９％】



（３）２１０（２０－χ） 【７２．４％】

（４）３０χ＋２１０（２０－χ） 【７２．４％】

（ア）買ったみかんの数

（イ）買ったリンゴ全部の代金

（ウ）買ったリンゴの数

（エ）買ったみかんとリンゴの数の個数の合計

（オ）買ったみかん全部の代金

（カ）買ったミカンとリンゴの代金の合計

この５問について、平均正答率を平成１８年度と平成２０年度で比較したところ、次のような

結果だった。平均正答率が約３０％高くなっていることから、問題文の中の数量の関係を線分

図や表等を用いて視覚的に表すことや、第１２時を位置付けて実践を行ったことには、一定の

成果があったと思われる。

調査を行った第１学年の生徒の年度 平均正答率（％）

平成１８年度 ４４．０

平成２０年度 ７３．８

（２）「未知数」の置き方を変えることで、「未知数」と「すでに分かっている数」の関係をとらえ直

し、そこから等しい数量の関係を新たに見いだし、それを数学的に表現する力を高める指導方

法の工夫改善

・本時では、問題を提示すると、生徒たちが「どこかで見たことがある問題だ。」「そういえば、

前は生徒の数をχ人と置いて解いたな。」とつぶやいた。そこで教師が「前の学習のように、生

徒の数をχ人と置くのではなく、画用紙の数をχ枚と変えて問題を解くことができるだろうか。」

と問いかけると、生徒の反応は次のようであった。

Ｃ：χの置き方をかえ、生徒の数をχ人と置くことから、画用紙の数をχ枚と置くことに変

えたとしても、問題を解決することができるのだろうか。

Ｃ：χの置き方をかえ、生徒の数をχ人と置くことから、画用紙の数をχ枚と置くことにし

ても、方程式を立てることができるのだろうか。

この反応からも、問題文の中から新たな等しい数量の関係を見いだし、方程式を立式すること

とに対して、生徒たちは抵抗感を抱いているようであった。

・しかし、次の感想やノートから、【問題１】に取り組む段階では、数量の関係をとらえていたも

のの、等しい数量の関係に気付くことができなかった生徒が、【確認問題】に取り組む段階では

線分図をうまく活用して等しい数量の関係に気付き、方程式を立てていったということが分か

った。

【感想】

Ｃ：今日の学習を振り返ってみると、９時間目で学習した等しい数量の関係が頭の中で固定

化されてしまっていた。でも、χの置き方を変えると、新たな等しい数量の関係に気付

くことができたので、数量の関係の見方が深まったと思う。

Ｃ：分数を使った表し方は難しいけれど、今日やったように線分図をうまく使って数量の関

係を分類整理すれば、違う等しい数量の関係の見方が分かり式を立てることができるこ

とが分かった。



【ノート】

（※「←人数」とは、１つのテントに入ることが

できる人数のことを表している。）

・問題の中の数量の関係を線分図や表等を用いて視覚的に表し、そこから新たな等しい数量の関

係を見いだすことは、１次方程式に限らず、連立方程式や２次方程式といった単元でも培う大

切な見方や考え方である。本単元に限らず、このように問題の中の「未知数」を変えていくこ

とによって、問題の中の数量の関係を線分図や表等を用いて視覚的に表現し、等しい数量の関

係を見いだしていくことを、繰り返していくことで、数学的に表現していくことへの抵抗感を

なくしていくことにつながると感じた。


