
事例 中学校 数学科 第１学年 「比例と反比例」

テーマ 「事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明する

力を育成するための指導方法の工夫改善」

授業改善 ①日常の事象と関数を関連付けてとらえる力を育成する指導計画の工夫改善

の視点 ②問題解決の方法を数学的に説明する力を育成す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２０年度全国学力・学習状況調査 中学校 数学」の「Ａ 主として「知識」に関する

問題」と「Ｂ 主として「活用」に関する問題」を用いて、事象の数理的な解釈と問題解決を数

学的に説明する力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 （％）（％）

Ａ９(1) 数量関係が比例になるものを選ぶ。 ○ 58.7 56.6

数
Ｂ３(2) 問題解決の方法を数学的に説明することが ○ 50.9 56.6

量 できる。

関 事象を理想化・単純化してとらえ、言葉で

係 Ｂ５(2) 表現された事柄の数学的な意味を考えるこ ○ 24.6 27.9

とができる。

【分析】

・Ａ９(1)の正答率は全国が５８．７％であり、本校は５６．６％である。全国と同様、本校にお

いても具体的な事象の中に、比例を用いてとらえられるものがあることを理解することに課題

がある。その要因として、日常的な事象と数学を結び付け、事柄が成り立つことを説明すると

きに、数学的な解釈を根拠として示すという場面が少ないことが考えられる。そのため、日常

生活の中で数学的な考え方を活用していくことに抵抗があり、授業で扱っている数量関係と、

日常生活に見られる数量関係を別のものであるようにとらえてしまうところがあると考えられ

る。

・Ｂ３(2)の正答率は全国が５０．９％であり、本校は５６．６％である。全国と同様、本校にお

いても問題解決の方法を数学的に説明することに課題がある。その要因として、生徒の中には

「答えだけが求められればよい」という考え方があり、計算の方法や求め方だけに興味をもち、

どうしてそうなるのかといった根拠やその過程を軽視する面がある。そのため、根拠とそれに

基づいた結論を整理して説明する力に弱さがある。自分の考えたことを言葉で書いたり、それ

を話したりする指導が不十分だったことが考えられる。

・Ｂ５(2)の正答率は全国が２４．６％であり、本校は２７．９％である。全国と同様、事象を理



想化・単純化してとらえ、言葉で表現された事柄の数学的な意味を考えるところに課題がある。

その要因として、関数を扱うときにも関係をとらえやすいように変数に整数値を扱うことが多

く、小数や分数も含め、どんな値を代入してもその関係が成り立つという関係への理解が不足

し、その結果、変数や比例定数が小数や分数になると、数量関係を見いだせなくなる生徒がい

ると考えられる。同時に、変数として出てきた値を概数として見たり、その関係の示す特徴を

とらえたりするなど、事象を理想化・単純化してとらえる指導が不十分だったと考えられる。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

１で述べた学習状況の把握と結果の分析から、本校の第３学年の実態を、『事象を数学的に解釈

し、問題解決の方法を数学的に説明する力に弱さがある』ととらえた。そこで、特に第１学年に

おける「比例と反比例」の指導において、日常的な事象における問題解決を取り上げ、事象を理

想化・単純化してその結果をとらえ、事象を数理的に考察することや、その解決方法について説

明する場を位置付け、数学的に表現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日常の事象と関数を関連付けてとらえる力を育成する指導計画の工夫改善

②問題解決の方法を数学的に説明する力を育成する指導方法の工夫改善

（２）改善の具体的方途と実践

①日常の事象と関数を関連付けてとらえる力を育成する指導計画の工夫改善

ア 比例の特殊性を理解することができる指導の工夫

比例の特殊性を理解することができるように、単元の導入では、素材として日常的な場面に

見られる「比例するもの」と「比例しないもの」を提示していく。この時に、表に表す値の間

に縦線を入れない意味を指導するとともに、x の値に整数以外の値を扱うことで、その関数の

もつ性質の普遍性に目を向けていけるようにしていく。

第 1時

イ 自分の考えを表現していく力を付ける指導の改善

自分の考えを表現していく力を付けるために、単元を通じて生徒が自分の考えを表現する場

をより多く位置付ける。その際には、途中まででも考えたことを説明したり、既習の学習内容

を使って根拠をもって説明したりすることを大切にしていく。そこで、関数的な見方や考え方

を出し合い話し合うことを大切にする時間［３時、８時、９時、10時、14時］(資料１参照)を

位置付ける。また、知識・理解が指導内容の重点となる時間においても、分かったことを正し

深さが 16㎝の円柱の形をした水そうＡ，Ｂがあります。

水そうＢには底から５㎝のところまで水が入っています。

水そうＡには 1分間に 2.5㎝ずつ、

水そうＢには 1分間に 2㎝ずつ、

それぞれ一定の割合でいっぱいになるまで水を入れていき

ます。どちらの水そうが先にあふれるでしょうか。

Ａ Ｂ



い用語を使って説明することや、表現・処理が指導内容の重点となる時間にも、解決の方法に

ついて言葉を使って説明する場を位置付けるなど、自分の考えを表現することを大切に指導し

ていくようにする。

ウ 日常生活での関数の利用の時間を位置付ける指導計画の工夫

第９時に、日常生活の場面を取り上げた教材に取り組む時間を位置付け、変数が整数値でな

い場合についても、関数的な見方や考え方を用いて問題解決をできるようにしていく。

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）

１ 2つの数量の関係の調べ方 １ 2つの数量の関係の調べ方

２ 変数と変域 ２ 変数と変域

３ 比例 ３ 比例 見方や考え方

４ 比例と式 ４ 比例と式

５ 座標 ５ 座標

６ 比例のグラフ(1) ６ 比例のグラフ(1)

７ 比例のグラフ(2) ７ 比例のグラフ(2)

８ 比例の式とグラフ ８ 比例の式とグラフ 見方や考え方

９ 反比例 ９ 比例の利用 見方や考え方

10 反比例と式 10 反比例 見方や考え方

11 反比例のグラフ(1) 11 反比例と式

12 反比例のグラフ(2) 12 反比例のグラフ(1)

13 比例と反比例の利用 13 反比例のグラフ(2)

14 単元のまとめ 14 反比例の利用 見方や考え方

15 単元のまとめ

②問題解決の方法を数学的に説明する力を育成する指導方法の工夫改善

ア 日常的な場面や他教科との関連を意識して、数学を活用することができるような問題の工夫

中学校１年生では、社会科において身近な地域についての学習をしている。そのために、地

図の見方を学習したり、地図を実際に使ったりしながら岐阜県の様々な特徴について学習を進

めている。日常生活で関数を使うことは、身近な生活にある実際に求めにくい数量を求める時

に、より便利になったり、未知のものを予測できたりするところによさがあると考えている。

そこで、「地図から実際の面積を求めたい」と投げかける。初めは「そんなことはできないだろ

う」と思っている生徒が面積を求める方法を考えることで、数学を利用して解くことができる

ことに気付き、これまで学んできた関数的な見方や考え方を活用していくことで、未知のもの

を求めることを体験していく。これらの活用を通して、関数を使って考えることのよさを実感

きるようにする。そこで、次のような問題を提示した。

社会の時間に大きな「掛け図」を見た正君は、岐阜県の面積を求めたいと

思いました。そこで岐阜県の形に厚紙を切り抜き、その重さをはかりました。

その後、一辺が 10㎝の正方形に厚紙を切って重さをはかり面積を求めました。

正君はどうやって面積を求めたのでしょう。



イ 見通しを立てていく段階で、解決までの過程を考えたり話したりする場を位置付ける指導

「岐阜県の形に切り抜いた厚紙」と「一辺が１０㎝の正方形の厚紙」の重さを調べて面積を求

めたということだけを与える。そして、地図上で一辺が１０㎝の正方形は実際には９００㎞２

を表すことを確認した上で、どうやって岐阜県の面積を求めたのだろうか、その方法について

考えることにした。厚紙の重さが厚紙の面積と比例関係にあることや、地図上の面積と実際の

面積が比例関係にあることに気付いていくことで、この問題を解決していく見通しが立ってい

く。この比例である関係を、問題解決につなげていこうとするところに、関数を利用していく

よさを実感することができるポイントがあると考えている。

ウ 誤差を含んだ値を扱って考えていく場を位置付ける指導

地図に厚紙をあててその形に切ったものを使い、その形の重さを調べ、調べた結果を使って

実際の面積を求めるようにする。当然、一つ一つの岐阜県の形をした厚紙の面積も重さも違っ

てくる。また、その倍率も小数値となる。こういった値を扱うときには、四捨五入を使ってい

くことや、有効数字を意識して数を扱っていけばよいことを確認していく。また、求めた面積

がグループごとに違っていることにも目を向け、その違いが誤差

によるものであるということに気付くことができるようにしてい

く。実際に厚紙の重さを調べて面積を求める場面では、「電子ば

かり」を使う。時間を短縮するとともに、実際のデータを扱い、

理想化・単純化する場面を位置付けていく。比例の考え方と結び

付けた考えがもてない生徒には、厚紙の重さの値を整数倍した場

合を示し、数学の問題としてとらえ、数学的な表現や処理をすれ

ばよいことが理解できるようにする。

エ 問題解決に用いた関数的な見方や考え方のよさを実感することができる指導

実際の岐阜県の面積を示すことで、数学的に解決した結果が実際の問題の答えとして有効で

あることを確かめる。さらに、問題解決の方法がどんな考え方に基づいているのかを説明する

場を設定することで、学習を振り返り、それを数学的に表現する活動を大切にする。

［社会科の授業で使っている中部地方の掛け図］

［重さを調べる電子ばかり］

［掛け図から切り取った各県の厚紙］



従前の授業展開案（簡易版） 改善した授業展開案（簡易版）

導 素材を理解する。 導 ○日常生活と関連した場面を理解し、解決してい

入 入 きたい課題を明らかにする。

問題解決の方法を理解す
○課題を解決する方法について「こんな結果にな

展
る。

展 りそうだという予想」や「こうやって考えてい

開
問題を解決する。

開 けばよいという方針」について議論する。

○問題を解決する。

終 まとめ 終 ○どんな考え方を使って課題が解決できたのかを

末 評価問題 末 振り返る。

評価問題

３ 授業改善後の成果

今回の授業改善は第１学年「比例と反比例」で行った。本実践後に、平成２０年度の全国学力・

学習状況調査を用いて学習状況の把握を行い、その正答率を現３年生と比較してみることにした。

領域 設問
出題の意図

正答率（％）

番号 20年度 3年生 20年度 1年生

数量 Ａ９(1) 数量関係が比例になるものを選ぶ。 ５６．６ ７１．４

関係
Ｂ３(2) 問題解決の方法を数学的に説明することがで ５６．６ ７１．４

きる。

Ａ９(1)について、本実践の対象の１年生の正答率を平成２０年度の３年生の正答率と比較をして

みると、１４．８％上回っていた。具体的な事象の中から、比例関係にあるものを選び出すことが

できた生徒が多かった。Ｂ３(2)についても、本実践の対象の１年生は、正答率が１４．８％上回っ

ていた。日常生活の中で数学的な考え方を活用し、問題解決の方法を数学的に表現していくことに

ついて、改善をすることができたと言える。

また、下の表のように、Ａ９(2)Ａ 11(1)といった関数に関わる知識・理解やＡ 11(2)のような

表現・処理の力についても改善をすることができた。

領域 設問
出題の意図

正答率（％）

番号 20年度 3年生 20年度 1年生

Ａ９(2) 反比例の意味を理解している ６８．４ ９４．２

数量 Ａ 11(1) グラフ上の点の座標の表し方を理解している ８０．９ ９４．２

関係 Ａ 11(2) 反比例のグラフから、xと yの関係を y=a/xの ３１．６ ７１．４

式で表すことができる

①日常の事象と関数を関連付けてとらえる力を育成する指導計画の工夫改善

ア 比例の特殊性を理解させる指導の工夫

第１時の一定量の水を入れるという素材で、共通の条件で最初の状態が違う２つの事象を同

時に扱うことにより、「ｘの値が増えるときにｙの値が増えれば比例」というように単純に考え

る生徒が少なくなった。その結果、Ａ９(1)の正答率に表れているように、比例をその変化と対

応の特徴からとらえることができる生徒が増えた。



イ 自分の考えを表現していく力をつける指導の改善

自分の考えを表現する場を多く位置付けたことにより、関数関係を調べていくときには横の

見方(変化)、縦の見方(対応)でみていけばよいということを理解した。また、その見方を繰り

返し使って関数をみていくことで、Ａ９(2)の正答率に表れているように反比例の特徴をしっか

りととらえるなど、日常の事象と関数を関連付けてとらえる力を身に付けることができた生徒

が増えた。

ウ 日常生活での関数の利用の時間を位置付ける指導計画の工夫

比例についての学習を一通り終えた第９時に比例の利用について扱うことで、これまで身に

付けてきた関数的な見方や考え方を学習の流れの中で使うことができ、そのよさを実感するこ

とができた。

②問題解決の方法を数学的に説明する力を育成する指導方法の工夫改善

ア 日常的な場面や他教科との関連を意識して、数学を活用することができるような問題の工夫

本時の問題に対して生徒たちは、関心をもっ

たものの面積は到底求められないという様子で

あった。しかし、実際の厚紙を見たり、社会科

で学習した縮尺について想起したりすること

で、次第に数学の土台に載せて考えていけばよ

いことに気付いた生徒が出てきた。「分かった」

「そういうことか」とつぶやきながら、関数を

使って考えていけばよいことに気付くことがで

きた。

イ 見通しを立てていく段階で、解決までの過程を考えたり話したりする場を位置付ける指導

当初はこの関係の中に比例を見いだすことができなかった生徒が、次第に比例関係に気付い

ていった。重さがｍ倍になっていれば厚紙の面積もｍ倍になっているから、厚紙の面積を求め

られるということや、厚紙の面積と実際の面積の表を縦に見ることで実際の面積が求められる

ことに気付いた生徒が出てきたところで、グループに厚紙を渡し、実際に面積を求める活動に

入っていった。実際に求めていく過程で、比例を活用して面積を求めるという考え方の理解が

不十分な生徒も、具体的な数値を扱う中で、改めて比例を活用すればよいという考え方を理解

していくことができた。



ウ 誤差を含んだ値を扱って考えていく場を位置付ける指導

実際に重さを調べ始めると「先生、値は大体でいいですか？」という質問や、何倍かを求め

るときには「小数第何位まで求めればいいですか？」という質問が出された。また、実際に求

めた面積の値がグループによって違うことを問い返すことにより、生徒は「厚紙を切ったとき

の誤差」や「四捨五入したから」など、単純化して考えていけばよいことに気付いていった。

その後、実際の面積を示したことで、意外にもこんな方法で近い値が出るということに驚きな

がら、厚紙とその重さの比例の関係を使って、地図から実際の県の面積を求めるという方法の

よさを実感しているようであった。

エ 問題解決に用いた関数的な見方や考え方のよさを実感することができる指導

「今日はどんな考え方を使って問題が解決できましたか」という問いに対して、「比例の表の

横の見方をしたらうまくいった」という反応が返ってきた。さらに「愛知県の面積についても

厚紙の重さを使って求められるのか」という問いに対しても、「岐阜県の時と同じようにやって

いけばよい」という反応が返ってきたので、実際に面積を求めることにした。全員が岐阜県の

場合の面積の求め方を使って、愛知県の面積を求めることができた。実際に岐阜県の面積を求

めるときに使った方法を活用していくことで、日常生活の中に比例の関係を見いだし、それを

利用して問題を解決するという考え方のよさを実感することができた。


