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主体的に課題解決に取り組む生徒の育成 

―「問い」を引き出す課題の工夫を通して（第１学年）― 

 

沖縄市立美東中学校教諭 比 嘉 孝 徳    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

中学校学習指導要領解説編（以降、現解説数学編）において、中学校数学科の目標に「数学的活動

を通して，数量や図形などに…（中略）…，数学的活動の楽しさやよさを実感し，それらを活用して

考えたり判断したりしようとする態度を育てる」と述べられている。また、数学的活動について「生

徒が目的意識をもって主体的に取り組む数学にかかわりのある様々な営み」とも述べられている。こ

れは、生徒が目的意識をもって主体的に取り組む活動が、数学的に考える資質・能力の育成に繋がっ

ていくと考える。そして、平成29年に公示された新中学校学習指導要領解説編（以降、新解説数学

編）では「数学的活動とは，事象を数理的に捉え，数学の問題を見いだし，問題を自立的，協働的に

解決する過程を遂行すること」と述べられており、「数学的活動」の定義がより明確になっている。

これらのことより、これからの数学の授業において、自ら問題を見いだし、自立的、協働的に解決す

る過程を通して、数学的に考える資質・能力の育成をしていくことが重要になってくると考える。 

沖縄県教育委員会から示された『学力向上推進プロジェクト』（平成28年12月）の目指す授業像の

中に「他者と関わりながら、課題の解決に向かい『問い』が生まれる授業」が述べられている。この

ことは、「問い」をもつことが目的をもつことに繋がり、問題を自立的、協働的に解決しようとする

主体的な姿勢を生むからと考える。 

本校生徒の現状として、平成 29 年度の全国学力・学習状況調査の生徒質問紙の結果から「数学の授

業で学習したことは，将来，社会に出たときに役に立つと思いますか」に対して、70％以上の生徒が

肯定的な回答をしている。しかし「数学の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考

えますか」に対して、肯定的な回答をした生徒は約 50％に留まっている。また、別のアンケートで「数

学はどんな時に役立ちますか」と質問したところ、ほとんどの回答が「買い物の計算」のみであった。

このことから、生徒は「数学は役立つと思うがどのような場面で役に立つのか分からない」のではな

いか。また「社会における数学の意義や価値などを感じることができていない」と考える。 

今までの授業実践を振り返ると、課題から生徒と目標を設定し、自力解決や交流する場の時間を充

分取り、授業の終末にはどのような力が身についたかを確認してきた。実際終末の確認問題の場面で

は、多くの生徒が互いに教え合いながら解決しようとする姿が見られた。一方、初めて見る問題や難

しい問題に対しては「すぐにあきらめる」「先生や友達が教えてくれるまで待っている」という姿も見

られた。このことは、生徒が目の前の問題の解き方が分かればよいという、安易な技能の習得を求め

ているように感じられた。中には「この問題は何の役に立つのだろう」という声もあり、私自身「生

徒は授業を受けさせられている」と感じることもあった。このように、生徒が主体的に課題に取り組

むことが出来なかった原因は、生徒から「問い」を引き出すことができなかったからではないかと考

える。これらのことから、私自身の課題として「生徒が主体的に課題に取り組み、生徒が数学のよさ

を感じることができる授業」を実践していくことだと考える。 

そこで本研究では、生徒自ら主体的に課題解決に取り組むために、生徒自らが「問い」をもって取

り組めるような課題の工夫をすることが必要であると考え、本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉 

第１学年の平面図形において、日常の事象を生かした課題の工夫をすることで、「問い」を引き出し

主体的に課題解決に取り組むことができるであろう。 
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Ⅱ 研究内容 

１ 主体的に課題解決に取り組む生徒 

   新解説数学編では、生徒が数学の学習

に主体的に取り組むためには、数学的活

動の楽しさや数学のよさを実感すること

が大切だと述べている。ここで、数学的活

動とは、右の表１のア～ウの三つを主な

内容としており、その機会を日々の学習

において、意図的・計画的に設定すること

が大切であると併せて述べている。 

本研究においては、生徒が主体的に学

習に取り組むための数学的活動として、

アの第１学年の内容「日常の事象から問

題を見いだし解決する活動」を中心に行

っていく。 

それでは、主体的に取り組むために大切となる「数学的活動の楽しさ」や「数学のよさ」とは

どのようなものか。新解説数学編では、数学的活動の楽しさとは「単にでき上がった数学を知る

だけでなく，事象を理想化したり抽象化したりして数学の舞台にのせ，事象に潜む法則を見つけ

たり，観察や操作，実験などの活動を通して，…（中略）…，その過程で様々な工夫，驚き，感

動を味わい，数学を学ぶことの面白さ，考えることの楽しさを味わえるようにすることが大切で

ある」と書かれている。つまり、数学的な活動の楽しさを実感するためには「事象を数学の舞台

にのせ、観察や操作、実験などの活動を通し、数学を学ぶことの面白さ、考えることの楽しさを

味わうこと」が必要と考える。 

また、数学のよさについては「『数量の関係を方程式で表すことができれば，形式的に変形し

て解を求めることができる』といった数学的な表現や処理のよさや，数量や図形などに関する基

礎的な概念や原理・法則のよさ，数学的な見方・考え方を働かせることのよさなどを意味する。

また，…（中略）…，社会における数学の意義や価値も含まれる」と書かれている。これは、数

学のよさとは「数学的な表現や処理や見方・考え方を働かせることのよさ、社会における数学の

意義や価値」と捉える。 

本研究では、数学的活動の内容をアの第１学年とし、数学的活動の楽しさや数学のよさを感じ

させることで主体的に課題解決に取り組む生徒の育成を目指していく。よって、本研究における、

表１ 新解説数学編で示された数学的活動の内容 

 第１学年 第２，３学年 

ア 日常の事象や

社会の事象から
問題を見いだし
解決する活動 

日常の事象を数理的

に捉え，数学的に表
現・処理し，問題を
解決したり，解決の

過程や結果を振り返
って考察したりする
活動 

日常の事象や社会の事

象を数理的に捉え，数
学的に表現・処理し，
問題を解決したり，解

決の過程や結果を振り
返って考察したりする
活動 

イ 数学の事象か
ら問題を見いだ
し解決する活動 

数学の事象から問題
を見いだし解決した
り，解決の過程や結

果を振り返って統合
的・発展的に考察し
たりする活動 

数学の事象から見通し
をもって問題を見いだ
し解決したり，解決の

過程や結果を振り返っ
て統合的・発展的に考
察したりする活動 

ウ 数学的な表現
を用いて説明し

伝えあう活動 

数学的な表現を用い
て筋道立てて説明し

伝え 

数学的な表現を用いて
論理的に説明し伝え合

う活動 

図１ 算数・数学の学習過程のイメージ 

【現実の世界】 【数学の世界】 

日常生活や 

社会の事象 数学の事象 

算数・数学の問題発見・解決の過程 

焦点化した問題 

結 果 

統合・発展 
/体系化 

Ｄ２ 

Ａ２ Ａ１ 

活用・意味づけ 

Ｄ１ 

Ｃ 

Ｂ 数学化 数学化 

算数・数学の問題発見・解決の過程 

算数・数学の学習過程のイメージ 

日常生活や社会の事象を数理的に捉え、数学的に処 
理し、問題を解決することができる。 

数学の事象について統合的・発展的に考え、問題を 
解決することができる。 

事象を数理的に捉え、数学の問題を見いだし、問題を自立的、協働的に解決することができる。 
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主体的に課題解決に取り組む生徒とは「日常の事象を数学化し、数学の知識、技能を用いて解決

して、その結果を意味づけする生徒」とする。 

図１は、算数・数学ワーキンググループにおける審議のとりまとめ（平成28年５月）で示され

た算数・数学の学習過程のイメージである。本研究で目指す生徒像は、図１における左側の現実

の世界の部分を含むサイクル（Ａ１→Ｂ→Ｃ→Ｄ１）にあたる。そして、表２は図１におけるＡ

１、Ｂ、Ｃ、Ｄ１の矢印にあたる内容を表したものである。この表２と図１を基に、本研究にお

ける、主体的に課題解決に取り組む生徒を表すと次のようになる。 

まず「日常の事象を数学化し」とは、日常

生活の事象の特徴を捉えて数学的な表現を

用いて表すことと捉える。次に「数学の知

識、技能を用いて解決して」は、数学を活用

した問題解決に向けて、構想・見通しを立

て、数学的な見方・考え方を基に、目的に応

じて数・式、図、表、グラフなどを活用し、

的確かつ能率的に処理することと捉える。

そして「その結果を意味づけする生徒」と

は、解決過程を振り返り、得られた結果を元

の事象に戻してその意味を考え、様々な事

象に活用することと捉える。 

２ 問いを引き出す課題の工夫 

(1) 「問い」とは 

沖縄県教育委員会から示された『学力向上推進プロジェクト』では、目指す授業像に「他者

と関わりながら、課題の解決に向かい『問い』が生まれる授業」が示されている。これは「問

い」が授業において大きな役割を担っており、「問い」を生むことが生徒の主体的な姿勢を生む

ことに繋がると考える。では「問い」とは何なのか、両角達男（2011）は「算数・数学にかか

わる『おや？』『本当かな？』『なぜだろう？』『いつでもそう言えるのかな？』などの問いが子

どもたちの中から生まれたところから，問いを私のこととして考え，問いの解決に向けて行動

したり，他者と議論し合う学習活動が生じる」と述べている。また、相馬一彦（2016）は「『お

や？』『なぜ？』という気持ちが主体的な取り組みを支えている」と述べている。つまり「問い」

とは、子どもたちの中から生まれる疑問のことであり、「問い」が主体的に取り組む授業を支え

ていると捉える。 

(2) 課題の満たすべき要件 

現解説数学編で、課題学習のねらいは生徒が課題を主体的に解決していくことを通して、数

学的な見方や考え方をさらに深めていくことと述べている。そのためには「各領域の内容を総

合したり、日常の事象や他教科等での学習に関連付けたりするなどして見いだした課題」がよ

いと述べている。また、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感することができ、かつ、表３

のような要件を満たす課題であることも併せて述べられている。 

そこで本研究では、図形領域と他の領域（数と式、関数、資料の活用）を総合させ、日常の

事象と関連させた課題を設けることで「問い」を引き出し、主体的に課題に取り組む生徒の育

成を目指す。 

表３ 課題の満たすべき要件 

① 一人一人の生徒が様々な思考や創意工夫を行うことができ，意欲的な追究を継続することができるような課題 

② 一人一人の生徒がそれぞれの方法で結果を見通すことのできるような課題 

③ 解決のために多様な数学的な見方や考え方が発揮されるような課題 

④ 課題の解決だけにとどまらず，その解決を振り返り発展的に考えることができるような課題 

表２ 【現実の世界】における、育成を目指す資質・能力 

Ａ１日常生活や社会の問題を数理的に捉えることについて 
●事象の数量等に着目して数学的な問題を見いだす力  
●事象の特徴を捉えて数学的な表現を用いて表現する力 
（事象を数学化する力） 

Ｂ 数学を活用した問題解決に向けて、構想・見通しを立てるこ 
  とについて 

●数学的な問題の本質を見いだす力（洞察力） 
●数学的な問題を解決するための見通しを立てる力（構想力） 

Ｃ 焦点化した問題を解決することについて 
●目的に応じて数・式、図、表、グラフなどを活用し、一定の 

手順にしたがって数学的に処理する力 
●数学的な見方・考え方を基に、的確かつ能率的に処理する力 
●論理的に推論する力（帰納、類推、演繹） 

Ｄ１解決過程を振り返り、得られた結果を意味づけたり、活用す 
ることについて 

●得られた結果を元の事象に戻してその意味を考えられる力 
●様々な事象に活用する力 
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(3) 「問い」を引き出す課題の工夫 

数学の学習を子どもの「問い」から始めること

で、生徒は主体的に取り組んでいくと考える。 

では「問い」を引き出す課題はどのようなもの

だろうか。尾崎正彦（2017）は「ズレを授業の中で引き出すこと」と述べている（表４）。これ

は、生徒が自分と友達の間にある考えや感覚のズレが「なぜ？」「どうして？」という疑問を生

み、生徒自らの「問い」になることで主体的な取り組みに繋がっていくと考える。 

本研究では、日常の事象を生かし、生徒の中に「ズレ」を起こす課題を通して「問い」を引

き出す。そしてそのような課題を、各領域を関連させて解決する総合問題とすることで、主体

的に課題解決に取り組む生徒の育成を目指していく。 

 

Ⅲ 指導の実際 

１ 単元名 「平面図形」（全 16 時） 

２ 単元目標 

(1) 観察、実験などの活動を通して平面図形の性質や関係などに関心をもつ。  

(2) 平面図形の基本的な性質を用いて、事象を論理的に考察し、具体的な場面で基本的な作図を

活用することができる。  

(3) 角の二等分線や線分の垂直二等分線、垂線などの基本的な作図や、おうぎ形の弧の長さや面

積を求めることができる。  

(4) 平面図形についての性質や関係、基本的な作図の方法、平行移動や対称移動および回転移動

を理解する。 

３ 単元の評価規準 

数学への関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 数量や図形についての知識・理解 

様々な事象を平面図形でとらえたり、それら

の性質や関係を見いだしたりするなど、数学

的に考え表現することに関心をもち、意欲的

に数学を問題の解決に活用して考えたり判

断したりしようとしている。 

平面図形についての基礎的・

基本的な知識や技能を活用し

て、論理的に考察し表現する

など、数学的な見方や考え方

を身に付けている。 

基本的な作図を

したりするなど

の技能を身に付

けている。 

平面図形についての性質や関

係、基本的な作図の方法、平

行移動や対称移動および回転

移動を理解し、知識を身に付

けている。 

 ４ 単元の指導計画と評価計画 

時 
学習課題 

☆総合させた領域 
目標 

学習活動 
◎「問い」を引き出すズレ 

評価規準 

１ 

しきつめ模様をつくっ

てみよう。 

しきつめ模様を図形の移

動の見方でみることがで

きる。 

しきつめ模様を、ずらす、回す、裏返すとい

う見方で観察する。 

◎「問い」を引き出すズレ㋑㋒ 

図形の移動に関心をもち図形どうし

の関係を移動の見方で観察したり、

移動の性質を調べたりしようとして

いる。【関】（ノート、観察） 

2 

ど の よ う に 移 動 し た

ら、２つの三角形は重

なるだろう。 

平行移動の意味を理解し、

用語や記号を用いて表す

ことができる。 

対応する頂点同士結び、それらを観察する

ことで、平行移動に気づき、平行移動の意味

を理解する。 

◎「問い」を引き出すズレ㋐㋑ 

平行移動の性質を、用語や記号を用

いて表すことができる。【技】 

（ノート、観察） 

３ 

ど の よ う に 移 動 し た

ら、２つの三角形は重

なるだろう。 

回転移動の意味を理解し、

用語や記号を用いて表す

ことができる。 

対応する頂点同士を観察することで、回転

移動について気づき、回転移動の意味を理

解する。 

◎「問い」を引き出すズレ㋐㋓ 

回転移動の性質を、用語や記号を用

いて表すことができる。【技】 

（ノート観察） 

４ 

ど の よ う に 移 動 し た

ら、２つの三角形は重

なるだろう。 

対称移動の意味を理解し

用語や記号を用いて表す

ことができる。 

対応する頂点同士結び、それらを観察する

ことで、対称移動に気づき、対称移動の意味

を理解する。 

◎「問い」を引き出すズレ㋑ 

対称移動の性質を、用語や記号を用

いて表すことができる。【技】 

（ノート、観察） 

５ 

ど の よ う に 移 動 し た

ら、２つの三角形は重

なるだろう。 

平行移動、回転移動、対称

移動を組み合わせた移動

を考え、説明することがで

きる。 

図形どうしを重ね合わせるには、どのよう

に移動させればよいかを考え、その移動を

説明する。 

◎「問い」を引き出すズレ㋑ 

平行移動、回転移動、対称移動を組み

合わせた移動を考え、説明すること

ができる。【考】 

（ノート、観察） 

６ 

正六角形を作図して、

それが書けるわけを説

明しよう。 

作図における定規とコン

パスの役割と使い方を理

解し、簡単な作図ができ

る。 

定規とコンパスの役割を確認し、正六角形

が書ける理由を考える。 

◎「問い」を引き出すズレ㋐㋑ 

作図における定規とコンパスの役割

と使い方を理解している。【知】 

（ノート、観察） 

７ 

２ つ の 円 が 交 わ る 図

に、対称の軸を書き入

れると、どんなことが

わかるでしょうか。 

交わる２つの円の性質を

理解する。 

対称の軸を書き入れ、交わる２つの円の性

質について調べる。 

◎「問い」を引き出すズレ㋑ 

交わる２つの円の性質を理解してい

る。【知】 

（ノート） 

表４ 問いを引き出すズレ 

㋐ 友達の考えとのズレ   ㋑ 予想とのズレ 

㋒ 感覚とのズレ      ㋓ 既習とのズレ 
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８ 

直線で折り曲げると重

なる２つの点を結んだ

直線と、折り目の線と

の関係はどうなるだろ

う。 

垂線の作図方法を理解し、

作図することができる。ま

た、点と直線との距離の意

味を理解する。 

直線ＰＱと直線ℓの位置関係を考える。 

交わる２つの円の性質から、垂線の作図法

を考え、その作図をする。 

点と直線との距離、平行な２直線の距離の

意味を知る。 

◎「問い」を引き出すズレ㋑ 

垂線の作図ができる。【技】 

点と直線との距離、平行な２直線の

距離の意味を理解している。【理】 

（ノート、確認問題） 

９ 

直線で折り曲げると重

なる２つの点を結んだ

線分にとって、折り目

の線はどのような線だ

ろう。 

線分の垂直二等分線の作

図方法を理解し、その作図

ができる。 

直線ＡＢと折り目の線との位置関係を考え

る。交わる２つの円の性質から、垂直二等分

線の作図法を考え、その作図をする。2 点か

ら等距離にある点は、線分の垂直二等分線

上にあることを知る。 

◎「問い」を引き出すズレ㋑ 

垂直二等分線の作図ができる。【技】 

２点から等距離にある点は、線分の

垂直二等分線上にあることを理解し

ている。【理】 

（ノート、確認問題） 

10 

角を作る２つの半直線

が重なるように折った

とき、折り目の両側に

できる角の間にはどん

な関係があるだろう。 

角の二等分線の作図方法

を理解し、その作図ができ

る。 

折り目の線と角との関係を考える。角の二

等分線の作図方法を考え、その作図をする。

角の２辺までの距離が等しい点は、その角

の二等分線上にあることを知る。 

◎「問い」を引き出すズレ㋑ 

角の二等分線の作図ができる。【技】 

角の２辺までの距離が等しい点は、

その角の二等分線上にあることを理

解している。【知】 

（ノート、確認問題） 

11 

円と交わる直線を移動

させたとき、交点の数

はどのように変化する

だろう。 

円の接線の性質を理解し、

それを利用して円の接線

の作図ができる。 

円と交わる直線を平行移動させ、交点の様

子を調べる。円の接線の性質を理解し、円の

接線の作図をする。３点を通る円を作図す

る。 

◎「問い」を引き出すズレ㋑ 

円の接線の作図ができる。【技】 

（ノート、確認問題） 

12 

75°の角を作図しよう。 基本的な作図を利用して、

75°の角を作図する方法

を考え、説明することがで

きる。 

75°の角をいろいろな方法で作図し、その

方法を説明する。 

◎「問い」を引き出すズレ㋐㋑ 

基本的な作図を利用して、75°の角

を作図する方法を考え、説明するこ

とができる。【考】 

（ノート、確認問題） 

13 
検
証
授
業
① 

次の図は、東北地方
太平洋沖地震が起き
た直後の各地の揺れ
はじめの時間です。
このデータを基に、
東京に緊急地震速報
を出します。いつま
でに速報を出せば間
に合うだろうか。 
☆領域Ｂと領域Ａ 

作図 で震 源地 を特 定
し、比例式等を用いて
東京の揺れはじめの時
間を求めることができ
る。 

同じ時間に揺れ始めた２地点をもと
に、垂直二等分線を用いて、震源地を
求める。 
求める時間をｘとおき、比例式等か
ら、東京の揺れはじめまでの時間を求
める。 
◎「問い」を引き出すズレ㋒㋓ 

作図で震源地を特定することが
できる。【技】（ノート、観察） 
解を求め、結果を意味づけるこ
とができる。【考】 
（ノート、観察） 
 

14 

ワイパーがふき取る部

分を作図してみよう。 

おうぎ形と中心角の関係

を調べることができる。 

ワイパーが引き取る部分を作図する。 

おうぎ形と中心角の意味を知る。 

おうぎ形の弧の長さや面積が、中心角に比

例していることに気づく。 

◎「問い」を引き出すズレ㋐ 

おうぎ形の弧の長さや面積が中心角

に比例することを理解している。

【知】 

（ノート、観察） 

15 

おうぎ形の弧と面積を

求めよう。 

おうぎ形の弧の長さや面

積を求めることができる。 

おうぎ形の弧や面積が中心角に比例してい

ることを基に、おうぎ形の弧の長さや面積

の求め方を考える。 

◎「問い」を引き出すズレ㋐ 

おうぎ形の弧の長さや面積を求める

ことができる。【技】 

（ノート、確認問題） 

16 
検
証
授
業
② 

Ｌサイズ 1/6 カット
のピザ 400 円と、Ｍ
サイズ 1/4 カットの
ピザ 300 円では、ど
ちらがお得だろ う
か。 
☆領域Ｂと領域Ｃ 

ピザの形をおうぎ形と
捉え、面積と金額の関
係からどちらが得か説
明することができる。 

おうぎ形の面積をもとにＬ・Ｍサイズ
それぞれの面積を考えることができ
る。 
２つの数量、面積と金額からどちらが
お得なのかを根拠を基に説明する。 
◎「問い」を引き出すズレ㋐㋑㋒ 

ピザの大きさ（おうぎ形の面積）
を求めることができる。【技】 
（ノート、確認問題、観察） 
面積と金額の関係に気づき、ど
ちらが得か求めることができ
る。【考】 
（ノート、確認問題、観察） 

５ 検証授業①（13/16 時） 

(1) 目標 

作図で震源地を特定し、比例式等を用いて東京の揺れはじめの時間を求めることができる。 

  (2) めあて 

震源地や発生時刻等から、東京の揺れはじめの時間を求めることができる。 

(3) 本時の評価規準 

評価の観点 数学的な技能 数学的な見方や考え方 

評価規準 ◎作図により、震源地を特定することができる ◎比例式等から解を求め、結果を意味づけるこ
とができる。 

評価方法 ノート、観察 

(4) 授業仮説 

第１学年の平面図形において、地震速報に関する課題を提示し「これだけの情報でできる

の？」という疑問を生徒自らの「問い」にすることで、既習の作図や比例式等を用いて、主体

的に課題解決に取り組むことができるであろう。 
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過

程 
◆学習活動（目指す生徒の姿） 

●留意点、☆問いを生むズレ、［ ］評価 

算数・数学の学習過程のイメージ 

問
題
把
握 

８
分 

◆地震の性質を映像や図で 

確認する 

 

 

 

 

 

 

●地震の性質を確認する 

●緊急地震速報の仕組みについて、生徒に「問い」をもたせる 

☆これだけの情報でできるの？ 

㋒感覚とのズレ・㋓既習とのズレ 

◆目標を設定する 

 

 

●生徒の声を拾って、一緒に目標を立てる 

 

自
力
解
決 

１
０
分 

◆唐桑と石巻、岩沼と浪江の両端を線分とする垂直二等分

線の交点を求めて、震源地を特定する 

 

 

●揺れはじめの時間に注目させる 

 

●同じ時間に揺れ始めた２地点から等しい距離に震源地がある

ことに気付く 

 Ａ１（数学化） 

[技]作図で震源地を特定することができる 

 Ｂ→Ｃ→Ｄ１（活用と意味づけ） 

Ａ 友達に教える 

Ｃ 作図ができない生徒に机間指導をする 

集
団
解
決 

２
０
分 

◆分かる情報を線分図にまとめていく ●線分図を使って必要な情報を視覚的にまとめる 

Ａ１（数学化） 

●ノートには自分で測った実際の値を書かせる 

●線分図を書くことに苦労している生徒には、穴埋めになっ

た線分図を配る 

◆東京が揺れるまでの時間を求める 

 

 

 

 

 

 

[考]解を求めて、その結果を意味づけことができる Ｂ→Ｃ

→Ｄ１（活用と意味づけ） 

Ａ 友達に教える 

Ｃ 比例式を解けない生徒に机間指導をする 

 ◆発生時刻と東京の揺れはじめの時刻を求める ●その他の解き方があれば紹介する 

全
体
共
有 

５
分 

◆実際の時間と比べて数学のよさを実感する 

 

●多少の誤差は範囲内とする 

●東北地方太平洋沖地震が起こったときの実際の時間を伝え

る 

●地震速報の意義についてもう一度考えさせる 

 Ｄ１（意味づけ） 

ま
と
め 

７
分 

◆本時の振り返りとまとめ 

 

 

 

●生徒からの言葉をもとにまとめる。 

 

 

 

自己評価（ＡＢＣ） まとめと振り返り 

６ 検証授業②（16/16 時） 

(1) 目標 

  ピザの形をおうぎ形と捉え、面積と金額の関係からどちらがお得か説明することができる。 

    (2) めあて 

どちらのピザがお得なのかを調べ、説明することができる。 

まとめ  作図で震源地を特定し、比例式や地震の速さから、発生時刻や地震が到達する時間を求めることが 

できる。 

問題 次の図は、東北地方太平洋沖地震が起きた直後の各地の揺れはじめの時間です。これを基に、東京に 

緊急地震速報を出します。いつまでに速報を出せばよいだろうか。 

めあて  震源地や発生時刻等から、東京の揺れはじめの時間を求めることができる。 

コンパスを使って垂直二

等分線を書き、震源地を

求めている。 

出した答えが、僅か３秒 
の違いに生徒もびっくり 

地震発生から東京が揺れ始めるまでの時間をｘ秒とし、比例式を活
用してｘの値を求め、その答えを意味づけしている。 

地震の伝わり方に 

ついて確認した図 
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(3) 本時の評価規準 

評価の観点 数学的な技能 数学的な見方や考え方 

評価規準 
◎ピザの大きさ（おうぎ形の面積）を求めること

ができる。 

◎面積と金額の関係に気づき、どちらが得か求

めることができる。 

評価方法 ノート、観察、確認問題 

(4) 授業仮説 

第１学年の平面図形において、２つのピザに関する課題を提示することで、考えのズレから

「問い」を引き出し、おうぎ形の面積や比の値を用いて、主体的に課題解決に取り組むことが

できるであろう。 

過

程 

◆学習活動（目指す生徒の姿） 

T 発問・内容等 

●留意点、☆問いを生むズレ、［ ］評価 

算数・数学の学習過程のイメージ 

 

問
題
把
握 

５
分 

◆問題場面をイメージする 

 

 

 

◆実際の大きさのピザを提示しイメージする 

 

 

 

◆「お得」について確認する 

 

●チラシを配る 

 

 

 

 

☆予想をさせる 

㋐友達とのズレ、㋑予想とのズレ、㋒感覚とのズレ 

 

●単位量に揃えることで、比べやすくなることを確認する。 

 

自
力
解
決
① 

１
０
分 

◆ピザの形をおうぎ形と捉える 

 

●ピザの形をおうぎ形と捉え、大きさを面積と捉える 

 Ａ１（数学化） 

◆それぞれのピザの大 

きさを求める 

◆ペアで答えや解き方 

を確認する 

 

 

 

◆黒板でピザの大きさ（正解）を確認する 

[技]ピザの大きさ（面積）を求めることができる 

 Ｂ→Ｃ→Ｄ１（活用と意味づけ） 

Ａ ２人選び黒板に解答を書かせる。それ以外の生徒は分から

ない友達に教える 

Ｃ おうぎ形の面積の公式を確認させる。 

自
力
解
決
② 

１
０
分 

◆金額や大きさを揃えて比べる [考]面積と金額の関係に気づき、どちらがお得か求めること

ができる 

 Ｂ→Ｃ→Ｄ１（活用と意味づけ） 

Ａ ほかの解き方がないか考えさせる。 

黒板で発表をする。（違う解き方３人程） 

Ｃ 単位量を揃えることで比べ安くなることに気付かせる 

 

◆２名の発表者はホワイトボードにまとめる 

●机間指導をしながら、違う考えの発表者を２人選んでおく 

共

有 

 

１

２

分 

◆代表者の２名は自分の考えを黒板で説明する 

◆自分と発表者の考えを比べて聞く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま
と
め 

◆友達の考えの中から、自分と違う考えで、より良いと思う

説明を１つ選んでノートに書く 

 

◆最初の予想と比べる 

●他の考えがあれば 

紹介する 

問題 パーティーに出すピザを、できるだけ安く、たくさん用意したいと思います。あるお店では、 

ＬサイズのピザとＭサイズのピザが、それぞれ次のように売られています。どちらを選べばお得だろうか。 

めあて どちらのピザがお得なのかを調べ、説明することができる。 

友達と相談をしな

がら解いている様

子 

実物大を掲示 

大きさと金額の関係

を表にして、1200

円のときの大きさを

比べている 

100 円あたりの大き

さから、どちらがお

得かを求めている 

ピザの面積の求め方を書いている場面 

良いと思う友達の考え

を１つノートに書く 
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１
０
分 

◆本時で分かったことをまとめる。 

 

 

 

 

●生徒からの言葉をもとにまとめる。 

 

 

 

自己評価（ＡＢＣ） まとめと振り返り 

発展

３分 

◆確認問題（条件変更）を解く ●時間がないときは宿題にする 

 ７ 仮説の検証 

   今回、検証仮説に基づき２回の検証授業を行い、第１学年の平面図形において、日常の事象を

生かした課題の工夫をすることで「問い」を引き出し、主体的に課題解決に取り組むことができ

たかについて、観察、ノート、検証授業前後のアンケートと感想等から検証していく。 

  (1) 「問い」を引き出す課題の工夫を通して 

① 生徒の中に「ズレ」を起こすことについて 

  生徒が自分と友達の間にある考えや感覚のズレが「なぜ？」「どうして？」という疑問を生

み、生徒自らの「問い」になることで、主体的な取り組みに繋がっていくと考えた。 

     検証授業①では「習っていないからできるはずがない」という既習とのズレや、「これだけ

ではできないのでは」という感覚のズレをもたせた。しかし、自力解決の場面において「出

来るはずがない」という思いからか、数学の知識、技能を用いた解決に至らなかった。その

後、発問を繰り返しながら見通しをもたすことで、友達同士で相談しながら地震の速さや比

例式を用いて課題を解決し、意味づけすることができた。生徒の感想に「少ない条件のなか

震源地を求めることができてよかった」「私たちが習ったことで、地震が到達する時間を求

められるとは、思っていなかったので、とても驚きました」とあった。これは、生徒の中に

「ズレ」を起こすことで生まれた「問い」を、生徒自身が解決することで生じた驚きや喜び

と捉える。 

また、検証授業②では「どっちがお得か」「もしかして同じじゃないのか」という友達との

考えとのズレや感覚とのズレをもたせ「問い」を引き出した。「問い」を自分自身のこととし

て捉えた生徒は、その解決に向けて黙々と解き始め、友達と相談しながら解決しようとする

など、学習活動が活発になっていく様子が見られた。 

このように、友達との間にある考えのズレや感覚のズレを起こすことは、生徒の中から「問

い」を引き出し、その考察や問題の解決の為に数学を活用し意味づけしようとする生徒の姿

に繋がった。これは、主体的に課題解決に取り組む生徒の姿と考える。 

② 日常の事象を生かすことについて 

「問い」を引き出す課題の工夫として、

日常の事象に関連した課題とした。検証授

業①では、2011 年に起きた「東北地方太平

洋沖地震（東日本大震災）」に関する、実

際に起こった地震のデータを基にした問

題を提示した。すると生徒は「各地の揺れ

はじめの時間」から「同じ時間に揺れ始め

た２つの場所は震源地から等しい距離に

ある」という数学的な問題を見いだした。こ

れは事象の数学化である。そして同じ時間に揺れ始めた２組の場所を結んだ線分から、それ

ぞれの垂直二等分線を作図した。これは数学の知識・技能を用いて解決することと捉える。

その後、作図した２つの直線の交点を生徒は震源地であると捉えていた。これは得られた結

果を生徒が意味づけしたと考える（図２）。その後、生徒は震源地から各地点との距離と時

間との間にある関係を見出し（数学化）、比例式や地震の速さを用いて計算をして（数学の

図２ 数学化、数学の活用、意味づけ見えるプリント 

まとめ 

おうぎ形の面積を求め、ピザの大きさや金額を揃えると、どちらがお得なのか説明することができる。 

問 Ｌサイズの1/6は250円、Ｍサイズの1/4は200円のときでは、どちらがお得かな。 
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知識・技能を活用）、東京の揺れ始めの時間を求めた（意味づけ）。 

検証授業②では、ＬサイズとＭサイズのピザの大きさと値段から、どちらがお得なのか求

める課題である。生徒は、ピザの形の特徴からそれをおうぎ形と捉え（数学化）、ピザの面

積と代金との関係に気付き、比例や単位量の考えを基に同じ金額や同じ大きさに揃える（数

学の知識・技能を活用）ことで、どちらが「お得」なのか判断した（意味づけ）。 

このように、日常の事象に関連した課題は、身の周りの疑問や不思議に思うことに対して、

生徒から「問い」を引き出すことに繋がる。そしてその「問い」を解決する過程で、本研究

が目指す「事象を数学化し、数学の知識、技能を用いて解決して、その結果を意味づけする」

生徒の姿が見られた。 

   ③ 図形領域と他の三つの領域の関連させることについて 

     「問い」を引き出す課題の工夫として、各領域の内容を総合した課題とした。普段の授業

では、各領域や各単元の内容だけに終始するため、課題解決の場面においても解決までの方

法は絞りやすく、生徒自身も他領域を意識することはほとんどなかった。 

まず、検証授業①では「Ｂ図形」における第 1 学年の平面図形と「Ａ数と式」を総合した

問題を取り上げた。課題解決の場面で、生徒が作図で震源地を求めた後「この後はどうする

のだろう？」とつぶやいていた。これは、生徒が「問い」をもったと捉えられる。すると、

生徒は「作図だけではできない」ことに気づき、「何を使えば解決することができるのだろう」

と、新たな「問い」をもち友達と相談しはじめた。そして、震源地と各地との距離や、時間

の関係に気付いた生徒は、数学の知識、技能を用いて解決しようとする姿が見られた。その

後、地震の速さや比例式を解いて、地震発生時刻や東京の揺れはじめの時刻を求めた。 

     検証授業②では、「Ｂ図形」における第 1 学

年の平面図形と「Ｃ関数」を総合した問題を

取り上げた。生徒は、ピザの形をおうぎ形と

捉えて面積を求めた。すると生徒は「この後

はどうするのだろう」と「問い」をもち、数

学の知識、技能を用いて解決しようとする姿

が見られた。その後、面積と金額の関係に気

付いた生徒は「単位量あたり」や「金額を揃

えて比べる」ことで、どちらがお得なのか、

意味づけていた（図３）。 

このように、各領域を総合した課題は、こ

れまでの学びの中から何を用いて解決したら

よいだろうという「問い」を引き出し、主体

的に課題解決に取り組むことに繋がると考え

る。また、生徒の感想に「すこし時間がかかっ

たけど、内容をよく理解したらけっこう簡単だった。こんな応用問題でも解けるようにした

い」「単位量が苦手なのであまり理解できなかったけど、友達の考えを聞いて、ちょっとは理

解できた」とあった。これは、各領域を総合した課題が、自身の学びを振り返り、数学的な

見方や考え方を深めることに繋がっていくと考える。 

  (2) アンケートの分析と考察 

検証前後に、全国学力・学習状況調査の生徒質問紙を参考にしたアンケートを行った。図４

と図５はその結果である。今回のアンケートでは、「当てはまる」と「やや当てはまる」を肯

定的な回答として、「やや当てはまらない」や「当てはまらない」を否定的な回答として捉え

る。図４の質問１「数学の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役に立つと思いま

すか」に対しては、肯定的な回答が、検証前の 87.5％から検証後には 100％になった。これは、

図３ 領域を関連させた生徒の解答 

 

 

図形領域 
の計算 

(おうぎ形) 

関数領域 
の計算 

（比例の関係） 
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数学が生活に役立つことや数学

のよさについて、生徒自身が強

く感じることができたからであ

る。実際、生徒のノートには「こ

れまで学んできたことで地震の

震源地や時間などのいろいろな

情報を求めることができてすごいと思いました」「私たちが習っている数学でここまで出来る

んだととても驚きました。身の周りのことについて考えることができて良かったです」という

感想があった。 

これらのことより、日常の事象に関連した課題を解決することは、数学が生活に役立つこと

や社会における数学の意義や価値に気づき、普段の生活の中で数学を活用し、主体的に課題解

決に取り組む生徒の育成に繋がったと考える。 

図５の質問２「数学の授業で

学習したことを普段の生活の中

で活用出できないか考えます

か」では、肯定的な回答をした

生徒が検証前の 59.4％から

81.3％へ 21.9 ポイント上昇し

ている。これは、日常の事象を生かした課題を解くことで、普段の生活の中から生徒自身が「な

ぜだろう」「本当かな」などの「問い」を見つけることに繋がり、主体的に学ぶ姿勢が高まっ

たからと考える。また、「やや当てはまらない」や「当てはまらない」という否定的な回答の

割合は、あわせて 21.9 ポイントの減少となっている。これは、本研究で取り組んできた課題

を、生徒が解決していく経験を通すことで改善されたと考える。 

一方、この質問２においては、検証後に否定的な回答をした生徒が 18.7％いた。この生徒達

について、質問１の結果と合わせて考えると、数学が生活の役に立つことを理解しているが、

数学を活用しようとする態度には至っていないと考える。改善の為には、今後も課題学習を計

画的に継続して取り組む必要がある。 

これらのアンケート結果から、「日常の事象を生かし、生徒の中に『ズレ』を起こし、各領

域を総合した課題」を生徒が繰り返し経験することで、本研究で目指す「主体的に課題解決に

取り組む生徒」の育成に繋がると考える。 

 

Ⅳ 成果と課題 

 １ 成果 

 (1) 「問い」を引き出す課題の工夫をすることで、生徒がその考察や解決の為に、数学を活用し

ようという態度が生まれ、主体的に課題解決に取り組む姿が見られた。 

(2) 日常の事象に関連した課題設定により、数学を普段の生活の中で活用できないか思考し、数

学を用いて、身の周りの事象を解決しようと、主体的に学ぶ姿勢を育成することができた。そ

して、数学が生活に役立つこと、社会における数学の意義や価値を感じることに繋がった。 

(3) 各領域の内容を総合した課題は、これまで学んだ様々な知識を繋げ、数学のよさを感じ、数

学的な見方や考え方をさらに深めることに有効であった。 

 ２ 課題 

    (1) 算数・数学の学習過程のイメージ（図１）の右側の【数学の世界】における、数学の事象か

ら問題を見いだし解決する活動についての検証も行っていきたい。 

(2) 課題学習を繰り返し経験させるため、年間指導計画に適切に位置付ける。 
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質問２ 数学の授業で学習したことを普段の生活の中で活用できないか考えますか（％） 

図５ 数学の学習に関するアンケート結果（Ｎ＝32） 
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図４ 数学の学習に関するアンケート結果（Ｎ＝32） 
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