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数学的な表現力をはぐくむ授業実践
― Researcher-Like Activityを取り入れた数学的活動の工夫（第２・３学年）―

沖縄県立陽明高等学校教諭 金 城 文 子

Ⅰ テーマ設定の理由

「先生、わかりやすく教えてね。」生徒が何気なく発するこの言葉に、授業展開の問題点が含まれ

ている。これまでの私の授業スタイルは、新しく出てきた用語を定義し、定理や公式の証明を行い、

例題によってその適用の仕方や解法を示す。そして生徒は、類題や練習問題で演習を行い、最後に教

師が解答を示す。このことの繰り返しである。解法をわかりやすく説明すると生徒は「わかった」と

言うが、この授業スタイルでは、「わかる」は教えられた解法で、問題が解けるということであり、

生徒は受け身になりやすい。また、解法重視で問題の理解が不足しており、生徒の発想力や数学的な

表現力が育たないという課題がある。生徒が主体的に問題に取り組み数学的な表現力をつけるには、

指導方法を工夫する必要があると考える。

現行の高等学校学習指導要領解説数学編（以下、解説数学編と略す）で高等学校における数学教育

の意義は「数学の学習を単に内容の習得にとどめるのではなく，数学的活動を重視し，すべての高校

生の人間形成に資する数学教育を意図している。」とまとめている。その意義をふまえて、これまで

の自身の授業実践を振り返ると、目標が達成できているとは思えない。また、中央教育審議会答申（平

成28年12月）で、これまでの高校教育に対して、「高等学校における教育が、小・中学校に比べ知識

伝達型の授業にとどまりがちである」との指摘がされ、次期学習指導要領では、「アクティブラーニ

ング」の視点での授業改善が求められている。

本校は、平成７年に県内で２番目の総合学科として開校し、多様な教科・科目の中から生徒一人一

人の興味・関心や適性、進路に応じた科目選択が最大の魅力である。選択肢が多い総合学科こそ、早

期の進路決定や、様々な場面で生徒の主体性や創造性が求められる。しかし、数学の授業における生

徒の様子は、「わかるようになりたい」という学習意欲はあっても、受け身の態度であることが多く、

思考過程よりも答えそのものの正誤を知りたがる傾向にある。また、理解していても「自分がわかれ

ばいい」と思考過程を全く書かない生徒もおり、主体性や数学的な表現力に課題があると考える。

そこで、本研究では、中学校や高等学校の数学の授業で、生徒の主体的な数学学習に有効に働くと

いうことが報告されている、Researcher-Like Activity（以下、ＲＬＡと略す）（狩俣1996、青木、

伊禮2013）を取り入れた授業改善を試みる。ＲＬＡは「研究者になってみる活動」という意味で1996

年市川伸一氏によって提唱された。ＲＬＡは、「研究者の縮図的活動」を学習の基本形態とし、学習

を探究活動として行うので、生徒が主体的になり、ポスター作りやポスターセッションを通して、数

学的な表現力がはぐくまれると考え、本テーマを設定した。

〈研究仮説〉

数学の授業に、ＲＬＡを取り入れることによって、数学的活動を促し、生徒が主体的に問題に取り

組み、数学的な表現力をはぐくむことができるであろう。

Ⅱ 研究内容

１ 数学的な表現力について

解説数学編には、「数学的な思考力・表現力は，合理的，論理的に考えを進めるとともに，互

いの知的なコミュニケーションを図るために重要な役割を果たすものである。このため，数学的

な思考力・表現力を育成するための指導内容や活動を具体的に示すようにする。特に，根拠を明

らかにし筋道を立てて体系的に考えることや，言葉や数，式，図，表，グラフなどの相互の関連
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を理解し，それらを適切に用いて問題を解決したり，自分の考えを分かりやすく説明したり，互

いに自分の考えを表現し伝え合ったりすることなどの指導を充実する。」とある。本研究では、

数学的な表現力の育成に重点をおき、数学的な表現力を、自分の考えをことばや数、式、図、表、

グラフなどを用いてポスターに表現する力、ポスターセッションの場で、他者に自分の考えをわ

かりやすく伝える力、それを共有してコミュニケーションする力とする。

２ Researcher-Like Activity（ＲＬＡ）について

(1) ＲＬＡとは
ＲＬＡとは、「研究者になってみる活動」という意味で、「研究者の縮図的活動」を学習の

基本形態とし、「研究者的活動を学習者のレベルに合わせて行う教育方法」の総称である。学

習を「勉強」として行わせるのではなく、「探究活動」として行わせることにより、生徒にと

って意味のある目的的な学習を成立させることをねらいとしている。

ＲＬＡを中学校の数学教育へ適用した狩俣智（1996）の実践では、数学者の活動と学習者の
活動を表１のように対応させている。この活動の中で難しいのが「問題の発見」であることか

ら、狩俣は、「問題の発見」を「基本となる問題からの条件変更による問題作り」に置き換え

ることで授業を構想している。伊禮、青木の授業においても同様の方法を行っている。ＲＬＡ

が、教育的な活動であるのは、教師が意図的に状況設定したり、介入したりする点である。ま

た、相互評価や自己評価を求めて学習の意識化、つまり、振り返りを促すというところに意義

がある。伊禮らによると、条件変

更の視点の違いによる他者の作問

の発表を聞きそれを「共有」する 数学者の活動 学習者の活動

ことによって「内容に関する理解

が深まった。」と答えた生徒の割 問題の発見 条件変更等による問題作り

合が 90 ％以上であったと報告さ 問題の解決 解の探究

れている。市川は「ＲＬＡのねら 論文等の作品化 作品化（ポスター･レポート）

いは、単に難しい問題をつくって、 発表 発表（ポスターセッション）

それが解ければよいというのでは 相互評価⇒知識の共有 相互評価⇒知識の共有

ありません。他者にわかるように

表現して作品化し、それを共有してコミュニケーションすることにある」と述べている。本研

究では、作品としてポスター作成をし、ポスターセッションを数学的コミュニケーション活動

の場と位置づける。

また、市川は、「研究者活動」を模擬する有効性を表２のように捉えている（市川 1998）。

・研究者の行っているような探究活動は、子どもの本来的な興味・関心に根ざしていること

が多いこと。

・ＲＬＡがよりどころとしている科学的研究活動というのは、文化的意義が広く認められて

おり、子どもに接してほしいものであること。

・研究者の活動には、一般の市民生活を営む上での共通要素がかなりあること。

研究者は、科学の方法論と成果に価値をおき、ぜひ次の世代へ引き継ぎ発展してほしいと願っ

ている。そして、そうした文化を生徒に垣間見せることが、有効だと述べている。

また、狩俣は、学校的課題と実生活の問題解決の対比を表３のように整理し、「学校と実生

活の学びの文脈が懸け離れると、学校で学んだ知識が生活の中で生きて働かない。」と分析し

ている。ＲＬＡを行うことによって、より実生活の問題解決に近い体験ができると考える。
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表１ 数学者と学習者の活動の対応

表２「研究者活動」を模擬する有効性
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学校の中の問題解決 実生活の問題解決

・個人的に解決する ・他者との関わりで解決する

・よく構成されている ・問題構造は不統一

・一度に一つの問題が課される ・同時にいくつもの問題を解決する

・時間制限がある ・時間制限は不統一

・解はただひとつである ・複数の解がある

・価値判断をあまり伴わない ・価値判断を伴うことが多い

・出題者と問題解決者の力関係がある ・出題者のいない場合が多く力関係もない

・ひとりで解決することを重視する ・他者の力を借りてもかまわない

・解ければ終わりである ・次の問題につながっている

本研究では、グループ学習の形態をとり、協働で探究学習を行う。その目的は、一人では思

いつかないようなアイディアに至ったり、新たな発見をしたりするために、対話や議論を深め

ることである。

(2) 数学的活動とＲＬＡについて
学習指導要領では、数学的活動を重視した学習指導を求めている。また、解説数学編では、

「数学学習にかかわる目的意識をもった主体的活動」を数学的活動といい、特に表４の活動を

重視している。

①の課題について解説数学編で

は、「一人一人の生徒にとって解 ① 自ら課題を見いだし，解決するための構想を立て，

決する必要性のある課題であるこ 考察・処理し，その過程を振り返って得られた結果

と」とあり、ＲＬＡにおける条件 の意義を考えたり，それを発展させること。

変更等による問題作りや解の探究 ② 学習した内容を生活と関連付け，具体的な事象の考

がこれにあたる。②について本研 察に活用すること。

究で扱う基本となる問題の本質は ③ 自らの考えを数学的に表現し根拠を明らかにして説

フィボナッチ数列でありそれは自 明したり，議論したりすること。

然界の事象を数式化したものであ

る。教科書では発展的な内容として扱われているが、この問題にふれることは生徒にとって有

効だと考える。③は言語活動の充実に関わることで、「数学の学習においても当然，『説明す

る』，『議論する』という場面があってしかるべきものである。」とあり、本研究でのポスター

作りやポスターセッションがこれにあたる。

(3) 主体的な学びに有効な問題の工夫
遠山啓(1971)は「子どもに学びの意欲を起

こさせるための正しい方法は、学問や芸術の

本来のおもしろさ、底知れない深遠さ、複雑 (1) 問題に内在する数学的内容が豊富で，
さを子どもたちに味わわせることであり、そ しかも価値がある。

れ以外にはあり得ない」と述べている。ＲＬ (2) 問題の程度が，児童・生徒の能力や発
Ａでは、「数学者の縮図的活動」を模擬する 達段階などに適切である。

ことで、生徒は数学本来のおもしろさ、深さ (3) 問題の形式が単純である。
複雑さ、研究者の困難さを体験し、主体的な

学びへつながると考える。

また、基本となる問題（原問題）として望ましい問題を、竹内芳男・沢田利夫(1984)は表５
のようにまとめている。本研究では、基本となる問題として「17 段目の不思議」を取り上げ

表５ 原問題として望ましい問題

表３ 学校的課題と実生活の問題解決

表４ 数学的活動
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る。数列の漸化式を利用した、有名な教材である。フィボナッチ数列を構成する数は、フィボ

ナッチ数と呼ばれ、花びらの数や木の幹の分かれ方など自然界の現象に数多く出現する。ＲＬ

Ａの条件変更による問題作りも様々な視点で行うことができ、例えば、初期値の変更や演算の

変更、割る数の変更などが考えられる。問題作りには問題構造を理解することが重要となるた

め、生徒に対して特に丁寧に指導する。「17 段目の不思議」を通して、法則を見つけさせ、言
葉の記号化、証明法を生徒に示し、数学的な表現力を習得させたい。

３ 評価について

主体的な学びや思考力、表現力といったペーパーテストでは測りにくい力も、評価することが

求められるが、評価者の主観によるところが多かった。

本研究では、第１時から第４時までは、発言・観察・ワークシート等で評価規準に基づき評価

を行うが、第５時は、ポスターセッションを行うため、ルーブリックを用いて評価する。ルーブ

リックを作成するにあたり、西岡加名恵(2014)、田中博之(2017)のルーブリック作成手順を参考
にした（表６）。表７の本研究のルーブリックでは、身につけさせたい資質・能力を主体的な学

び、知識の活用、数学的な表現力、協働的な態度とする。そして、４つの評価の観点を、問題設

定・探究方法・ポスターの

工夫・発表とし３つのレベ

ルで評価する。 ①身につけたい資質・能力を明確にする

また、学習の振り返りを ②資質・能力を４つの評価の観点にして整理する

促すために相互評価や自己 ③評価の観点を文章化して評価規準を作る

評価を行う。生徒同士の相 ④１つの評価規準を３つのレベル差を考慮して判断基準を作る

互評価は４つの評価の観点 ⑤ルーブリックを一覧表にする

をおもしろい内容、深い探

究、ポスター、工夫された発表とし、参考としてルーブリックを配布する。自己評価は、項目を

増やし、第１時から第５時までの振り返りも含める。

問 題 設 定 探 究 方 法 ポスターの工夫 発 表

独創的な条件変更によっ 文字等を使い論理的な証 読むだけで内容が理解出 論理的な説明が出来ていて

て新しい発見が出来た。 明が出来た。また、数式 来るポスターで、問題・ 声の大きさも適切である。

A また、興味をひく問題設 化や証明はしていないが、 証明・考察（感想）が明 また、質疑応答への対応も

定だった。 探究が深い。 確だった。 よくチームワークも良かっ

次の学びにつながる問い 作品としての完成度が高 た。聴衆を見て話した。

がある。 い。

条件変更によって新しい 既習事項を活用し、事象 問題・証明・考察（感想）内容は理解しているが、声

B 発見ができた。問題設定 の数式化や一般化が出来 は明確だった。 が小さかった。チームワー

ができた。 た。 作品としての工夫が必要 クは良かった。聴衆を見て

だった。 話した。

問題設定ができなかっ 探究が中途半端であった。 作品としての完成度が低 資料やポスターばかり見て

C た。 く内容がわかりにくいポ いた。説明がわかりにくく、

スターだった。 内容が伝わらない。

表６ ルーブリックの作成手順

表７ ポスターセッションのルーブリック
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Ⅲ 指導の実際

１ 単元名 数列 （『高等学校新編数学B』第一学習社）

２ 単元の目標

(1) 簡単な数列とその和及び漸化式と数学的帰納法について理解し、それらを事象の考察に活用
できるようにすること。

(2) いろいろな数列の一般項や和について、その求め方を理解し、事象の考察に活用すること。
(3) 数学的帰納法について理解し、それを用いて簡単な命題を証明するとともに、事象の考察に

活用すること。

３ 単元の評価規準

関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解

数列に関心をもつとと 事象を数学的に考察し表現した 数列において，事象を 数列における基本的な

もに，それらを事象の り，思考の過程を振り返り多面的 数学的に表現・処理す 概念，原理・法則など

考察に活用して数学的 ・発展的に考えたりすることなど る仕方や推論の方法な を体系的に理解し，知

論拠に基づいて判断し を通して，数列における数学的な どの技能を身に付けて 識を身に付けている。

ようとする。 見方や考え方を身に付けている。 いる。

４ 「17段目の不思議」指導計画（全５時間）

時 学 習 内 容 指導上の留意点（評価方法） 評 価 規 準

・17 段目の不思議の計算に取 ・基本となる問題として 17 段目の不思 ・17 段目の不思議に興味をも
り組む。 議を提示し、オープンアプローチの手法 って取り組むことができる。

・17 段目の不思議の計算にか でさまざまな性質を発見させる。 （関）

１ くれている性質をできるだけ ・各グループから出された同じ性質をま ・性質をできるだけ多く見つ

多く見つける。 とめる。 けようとする。（見）

・各グループが発見した性質 （発言・観察・ワークシート）

をクラス全体で共有する。

・17 段目の不思議の証明を理 ・発見した諸性質を、文字式を利用して ・基本となる問題の証明を理

解する。 証明し、これらについて「記号化、予想、 解している。（知）

・17 段目の不思議の計算で、 証明」の手法を解説する。 ・具体数からの規則性を予想

２ ２段目を変化させた場合につ ・２段目と 17段目に注目させ、性質 し、証明が理解出来る。（知）

いて、計算し、性質を見つけ を考えさせる。 ・漸化式の意味を理解してい

る。 ・各自で２段目の数を変えた場合の証明 る。（見）

・全体で共有し、各自で証明 をする。 ・発見した諸性質を数学的に

する。 （発言・観察・ワークシート） 表現できる。（技）

・個人で基本となる問題から ・ＲＬＡのオリエンテーションと基本と ・問題について多面的・発展

条件変更を行い、問題を考え なる問題の「条件変更等による問題作り」 的に考えている。(見)

３ る。 を解説し、まず、個人で、次に各グルー ・問題作り、ポスター作りに

・ ・各グループで共有し、問題 プで発展問題について考える。 積極的に関わっている。（関）

４ を１つに決める。 ・生徒の相談にのりつつ、協働探究を損 ・数学的帰納法や mod を用い
・解の探究を行う。 なわないようにアドバイスを行う。 て証明ができる。（技）

・ポスター作りを行う。 （発言・観察）

・ポスターセッションによる ・ポスターセッションによる発表会を行 ・ルーブリックを使用し、評

５ 発表会を行う。 う。質疑の時間もとり、生徒や職員から 価を行う。

・他グループの発表に対して の質問、コメント、助言を行う。 ・相互評価・自己評価を行う。

質問をする。 ・教室内に３つの発表ブースを作る。
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５ 本時の指導（１/５時間）

(1) 本時のねらい
「17段目の不思議」に興味をもって取り組み、性質をできるだけ多く発見する。

(2) 本時の展開

時間 学 習 活 動 教師の働きかけ(○) 生徒の活動(●) 指導上の留意点と評価

導 ・出席確認 ○数当てゲームの用紙を配布する。 ・後半の問題作りにつながる問題

入 ・数当てゲームに取り組 ●指名された生徒は、６番目の数字を言う。 をゲームとして取り上げ、授業に

む。 ○指名した生徒の１番目に考えた数字を当 注目させる。

てる。 ・種明かしは行わない。

○ワークシート①を配布。 ・興味を持って取り組む。［関］

●問題１に取り組み、各自で気がついたこ ・出来るだけ多く性質を見つけよ

・個人で「17段目の不思議」と（性質）をまとめる。 うとする。［見］

ワークシートに取り組む。 ・３つほど出たところでグループ

問 活動にする。

題 ・グループは事前に人数をだけを

制限し、生徒間の話合いで決める。

提

・性質について個人で出た ●問題２として、各自が発見した性質をグ ・グループになると個人では気が

示 ものをグループで共有し、 ループで共有する。性質を、１枚の用紙に つかなかった性質に気づく。

話し合いをする。 １つ書く。

・話し合いの中で新たに気

がついたことがあれば追加 ・予想される性質の一例

する。 ・2、17段目が同じで 5
・11、14段目が同じ
・6、9、15段目が同じ
・1、4、10段目が同じ

・クラス全体で性質を確認 ○机間指導で生徒たちの声をひろう。 ・7、12段目は 0、5しかない
する。 ●各グループ用紙を黒板に貼っていく。 ・1 段目が奇数なら 7 段目は 5、
・各グループで書き上げた ○共通なものをまとめ、記号化する。 偶数なら 0になる
ものを黒板に貼り、共有す ・1 段目が 0、5 の場合、縦の列
る。 は 5、0にしかならない

・黒板に注目させ、同じものを１

つにまとめていく。

ま

と ・本時のまとめ ○次回の予告

め ・振り返り ●授業の感想を書く。

(3) 用意すべきもの ワークシート、マジック、マグネット、B4の紙
６ 第５時のポスターセッションの方法

ポスターセッションは、教室内に３つの発表ブースを作り、発表と質疑・応答を含めて各グル

ープ 10 分で行う。その後、相互評価記入の時間を２分とし、教師がタイムキーパーを務め全体
の進行を管理する。全グループが終了後に、自己評価を記入する。

目標 性質を見つけよう
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７ 仮説の検証

ＲＬＡを取り入れて数学的活動を工夫したことによって、生徒が主体的に取り組み、数学的表

現力がはぐくまれたかどうかを授業の様子、授業振り返り、作品（ポスター)、レポート、アン

ケート調査、自己評価（授業後の感想）ＳＤ調査などから検証していく。

(1) ＲＬＡを取り入れたことで数学的活動が高められたか
① 探究活動の充実

授業前の数学の授業における学習形態についてのアンケートでは 86 ％の生徒が、「考え方
の違いが共有でき、分からないところを教え合うことができる」との理由によりペアやグル

ープ学習を希望していることがわかった。

本研究では、探究活動をグループで行

ったことが、生徒の学ぶ意欲に結びつき、

図１にみられる探究活動の取り組みを問

う２つのアンケートにおいてすべての生

徒が肯定的に答えた。また、「満足でき

る探究活動であった」の項目でも 95 ％
が肯定的に答えた。

自由記述には「自主性を鍛えられ数学

の楽しさもわかるいい授業。」「内容が

深くおもしろい。」「難しかったが、出

来たときの達成感はあった。」など数学

の楽しさ、深い学び、達成感のある充実

した探究活動が出来たことがわかる。

② 自己評価からみられる学習の深まり

自己評価は全部で16項目だった。ここでは主体性や学びに関する項目を取り上げ検証する。

「17段目の不思議の性質をできるだけ多く見つけようとした」「17段目の不思議の性質の証

明を理解できた」という自己評価の項目では、すべての生徒が肯定的に答えており、主体的

に取り組み、さらに発展的な内容の証明が理解できたことがわかる。また、グループにおい

て「気づいたことや疑問点を友達に聞いたり話し合ったりした」の項目もすべての生徒が肯

定的に答えており、数学的なコミュニケーションが充実したこともわかる。さらに「性質を

見つけ記号化、予想、証明するという手法を理解し、活用出来た」の項目に関しては、90％

の生徒が肯定的に答え、すべての生徒が証明を理解出来た。そして、「他のグループの発表

を聞いてさらに理解が深まった」の項目では、すべての生徒が肯定的に答え、これは主体的

な学びが、深い学びにつながることを表している。

③ 問題作りからみられる主体的な学び

図２にみられる「問題作りで色々な

視点から考えた」の項目で91％の生徒

が肯定的に答えており、多面的に考え

主体的に取り組もうとしたことがわか

る。また、「問題について授業以外で

も考えた」の項目で、77％の生徒が肯

定的に答えた。

どのような問題にするのか､放課後も

残って話合いをする姿が見られ、生徒達なりに良い問題を作ろうとポスターセッション直前

まで工夫していた。ポスタータイトルは表８のように決定した。生徒の感想には「数学は深

いと思った。」や「数字を探究するということは、無限の可能性があると思う。」等があり、

図１ 探究活動を問うアンケート N=22

図２ 問題作りアンケート N=22

17 段目の不思議の探究活動に一生懸命取り組んだ

グループでの探究活動に積極的に参加した

問題作りで色々な視点から考えた
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ＲＬＡが遠山の言う「子どもに学び

の意欲を起こさせるための正しい方

法」に他ならないということを表し ポスタータイトル

ている。ＲＬＡを取り入れたことで １ 周期性の不思議

主体的に数学的活動を高めることが ２ フィボナッチ数列の奇数項をたすとどうなるのか

できたと言える。 ３ ６段目と 11段目の不思議

ＲＬＡについて、全体的な感想に ４ フィボナッチ数列足してみた

は「面白かった、楽しかった」とい ５ 奇数偶数の謎

う表記が多く見られた。自由記述で ６ modと周期の関係

は、「問題作りが大変だった。」が一 ７ ２段目の数は、何段目と同じ数になるのか

番多く、次いで「人にわかりやすく ８ mod11の不思議

説明することが難しかった。」と答

えた。「みんなで協力してできたので楽しかった。」等の意見もあり、生徒はＲＬＡに概ね

満足していると言える。市川は「学習者の目的的な探究活動において、さまざまな学習が付

随的、機能的に成立することをねらっている」と述べているが、本研究でも生徒の感想など

から、数学的コミュニケーション活動の充実や自己肯定感の高まりから授業への満足度も高

まっている。また、協働での探究活動が生徒同士の学び合いの場となり、数学のよさや楽し

さを実感することができたことがわかる。

(2) 数学的な表現力がはぐくまれたか
第２時のワークシートの「文字を使って証明してみ

よう」という問題の振り返りで「証明ができたか」の

問いに対して「できなかった」と言う生徒は一人もい

なかった。計算ミスや勘違い、また時間がなくて未完

成の生徒が数名いたが、第３時の「前時の振り返り」

では、全員が証明を理解し、図３のように文字を使っ

て証明することができた。感想にも「文字を使用して

の証明というある意味もっとも数学らしい事を楽しむ

ことができた」「文字を使ったら色んなことが証明で

きたので良かった」とあった。数学的な表現を、生徒

が実感できた場面と言える。

感想では「時間がもっとほしかった。」「発表の練習

が出来なかった。」「考える時間が少ない。」の表記が

多数あった。しかし、そのような時間の制約の中でも

生徒は、ポスターを仕上げ発表を行った。２グループ

のみポスターを仕上げられなかったが、探究メモを頼

りに板書による発表を行い、他者からの相互評価によ

る探究の項目評価は概ねＡであった。

ポスターセッションでは、「初めての経験で緊張し

た。」という感想が多数あったが、基本となる問題を

理解し、その証明方法を活用したポスターがいくつかみられた。典型的なポスターが８グルー

プのものであった。図４は、８グループのポスターとレポートの一部である。このグループは、

問題作りや探究活動もスムーズで、ポスターも早めに完成していた。しかし、ポスターセッシ

ョンで、考察の曖昧な部分が質問され、その後のレポートでは、図４下のように文字を使って

一般化する表現に変化した。他者との数学的コミュニケーションを通して数学的な表現力がは

ぐくまれたと言える。

表８ 各グループのポスタータイトル

図３ 生徒のワークシートより
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図５は６段目や 11 段目には特定の数
字しか表れない事を発見したポスターで

あるが、楕円枠内にあるように、具体的

な数字の代入を行っている。数字はたか

だか10個なので、代入も可能であるが、

ポスターセッションで質問を受けたこと

でレポートでは、文字を使って証明する

ことができた。さらにレポートでタイト

ルを「６段目と11段目と16段目の不思議」

に変更し、16段目が７になることを証明

していた。考察に新しく気づいたことと

して、４、７、10、13段目で奇数しか出

てこない段について証明し「偶数＋奇数

は奇数である。」と追加されていた。

感想から「発表の場で新しい発見があ

って楽しかった。」「他のグループのよ

さに気づけました。」とポスターセッシ

ョンを通して数学的コミュニケーション

を楽しんだと言える。90％の生徒が「数

学的な表現ができたポスターだった」と

自己評価が高く、自分たちで問題を考え、

ポスターに表現し、発表まで行う学習の

流れに満足している。授業は５時間で終

了したが、その後レポートを課したこと

で、自らのポスター（証明）を再考し、

学びの深まりとともに、数学的な表現力

が、はぐくまれたと言える。

(3) 評価について
ポスターやポスターセッションをルー

ブリックを用いて評価を行ったが、多く

の情報の詰まったポスターやポスターセ

ッションを、視点を分けて評価できたと

考える。また、プロセスが見えやすいと

いうことも利点である。

生徒が作成した問題を、教師がポスターセッション当日までわからないこともある。そのた

め、あらかじめ問題設定を予想したり、生徒の実態を踏まえてルーブリックを作成するので、

作成にかなり時間を要した。生徒は、ポスターセッション後に相互評価・自己評価を行い、レ

ポートを作成した。ポスターセッションが２学期最後の授業という時間的な制約があり、レポ

ートを冬期休業中の課題としたため、相互評価をレポートに活かすことは出来なかった。次回

への課題とする。

(4) 数学的活動に対する意識の変化
生徒の数学に対するイメージがどう変化したかを調べるために、授業前後にＳＤ調査を行っ

た。ＳＤ調査とは、「良い－悪い」など情緒的な対修飾語を両極端に配置した尺度を準備して、

概念の内包的意味を測定するものである。ＲＬＡの実践を行うことで数学やその授業に対する

「イメージ」や「感じ」などの情緒的反応が授業前後にどのように変化したのかを分析する。

13 高等学校 数学

図４ ８グループポスターとレポートの一部

図５ ３グループのポスターとレポート
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また、ＳＤを数学的に処理するため、肯

定的なイメージを表す修飾語から順に１～

４点を配した。その平均値が 2.5 未満で

あれば肯定的で、2.5 以上であれば否定的
なイメージを表していることになる。

本校では、生徒は進路に応じて授業（科

目）を選択しており、数学Ｂの選択者は、

授業前のアンケートで 83 ％が数学が好き
答えている。そのため授業直前のＳＤ調査

でも全体的なイメージは肯定的であった

（図６）。その反面で、「数学は好きだけ

ど苦手である」と答えた生徒が 50 ％だっ
た。授業前の否定的なイメージ６項目を書

き表すと数学は「複雑」で「長くて」て「重

く」「緊張した」「難しい」「冷たいもの」

というイメージである。授業後の変化は 25
項目中 24 項目が肯定的向へ変化し、この
うち有意な変化は 16 項目であった。５％
水準*で有意な項目を書き表すと、数学は
「満足」できる「軽い」「短い」「おもし

ろい」もので「目のさめる」ような「温か

い」もので「積極的な」「やさしい」「わ

かりやすい」ものと生徒に受け止められた。

また、１％水準で有意な項目が「満足」

であったことは、数学にＲＬＡを適用した

ことは、有効であったことを表している。

* 5％水準とは、「統計上ある事象が有意差があ

る」という主張は 95％以上正しいことを表して

いる。

Ⅳ 成果と課題

１ 成果

(1) ＲＬＡを取り入れた授業実践は、学習を探究活動として行うので、生徒の主体的な学びに有

効だと言える。ポスターセッション後にレポートにまとめたことによって、より数学的な表現

力がはぐくまれた。

(2) ポスターセッションの場において、他者との数学的コミュニケーションによって学習が深ま
り、数学的な表現がはぐくまれた。

２ 課題

(1) 探究活動においては授業者の指導力が問われることになるため、さらなる教材研究の必要性
を感じた。また、年間学習指導計画で適切な時間確保を行うことが必要である。

(2) ＲＬＡの作品（ポスターやレポート）やポスターセッションの評価については、事前に教科

内で生徒の実態に応じて、適切な評価規準を作成する必要がある。

(3) ポスターセッションでは、生徒同士の質問力が課題であるので、質問カード等の工夫が必要
である。

授
業
前

授
業
後

明るい

柔らかい

温かい

おもしろい

活発な

真面目な

親切な

のびのび

まとまりのある

ゆるんだ

愉快な

やさしい

自由な

好きな

簡単な

良い

楽しい

目のさめる

軽い

わかりやすい

満足な

積極的な

短い

とけこめる

らくな

暗い

硬い

冷たい

つまらない

おとなしい

不真面目な

不親切な

こせこせ

ばらばらな
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不愉快な

難しい

きゅうくつな

嫌いな

複雑な

悪い
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眠くなる

重い

わかりにくい

不満足な

消極的な

長い

とけこめない

きつい

Ｈ29 後期

図６ 授業前後のＳＤプロフィール
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