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I

研 究 の 目的
本稿 は、子 どもの文字 や文字式 についての理解 に関す るもので ある。
aや Xの 文字 その ものの導入 は小学校第 5学 年 で行 われ るが、 それに先立 って、第 3学 年 で

は□ が、第 4学 年 では□、△が取 り上 げ られ る。中学校 では、文字や文字式 を形式的 に操作 し
て考察 を進 めてい くことが学習 の中心 をな して い る。続 く高等学校以降、文字 や文字式 を十分
に駆使 して思考 を進 めて行 くことが、数学学習 の中心 である。
このよ うな数学学習 にお ける文字使用 の重要性 に もかかわ らず、中学校数学科 における指導
では、文字 に関す る内容 を理解す るの にかな りの抵抗 を示す生徒 が多 くみ られるといわれて い
る。 その理 由 としてはい ろいろと挙 げ られるで あろうが、子 どもの文字 や文字式、特 に変数 と
しての文字 の とらえ方 に問題 があるように思われ る。
ところで、中学校数学科 での文字 や文字式 についての指導内容 は、次 の 5つ に分 けて考 える
ことがで きる。
(1)数 量 または数量 の関係 を文字式 によ って表現す ること

(2)文 字式 を計算す ること
(3)文 字式 の表す内容 を読み取 ること
(4)文 字式 をいろいろな場面 で利用す ること
(5)文 字 や文字式 の意味を理解す ること
この中の (4)の 内容 については、 さまざまな場面 での利用 が考 え られるが、 それは 2つ の指
導場面、
「 文字式 による論証」 と「 方程式 や関数 の場面 での利用」 に大 きく分 け られ る。 ここ
で、前者 は、 中 2や 中 3で の指導 にお いて、文字式 による証明の問題等 について式 によ り思考
を進 めてい く場面 を指 して い る。
筆者 はグループを組 んで これ らについての研究 を行 って い るが、 そこでは、特 に (4)や (5)
に関連 して、子 どもの「 変数 についての理解」 に関す る様相 を明 らかにす ることが中心課題 の
1つ にな ってい る。 これ までにも、変数 の意味 について検討 し、文字概念 の形成 に関す る望 ま
しい授業 のあり方 を探 る中で、子 どもの「 変数 についての理解」 に関す る様相を観察、調査 し、
1)
分析 してきた。
そ こでは、文字概念 の形成 に関す る望 ま しい授業 のあり方 を解明す るために、次 のよ うな手
順 で研究 を進 めている。
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①

子 どもの行動 を現象的 に観察 し、発達 してい くそれぞれの行動相互 のつなが りを解明 し、
それ らの順次性 を考 えて発達段階を決 める。

②

指導 の対象 になっている子 どもが、発達段階 の どこにとどまっているのか、 その実態 を

③

明 らかにする。
子 どもの発達を促進す るためには、 どの ような指導内容、指導方法 がよいのかについて

実証的検討を行 う。
現在 の ところ、①②を中心 とし、③ について も実験授業 を通 して考察 を進 めている力ヽ 文字、
特 にその変数的 な扱 いについて、教育実践 を通 した多 くの知見 をまとめ、 そこでの問題点 を検
討 してお くことは、子 どもの文字 や文字式 についての理解 に関す る研究 を進 める うえで意義 の
あることと考 える。
「
以上 のような問題意識 の もとに、本稿 では次 のことを 目的 とす る。

1)文 字 や文字式 の使 い方 についての発展 の様子 を、数学史 の立場 か ら概観す る。
2)主 に中学校数学科 での変数 や変域 の扱 いの変遷 を、学習指導要領や教科書等の記述 によっ
て検討す る。

3)中 学校数学科 における変数 の扱 いに関す る問題点 について、小学校算数科での実践研究
も参考 にして検討す る。
Ⅱ

研 究 の 内容
1 文字や文字式 の使 い方の発展
ここでは、文字 や文字式 の使 い方 についての発展 の歴史を概観す る。
アレキサ ン ドリア時代 のディオファン トス (A.D。 300年 頃)の 『 数論』 には、代数 とみな

される種類 の計算 が載 っていて、
「 その計算 は未知量 をもち、式が立て られ、 そ の未知量 の値
を求 め る操作 が行 われてい る」。 そこでの「 代数 はすべて、全 くの確定数 を求 めること」であっ
て、
「 その代数的手法 は、 われわれが用 い る場合 と同 じ一般性 をもって用 い られて い ない」 と
いわれて いる。2)
ルネッサ ンスの時代 は記号 の整備 に始 ま ったとい うことがで きるが、 その一方 で、未知数や
任意 の定数 についての文字 の使用 に関す る発展 も始 ま ってい る。
イタリアの修道士パ チオー リは、 1494年 に『 算術、幾何、比 お よび比例大全』 を著 して い
る。 これ はパ チオー リ自身 の著作 や当時 の一般的知識 を集大成 したものであるがヽ そ こでは、
未知数 cosa,そ の平方 censO,立 方 cubOが 、 それぞれ co,ce,cuで 表 されて い る。 この よ う
な記号化 による もの は、COss記 号 の代数学 といわれる。
また、 ドイツのシュティー フェル は、1544年 の『 算術全書』 の中 で、 2次 方程式 の係数 に
負 の数 を採用 し、多 くの形 の例 を 1つ の形式 に整理することがで きた。 その彼 でさえ、方程式
の解 として負 の数 を認 めることはで きなか った とい う。
3次 方程式 の解法 に関連 しては、 カル ダーノとタル タリアとの先陣争 いについての論争 が有
名 であるが、 そのカル ダーノの『 大 なる術』 が 1545年 に出版 され、 3次 、 4次 方程式 の解法
が知 られるようになった。 この著作 には、 さまざま形 の 3次 方程式 の解法 が詳 しく述 べ られて
いるが、各項 の係数 は正でなければな らなか ったので、 1つ の式 ですべての 3次 方程式 を表す
までには達 して いない。興味深 いことに、取 り上げた特定な数係数 の方程式 が、同時 に一般的
な場合 も表 して い ると考 えて いた。例 えば、 X3+6X=20と い う方程式 が、 X3+px=q
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とい う形 の式すべてを代表す るもの として扱 われて い る。まだ このような文字の使 い方ではあ っ
たが、 この『 大 なる術』 の公表 が、 その後 の代数学 の様 々な研究分野 に与 えた影響 には計 り知
れない ものが ある。
代数学 の実質上 の創始者 といわれ、 16世 紀 フラ ンス最大 の数学者 とされ るヴィエ ト (ラ テ
ン名 ヴィエ タ)は 、 1591年 の『 解析法入門』 の中で、未知 の量をA,E,I,0,Uの よ うな
母音大文字 で、既知 または定 め られて いる大 きさや数 を B,G,Dの よ うな子音大文字 で表 し
て い る。 ここにおいて代数学 では初 めて、未知量 の概念 とパ ラメー ター概念 との区別 が明確 に
なされた。 この ことは、既知 の数 を文字 で表 して一般的 に考 えることを可能 に し、代数 を理論
化す るのに大 きな役割 を果 たす ことになった。
現在 の ように既知 の数 をアル フ ァベ ットの初 めのほ うの文字 a,b,cな どで、 未知 の数 を

終 わ りのほ うの文字 X,y,zな どで表 したり、 X3,x4な どの表記 を確立 したの は、 フラ ン
スのデカル トである。 それは『 方法序説 および三試論』 の中の『 幾何学』 や『精神指導の搬
において示 された。 ここに至 って、記号代数学 が完成す る。3)
以上概観 したように、文字 は未知数 として使 われ始 め、 その後永 い年月 を経 て、 ヴィエ トに
ll」

よ って任意 の数 を表す もの として使 われるようになる。文字 が変数 として使われるの は、 さら
にまたその後 のことであ った。4)

2

数学教育 における変数 や変域の扱 いの変遷
ここでは、中学校数学科 での変数 や変域 の扱 いの変遷 について、学習指導要領 の記述 や当時
のことについて述 べ た文献、 および教科書 の記述等 によって検討す る。変数 は関数 と独立 に考
え られるが、変数 は関数 の概念 と関連 させて語 られることが多 いので、必要 に応 じて関数 の扱
いについて も触れる ことにす る。

(1)初 期 の段階 での変数、関数 の扱 い
関数概念 を数学教育 の場 に取 り入 れよとの主張が 20世 紀初頭 になされた ことは衆知 の こと
であるが、当時 の関数思想 や変数 は実際 の数学教育 の場 で どのよ うに取 り上げ られたのであろ
うか。 それについて、佐藤良一郎 は「 当時考 え られた函数思想 とい うの は、現代的 な意味で の
函数思想 とちが って、直観的であ った」 とい う。
「 二つの変数 X,yが ぁ って、 Xの 値 が定 まるとそれに伴 って yの 値 がただ一 つ に定 まると
5)

き、 yは Xの 函数 であるとい う」 として関数 を理解 し、
「 このよ うな考 え方 で、 卑近 な 自然現
の
の
そ
ため
を
ること
してそ
や
させ
道具 として表 や グラフや式 を取 り扱 う
、
観察把握
象 社会事象
とい うことが、函数思想 の涵養 であるとした」 とい うのがその状況 であ った。 この場合、 Xの
値 や yの 値 とい うの は、陽 Jに 数 だけに限 るとい うので はなか ったが、集合 とい う考 えを表面
にあ らわに出す ことはなか った。」 とい うの は注 目に値す る。
そ して、変数 については、次 のよ うな理 由か ら「 いろいろの値 をとりうる記号 である」 とい
うように「 漠然 ととらえ」 て いたとい う。6)
「 大学 では、集合論 や群論 とい うもの は講義 されて いた時代 ではあるが、集合 とい う考 えを、
初等 の数学教育 に持 ちこもうとい う企ては誰 もしなか った。 むつか しい と考 えたか らである。
もちろん、 だか ら、
『 集合 の任意 の要素 を表 わす記号 を変数 といい、 その集合 をそ の変数 の変
域 とい う』 といったような思想 は、 まだ現われて いなか った。少 な くとも筆者 の視聴 の とどく
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範囲 にはそ うい う思想 はなか った。」
このよ うな意 味か らすると、当時 の変数 とい う考えは「 いわば、直観的未分析 の ものであ っ
た」 というのが佐藤 の考 えである。
上 に引用 した「 直観的未分析」 といわれる関数 の定義 に して も、変数 の定義 に して も、現在
の中学校 の教科書 にみ られるもの とほぼ同様 であることは興味深 い。

(2)学 習指導要領での記述
日26 (1951) 生
田
ヨ
不
F周反
いわゆる生活単元学習 の学習指導要領 (試 案)は 中学校高等学校 が 1冊 にな ってお り、 300
ペー ジ程 の分厚 い ものである。現在 の学習指導要領中の数 ペ ージの数学 の部分 と 1冊 の指導書
数学編 が一緒 になっていたと考 えればよいであろうか。
そ こでの指導内容 は、
「 教師 の責任 を遂行す るための手 がか りとなる参考資料 と して考 え ら
れた」中学校数学科指導内容一覧表 で示 され、
「 生活経験」
「 理解 および能力」「 用語」 の 3つ
の柱 だてで記述 されて い る。7)そ こでの文字 や文字式 に関す る内容 を列挙す ると、次 の よ うで
ある。 (丸 番号 は生活経験、・ は理解 および能力 の欄 の記述)
中学校第 2学 年
④ 日常生活 に現 れる量や、その間 の関係 を文字 や式 によって表 わす。
・ 文字 を用 いて、数や量を表わ した り、表 わされたものを理解 した りする。
⑥ 日常生活 に起 る問題を、方程式を用 いて解 く。
・ 未知 の量を Xな どの文字 を用 いて表 わす。
中学校第 3学 年
⑤ 日常生活 に用 い られる基礎的 な公式や等式を知 った り、用 いた りす る。
・ 公式 の中 にある必要 な文字 を未知数 として、 その式 を解 く。
自然 や社会 にお けるいろいろな現象を理解するのに、関係概念 を用 い る。
・ 関係 ある二つの変数 について、一つの変数 がわずかに変化 した場合 に、他 の変数 は、
だいたい前者 に比例 して変化す ることを知 り、 これを用 い る。

⑦

この一覧表 に続 く「 指導内容 の説明」 では、次 のように具体的 に述 べ られて い る。
「 § 1.数 Ⅱ.分 数」 の箇所 では、
「 生徒が理解すべ きことは、文字 でかかれた分数 につい
て も、普通 の分数 と同 じ原理で計算 で きることである。 こうして、数 とい う表現 の世界 か ら、
文字 を用 いた変数 とい う表現 の世界へ と、生徒 の理解 を高 めて い くことが、中学校 での仕事 で
ある。」 とい う記述がある。 また、
「 §4.比 および数量関係 Ⅱ.数 量関係」 の ところでは、
「 変量や変数 の考 ぇを、 は っきりとりあげて指導す るのは、中学 2年 か らの仕事」 ではあるが、
その素地 として中学 1年 では、次 の ことを理解す るように指導す る必要 があるとしている。
「 (1)時 刻 や時間 によって変 る量 は、時刻や時間に対応 させて時間 の流 れ の順序 に比較
して い くときに、 しだいに増加す るとか減少す るとか い うことばが用い られること。
(2)物 の代価・ 仕事 の量 など、 日常 に必要 となる数量 の値 が、 どんな要素 によ って決
まるかを理解す ること。
(3)和 の形 になる量 は、各項 が決 まれば決 まる。 また、積 の形 にな る量 は、 各因数 が
決 まれば決 まること。」
「 §6.代 数的表現」 の ところでは、
「 文字 の表わす意味」 として次 のことをあげている。

００
００
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「 (1)式 中の文字 は、問題 にな って い る量、数 あるい は式 などを一 般 的 に表 わ した もの
で、問題 の条件 の許す範囲で、 どんな数値 で もとりうる。
(2)文 字 は、普通 の数 と同 じように取 り扱 って、計算 の対象 とすることができる。

(3)異 なる文字 は、異 なる対象 を表 わす。」
「 数量 の関係 を表 わす式 についての指導」 の箇所 では、文字 を用 いて関係 を表 す ことの利点
の一つ として、次 のことをあげて い る。
「・ 式 の中の、 ある一 つの文字 を未知数 と考 え、他 の文字 を既知数 と考 えると、公式 は一
つの方程式 とみ られ る。 したが って、 それを解 けば、未知数 と考 えた量 を表 わす公式
が作 れ る。
・ 式中の文字 や項 を一 つの変数 とみると、公式 は、 それ らの変数 の間 の対応 の関係 を示
した もの とみることがで きる。」
以上みてきたように、 ここでの記述 は、方程式 での文字 は未知数 と明示 し、文字 を変数 とし
てみる見方 は代数的表現 および関数 との関連 として位置づ け られて い る。 また、変域 の言葉 そ
の もの は使 われて いないが、文字 の表す意味 の ところでの「 問題 の条件 の許す範囲で、 どんな
数値 で もとりうる」 とい う記述の 中 に、変域 へ の着 目をわずかに読 み取 ることができる。また、
「 異 なる文字 は異なる対象を表す」 という文字使用上 の約束 が明示 されて い る点 が特色 である。
現在 の指導 に比 べ ると、指導 の時期 が全般的 に 1,2年 程後退 して い ることは、 よ くいわれて
い る通 りである。
この生活単元学習 の学習指導要領 が発表 され ると同時 に、 それを改正するための研究 が各種
研究団体 によ って進 め られた。 そ こでの意見を井上義夫氏 は次 の 7点 にまとめて い る。3)
①
②
③
④
⑤
⑥

小学校 で、小数・ 分数 の四則 の仕上 げをする こと
小学校 の図形教材 を充実 させ ること
中学校 で、文字 の導入 の時期 を早 め、式計算 を充実 させること
小・ 中を通 じて、関数教材 を充実 させ ること
中学校 に 2次 方程式 を
中学校 で、初等幾何 を

高校 の必修 としての関数教材 の充実 …微積分 の初歩 を必修 の内容 に…
④ については、
「 関数的 な見方 の扱 い は、主 として、比例 e反 比例 まで の範囲 に止 ま って い
た。 これに対 して、変数 と変数 との間 の対応 とい う考 えを もっと強 く打 ち出 し、取 り扱 う関数
⑦

の範囲 も、 よ り広 くしよ うとい う方向で、研究 が進 められた。」 とい う。既 に教育現場 で は、
関数指導 において対応 の概念 が強調 され、変数 の扱 い も着 目され強調 されて いたのである。
日33 (1958) 自
田
ヨ
不
F局 反
いわゆる系統学習 の学習指導要領 は、 それ以降 の指導要領 の内容 の記述 のス タイルに近 い も
のになってい る。
第 1学 年 の式 の内容 の (1)の 小項 目として、次 のことが あげ られて い る。
「 ア 式 の中 の文字 は、数 の代 りの記号 であること。
イ 式 の中の文字 に、数値 を代入 して式 の値 を求 めること。」
その扱 いの程度 については、文部省指導書 9)で 、
「 第 1学 年 では、任意 の数、 定数 と して の
文字 の取扱 に じゅうぶん慣 れるよう指導 されな ければな らない。変数 としての考 え方 や見方 は
第 1学 年 では、 しだ いに伸 ば して い くが、 そのね らいの内容 を重点的 に取 り扱 うの は第 2学 年
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においてである。」 と述 べて い る。
文字 は第 2学 年 で本格的 に指導 された。 その内容 の表現 には当時 の文字 に対す る考 え方 がよ
く現れて いるので、以下 にそのまま引用す る。
「 (1)文 字 および文字 を用 いた式 の意味 の理解 を深 め、数量 の間 の関係 を表現す る能力
をいっそ う伸 ばす。
ア 文字 で表 わされた式 を一 つの数 とみること。
イ 式 の中 の文字 を変数 としてみること。
ウ 等式 の中のある文字 を未知数 としてみること。
工 未知数 として一つの文字 を用 いて、数量 の間の関係 を方程式 に表 わす こと。
オ 未知数 として二 つの文字 を用 い ると、数量 の間 の関係 が方程式 に表 わ しやす くなる
こと。
力 式 が表 わす関係 は、用 い る文字 にはかかわ りな く、式 の形 のみに依存す ること。
キ 文字 を用 いて数量 の間 の関係 を表 わ したとき、文字 の と りうる値 の範囲 に制約 のあ
ること。」
方程式 の中の文字 を未知数 と明示 し、用語 として も「 未知数」 をあげて い る。 また、 キでは
変域 に対す る配慮 も明確 に述 べて い る。文字 の取 り扱 いについての基本的 な考 え方 が箇条書 き
的 に明示 されたとい うことがで きる。
なお、第 2学 年 の数量関係 では、
「 必要 に応 じて、公式 の中のある文字 を変数、他 の文字 を
定数 とみな して、比例関係 や一次 の関係 を見 いだす ことがで きるようにする。」 と記述 されて
お り、用語 として「 変数」
「 定数」 があげ られて い る。 これについては、例 えば S=1/2a h
の よ うな公式 にお いて、 Sと hを 変数、 aを 定数 とみると、 Sは hに 比例するとみ られるよう
にすることが例示 されて い る。 この ことに関す る当時 の議論 として、
「 生徒 にと って は、 一 つ
の公式 の中で、文字 を変数 や定数 とみて、 どの一般 の比例関係 にな って い るかを見 いだす こと
は、容易 なことではない」 とい うことがいわれたとい う。D
また、 この時期 の ことと して、植竹恒男 は、昭和 35年 の高等学校学 習指導要領 の改訂 を受
けた教科書作 りに当たって、
「 変数 も『 ある集合 の元を表わす文字』 とい うよ うな考 えか たで
定義 したか ったが、高等学校 の学習内容 だけではあま りにも積 み上 げが足 りなか った。 やは り
小学校 や中学校 か ら『 その気 になって』素地 を作 って くる必要 があ った。」 と述 べ て い る。D
それに先立 つ昭和 29年 頃 には高等学校 の教科書編集 にあた って変数 の定義 が問題 にな り、
「あ
い
い
の
る文字 がいろいろな数 を表 わす と考 え られるときそ 文字 を変数 と う」 と う定義 にな った
とも述 べている。生徒 の学習状況 と数学的 な定義 との協調 が探 られて いたとい うことがで きる
であろう。
昭不口44 (1969) 年版
いわゆる現代化 の学習指導要領 では、中学校第 1学 年 で、集合 の要素間 の対応 として関数 が
定義 されて いる。 その記述 は次 の通 りである。
「 二つの集合 について、 その要素 の間 の対応関係 を考 え、関数 についての理解 を深 める。
ア 変数 と変域 の意味。
イ 関数 の意味。」
この変数 や変域 の扱 いに関連 して、文部省指導書のでは、
「 集合 の要素 は数 だ けに限 らな い
か ら、変数 は必ず しも数 だけをと りうるものでないことに注意 しなければな らない。
」
「関数 の
とる値 の変化 の様子 を考察す るときは、変数 の とりうる要素 の範囲が明確 であることが前提 で
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あり、 ここに変域 について理解 させ る必要 がある。」 と述 べて い る。
数・ 式 についての内容 の解説 では、
「 従前 の学習指導要領 では、第 1学 年 で『 式 の 中 の文字
は、数 の代 わ りの記号 であること』 が示 されて いたが、 このよ うな式 の中の文字 の意味 につい
ては今回 は特 に明示 してはいない。 これは文字 の使 い方 をさらに広 くしよう、 とい う考え方 か
らでて い るもので ある。」 と述 べ て、 その立場を明確 に してい る。 また、小学校 で指導 され る
□ や△、 aや Xな どの文字 について、
「 それ らの記号 が単 に特定 の数 を表 わす記号 と してだけ
でな く、 ある範囲 の数 をいろいろにとりうる記号 である見方 を しだ いに させて い る」 と述 べて
お り、小学校 の段階か らそれ らを変数的 にとらえるような指導 が行 われることへ の期待 を明言
して い る。
方程式 や不等式 に現 れ る文字 Xに ついては、
「 未知数 とい う考えでな く、 ある集合 の数 を い
ろいろとりうるとい う見方をさせ る」 と述 べて い る。 また、第 2学 年 での 2元 1次 方程式 に関
連 して、
「 二つの文字 を未知数 としてみるのでな く、変数 とみて、 それぞれの変域が明確 にな っ
て いれば、 それぞれの数値 を代入 して、等式 の真偽 を判断す ることがで きる。」 と し、 方程式
と不等式 を解 の集合 を決 めるための条件 として統合的にみるように して い る。
このよ うに、変数、変域、関数 について、集合 を前面 に出 した定義 や取 り扱 いが明示 されて
い る点 で、 そ して、第 2学 年 では関数記号 fが 、第 3学 年 では定義域 や値域、逆関数 が取 り上
げ られた点 で、極 めて数学的であ ったことが特徴 である。変数 は必ず しも数 だけをとりうるも
のでないことを明示 して いるの は、 このときだけである。
昭和 52(1977)年 版
いわゆる基礎・ 基本 の学習指導要領 ではく変数、変域 はそれまで と同様 に第 1学 年 で扱 われ
て い るが、集合 の要素間 の対応 としての関数 の定義 は第 3学 年 で の扱 いにな って いる。

変数 の扱 いの程度 について、文部省指導書Dで は、第 1学 年 では「 具体的 な事象 における変
化 の考察 の場面 で、変量 として とらえる」、第 3学 年 での集合 の要素間 の一 意対応 と して関数
を理解 させ る場面 では「 変数 はその集合 の任意 の要素 を表す もの」 としてその意味 を明確 にす

ると述 べ られて い る。 また、第 3学 年 での定義域 と値域 については、
「 それ らを集合 と して と
らえる ことによってその意味が一層明確 になる」 として い る。
集合 の要素間 の対応 としての関数 の定義 が第 3学 年 の扱 いに後退 したわけであるが、 その理
由 として、国家名 とその首都名 との対応 などのように、 それほど意 味 のない ものを取 り上げ過
ぎたとい う指導上 の問題 とともに、集合批判 に代表 されるマス コ ミ等 の論調 の影響 が考 え られ
る。 もっとも、変数 を「 集合 の任意 の要素 を表す もの」 とす る扱 いが指導書 に明示 されて いる
ことは、上 に述 べ た通 りである。
平成元 (1989)年 版
現行 の学習指導要領 では、変数、変域 は第 1学 年 の用語・ 記号 の欄 に示 され、 また、第 3学
の
年 の定義域、値域 の用語 は削除 されて い る。文部省指導書 では「 事象 にお ける変化 の考察 に
お いて、伴 って変 わる二つの数量 についての変化 や対応 の仕方 に着 目す る ことを通 して、変数
についての理解 を深 めるとともに、 その変数 が と り得 る値 の範囲 を明確 にす ることも大切 であ
る。」 と書 かれ、集合 としての扱 いは前面 にはみ られな くな った。第 3学 年 で の集合 の要素間
の対応 としての関数 の定義 について も、 み られない。
数学教育 の現代化 によって もた らされた、集合 をベースに して思考 の対象 を明確 にす るとい
う主張 は、変数、変域、関数 の定義 については、 2回 の改訂 を経 て消滅 したと位置付 けること
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がで きるであろう。

(3)教 科書 の記述の検討
ここでは、教科書 の記述 によって、変数 や変域 の扱 いの変遷 について検討す る。
戦後 の中学校数学科 の教科書 を検討す るに先立 って、 1930年 代 の高等小学校 での扱 いにつ
いてみてお く。平林一栄 が指摘す るように、
「 わが国 の現在 の中学校 の性格 を歴 史的 に とらえ
ようとすれば、初等教育 の上段階 と考 え られた『 高等小学校』 と、中等教育 の下段階であ った
旧制 の『 中学校、高等女学校』 の低学年 の部分 をかえ りみる必要 がある。
」D吉 田稔 も、高等小
。
学校 の教育 への着 目の必要性を主張 して い る。
1937(昭 和 12)年 〜1939(昭 和 14)年 の『 高等小学算術書』めによれば、方程式中の文字 に
ついて、第 1学 年 の I代 数式 [代 数的解方 1]の ところで、
「 X× (1+0.03)=100ヤ X+(X‑1.4)=8.6ノ ヤウナ,未 知数 ヲ含 ム等式 ヲ方程式
トイヒ,方 程式 ヲ用 ヒテ問題 ヲ解 クコ トヲ代数的解方 トイフ.」
第 2学 年 の教師用書 では、
「 方程式 ヲ満足 セシムル未知数 ノ値 ヲ,ソ ノ方程式 ノ根 トイフコ トヲ教 フベ シ.」
と述 べている。 また、関数 については、第 3学 年 のⅢ代数式 [函 数]の ところで、
「 一般 二甲 ノ数 卜乙 ノ数 トノ間 二或関係 ガア ッテ,甲 ノ数 ガ変化 ス レバ 乙 ノ数 モ変化 シ
甲 ノ数 ガ定 マ レバ乙 ノ数 モ定 マル場合 二,乙 ノ数 ハ甲 ノ数 ノ函数 デアル トイフ.」
として定義 して い る。
以上 の ように、方程式 の解 は未知数 と明示 し、関数 の定義 は変化 と対応 の観点 を盛 り込 んで
行 われるが、変数や変域 へ の着 目についての特別 な記述 はみ られない。
,

続 いて以下、戦後 の中学校数学科 における変数 や変域 の扱 いについて、 1つ の出版社 が発行
した教科書Dを ほぼ 10年 間隔 で取 り上 げ、 そ こでの記述を順 に概観す る。 な お、 変数概念 を
基盤 として定義 され る関数 の定義 について も、必要 に応 じてみてお くことにする。
1950 4FFt

ここで取 り上げた昭和 33年 度版 の教科書 は、昭和 26年 (1951)の 学習指導要領 (試 案)の
もとでの ものである。
文字式を計算す ることは第 2学 年 で扱 われた。第 2学 年 の「 方程式」 では、
「 式 にお、くまれて い る文字 に、 ある特別 な値 を代入 したときだけ両辺 が等 しくな るよ うな
等式 を方程式 とい う。 そ して、 その文字 を未知数、 その特別 な値 を根 とい う。」
「 方程式 を解 くには、未知数 Xを ふ くんだ項 を左辺 に、 …」
第 3学 年 では、
「 連立方程式 は未知数 が 2つ あ ってどうして解 いて いいかわか らない。 未知数 が 1つ だ け
の方程式 になおせ るな ら、 つごうが いい。」
とい うように、 1元 1次 方程式、連立 2元 1次 方程式 の解 を「 未知数」 として明確 に位置付け
て い る。
第 2学 年 の「 比例 と反比例」では、式 y=ax(aは 一定 の値)に ついて、「 この一 定 の値

aを 、比例定数 とい う」 とあるが、定数 その ものの定義 は 3学 年 を通 じて与 え られて いない。
第 3学 年 の「 座標 とグラフ」 では双曲線 が扱われ るが、
「 この放物線 は第 3、 第 4象 限 にな
へ
いの はなぜか」 とい う問 いに、 わずかに変域 の着 目がみ られる。 また、章末 の「 研究 ―問題
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と式 とグラフー」 では、問題 に述 べ られて い ることを式 やグラフに表 した場合、「 問題 の意味
より広 くな っている場合 がある」 ことについて、注意 を促 して い る。 これ ら2カ 所 だけが変域
についての内容 を暗示 させ るものである。
以上述 べ たように、 この時期 の記述 は、変数 の用語 は勿論、変域 に関す る内容 について もほ
とんど触 れて いないとい うことがで きる。 また、未知数 とい う用語を前面 に出 して方程式 の解
を扱 ってい る点 が特徴的である。
1960生 Fft

ここで取 り上げた昭和41年 度版 の教科書 は、昭和 33年 (1958)の 学習指導要領 の もとで の
最初 の 38年 度版 に続 くものである。
第 1学 年 で比例・ 反比例が取 り上 げ られ、第 2学 年 の「 式 の値 の変化 とグラフ」 では、 1次
関数 の学習 の冒頭 で、次 のよ うに変数を定義す る。
「 式 y=o.5X+3の Xや yの ように、 い ろいろな値 をとる ことので きる文字 を変数 とい
い、0.5や 3,ま たは円周率 πのようにきま った数、 または、 きま った数 を表 わす文字 を
定数 とい う。」
なお、 これに続 く 1次 関数 の定義 は、次 の通 りである。
yが Xの 一次式 で表 わされるとき、 つ ま り、 y=ax+b
「 二つの変数 X,yが ぁ って、
(a,bは 定数、 a≠ o)と い う関係があるとき、 yは Xの 一次関数 (下 次函数)で あ る
とい う。」
変域 の用語 は 3学 年 を通 じて使 われないが、第 3学 年 の「 関数 とグラフ」 で は、「 変数 Xの
値」 とい う表現 とともに、 それは「 不等式 を使 って、 0<X<180と 書 き表わす ことができる」
とい う記述 がみえる。 なお、 その直前 では、関数 を次 のよ うに定義 して い る。

yの 値 もきまるとき、
「 二つの変数 X,yが ぁ って、 Xの 値 が きまると、 それに対応 して
yは Xの 関数 (函 数)で あるとい う。」
以上述 べ たように、 この時期 の記述 は、変数、 1次 関数、関数 それぞれの定義 は今 日使われ
てい るものとほぼ同様 に行 われて い るが、変域 の用語 はみ られない。
1970生 Fft

ここで取 り上げた昭和 50年 度版 の教科書 は、昭和 44年 (1969)の 学習指導要領 の もとで の
最初 の 47年 度版 の 1/4改 訂版 である。
まず第 1学 年 の「 方程式・ 不等式」 の初 めにt次 のよ うに変数、変域 を定義 して い る。

X
「 ある集合 Aの どの要素 を も表す ことので きる文字 として、 たとえば、 Xを 使 うとき、
」
を変数 といい、集合 Aを 、 Xの 変域 とい う。
2章 後 の「 関数」 では、関数 を定義 した後、次 のよ うに変数 について述 べて い る。
「 式 y=2x‑4や y=kxで 、文字 X, yは ぃろいろな値 をとることがで きるか ら変数 で
ある。 しか し、式 y=2x‑4の 2,‑4や 、式 y=kxの kの 値 は一定 で変 わ らない。 こ

の ように、 2,‑4の ような数、 および kの ように、一定 の数 を表す とみ られる文字 を、
変数 に対 して定数 とい う。」
なお、 これに先立 って述 べ られて い る関数 の定義 は、次 の通 りである。
yが ただ一 つ だ け対
「 二つの集合 X,Yが あ って、 Xの どの要素 Xに 対 して も、 Yの 要素

『 yは Xの 関数 であ
応す るとき、 その対応 をXか らYへ の関数 とい う。 また、 このとき、
る。』 ともい う。」
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第 2学 年 の「 一次関数」 では関数記号 fが 対応 の規則 として取 り上げ られ、第 3学 年 では、
「 関数 f:X→ yに おいて、 Xの 変域 を関数 fの 定義域 といい、定義域 の各要素 Xに 対
応 して定まる yの 集合 を、関数 fの 値域 とい う。」

として定義域、値域 の用語 が取 り上げ られた。
以上述 べ たように、 この時期 の記述 は、関数 の学習 に先立 つ方程式・ 不等式 に関連 して、変
数、変域 が扱 われ、 その定義 は集合 を前面 に出 した表現 になっている点、 また、関数 の定義 も
集合 の要素間 の対応 として数学的 な記述 が取 られてい る点 で極 めて特徴的である。数学教育 の
現代化 の精神 が十分 に表 れて い る。
1980生 Fft

ここで取 り上げた昭和 59年 度版 の教科書 は、昭和 52年 (1977)の 学習指導要領 の もと、 全
面改訂 された 56年 度版 の 1/4改 訂版 である。
第 1学 年 の「 文字 と式」 での式 の値 に続 いて、次 のように変数、変域 を定義す る。
「 この場合 の aの よ うに、 いろいろな値 をと り得 る文字を変数 といい、 変数 の と り得 る値
の集合 をその変数 の変域 とい う。」
なお、相前後 して示 される関数 の定義 は次 の通 りである。
「 変数 X,

yが ぁ って、 X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 Xの 関数 であるとい う。」

また、第 3学 年 の「 関数」 では、対応 による関数 の定義 が次 の ようになされる。
「 と もなって変わ る 2つ の変数 X, yの 変域 をそれぞれ X,Yと す る。 この とき、 XQど
の値 に も、 yの 値 がそれぞれただ 1つ 対応す るな らば、 その対応 をXか らYへ の関数 とい
う。」
変域 について は集合 として明確 に定義 して い る。関数 の定義 については、第 1学 年 では「 y
は Xの 関数 である」 とい う述語的 な定義、第 3学 年 では中学校 での関数 の学習 の まとめとい う
意味で、集合 は全面 に出 さずに「 対応」 によって定義 してお り、苦労 の跡 が うかがえる。
なお、 この教科書 に続 く昭和 62年 度版 での変数 の定義 は「 いろいろ な値 を とることので き
る文字」、変域 は「 Xの とりうる値 の範囲」 となっていて、 それは関数 の ところで取 り上 げ ら
れて い る。現代化時代 の扱 いが じりじりと後退 して い くように読み取 れるであろ う。
1990生 Fft

ここでは、平成 5年 度版 の中学校数学科教科書 6点 つすべてについて検討す る。各教科書で
の記述 は、次 の通 りであり、 その定義 はいずれ も関数 の ところで取 り上げ られている。
・ 「 上 の式 y=4Xで 、文字 Xは

1,2,3な どの値 をとる。 この Xの よ うに、 い ろい ろな
値 をとる文字 を変数 とい う。文字 yも 変数 である。/変 数 の とる値 の範囲 を、 その変数 の
変域 とい う。」

0「 X分 後 の水 の深 さを y

す ると、 X,yは いろいろな値 をとる。 この X,yの ように、
いろいろな値 をとる文字 を変数 とい う。/こ のように、変数 には、 それが とりうる値 の範
cmと

囲がある。 その範囲 を、 その変数 の変域 とい う。」
・ 「 この X,yの よ うに、 いろいろな値 をとる文字 を変数 とい う。/変 数 Xの とりうる値 の
範囲 を、変数 の変域 とい う。」
・ 「 上 の例 の Xの よ うに、 いろいろな値 をとることがで きる文字 を変数 とい う。文字 yも 変
数 である。変数 の とることので きる値 の範囲 を、 その変数 の変域 とい う。」

ｎフ
００
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0「 問 3の X, yの ように、 いろいろな値 をとることができる文字を変数 とい う。/こ の よ
うに、変数 のとる値 の範囲 を、 その変数 の変域 とい う。」
・ 「 このよ うに、 いろいろな値 をとることのできる文字 Xを 変数 といい、変数 Xの と りうる
値 の集合 を変数 Xの 変域 とい う。」
変数 の定義 は、
「 いろいろな値 をとる
きてい る。 また、変域 の定義 は、
「 変数

ることがで きる)文 字」 として、 ほぼ統 一 されて
(X)の とりうる (と ることので きる)値 の範囲」 が
(と

5点 で、
「 変数 Xの と りうる値 の集合」 が 1点 ある。
このよ うに、現在使用 されて い る中学校数学 の教科書 では、変数 や変域 の定義 は、 ほぼ統一
された ものになっているといえるであろ うが、集合 の処遇 がどのよ うに議論 されたのかは明 ら
かではない。
以上みてきた ことか ら、戦後 の中学校数学科 で の指導 について、次 のようにまとめることが
で きるであろう。
1950年 代 か ら変数 や変域 についての着 目は徐 々に現 れてはい たが、 数学教育 の現代化 の時
代 に、関数 の扱 い とともに、集合 の概念 に基 づいてそれ らの定義 が明確 に行 われ扱 われた。 そ
の後 は集合 に基 づいた定義 は徐 々に後退 したが、変数や変域 へ の着 目は当然 のこととして学習
内容 に位置付け られて い るとい うことがで きる。 また、方程式 での文字 の意味 については、現
代化時代 の前 は未知数、現代化 の ときは変数、 その後 は未知数 と変数 との折衷的 な扱 い とい う
ことがで きるであろう。

3

変数 の扱 いに関す る問題点 の検討
ここで は、中学校数学科 での学習指導 における、変数 の扱 いに関連 した文字指導上 の問題点

について、次 の項 目 ごとに検討す る。
(1)文 字 の使 い方

(2)文 字 の働 き
(3)変 域 の定義、変数 の扱 い
(4)子 どもの文字 の とらえ方
(5)「 ことばの式」 と「 文字 の式」
(6)「 □や○ を使 った式」 と「 文字の式」
各項では、学習内容やその解釈、および子 どもの理解の様相 に関す ることを中心に、具体的
な意見を引用 しながら記述す る。 なお、(5)(6)に ついては、
「 ことばの式」や「□や○を使 っ
た式」が初めて扱われるのは小学校算数科であるので、 そこでの実践 に基づいた子 どもの理解
の様相 も合わせて検討す る。

(1)文 字の使 い方
文字の使 い方 は、未知数、任意定数、変数 と分けて考えることが多い。既 にみたように、数
学の歴史においても、 この順 に発展 してきた。
この未知数、任意定数、変数 とい う文字の使 い方 は、数学教育の場でどのように位置付 けら
れてきたのであろうか。 これについて菊池乙夫 は、1903年 、1934年 、1962年 のそれぞれに発
行 された 3種 の翻訳書・ 教科書の内容を検討す ることを通 して、
「歴史の経過 は文字 の概念 づ
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くりや文字 の導入 にお ける指導 の進化 とい うよ りは、場合分けの細分化 と切 り離 しに過ぎなか っ
たのではないか とさえ思われる。 (中 略)文 字使用 の分類 と切 り離 しは、子 どもたちの認識 に
とってなん らのプ ラスにな らなか ったばか りか、教師の潜在意識 に深 くコ ビ リついたまま文字
指導 の研究 に停滞 を もた らす とい う結果 に もなったので ある。」 と言 い切 って い る。か なお、
遠山啓 は、 この 3つ の意味 に加 えて「 いつ まで もそ こにとどまるものではな く、 よ り高 い段階
の 村山貞雄 もそ の え
に進む と、 それは空虚 な場所 とい う意味を帯 びて くる」 といってお り、
考
②
によっている。
そ もそ も未知数、任意定数、変数 とい う使 い分 けは、それを解釈す る者 や、文字 が使 われる
文脈 によ っている。例 えば「 ここでの文字 の使 い方 は未知数 である」 とい うように、固定的 な
解釈 をする必要 はない。三輪辰郎 も「 文字 の表す未知 の定数、一般 の数、変数 の区別 は、文字
がそ うい う3つ の面 を もって い ることを注意 して い るのであ って、 ある場合 はその どれか 1つ
に限 るとい うよ うに、固定的 に考 えてはな らないのである。 つ まり、文字 にお いて、われわれ
は、必要 に応 じて、 自由 にそれをみていってよいことを忘れてはな らな いのであ る。」の と述
べて い る。
現代化以前 においては、方程式 にお ける文字 は「 未知数」 と明言 されて いたが、現代化 の時
代 はそれまでと違 って、方程式 と不等式を命題関数 として統一 的 にとらえ、方程式・ 不等式 の
解 を求 めることはその真理集合 を求 めることと位置付 け られた。
「 方程式 を解 くとい う ことは
『 わか らない Xの 値 を求 め ること』 ではな く、
『 Xに いろいろな値 をあてはめたとき、方程式を
の
に
めること
である
と
え
する値を求
真
』
」
考 られたのである。 この見方 は、 それ以降現在 まで、
後退 した ものの、方程式 の解 に対 して未知数 とい う用語を全面に出 した取 り扱 いはあまりみ ら
れな くなった。 その理 由 として、解 いて求 めた xの 値 が解 であるかどうかの検算や、 Xの 変域
が {1,2,3,4,5}の ときの解 を求 める場合等 にみ られる、方程式 の Xに その数値 を代
入するとい う活動 の中 に、文字 Xは いろいろな値 を取 り得 るとい う見方 が必要 になるとい う点
があげ られるか らであろう。
筆者 は、 1次 方程式 に しろ 2次 方程式 に しろ、文字 に数値 を代入 してそれが解 であるか どう
かを確 かめるとい う学習活動 を重視 し、方程式 の解 を広 く変数的 に取 り扱 って い くことが好 ま
しい と考 えて いる。小学校 での指導 において、 Xに ついての等式 を作 りその Xを 未知数 とみて
逆算 によって Xの 値 を求 めることが行 われて いる現在、仮 に中学校 1年 生 が aゃ xを 未知数 と
とらえる傾向がみ られたとして も、小学校 か ら中学校 へ と学校段階が変 わることに合 わせて、
文字 を変数的 にみてい くよ うに仕向けて い くことはそ う無理 なことではないであろう。 ここで、
変数的 とい うの は、方程式 の中の文字 Xは いろいろな値 を取 り得 るとい う程度 の見方 をさして
い る。
中学校第 2学 年 の 2元 1次 方程式 の学習 においては、第 1学 年 で学習 した 1元 1次 方程式 の
解 が 1つ であ ったことの影響 か らか、生徒 は、 その解 が無数 に存在す ることを理解す るのにか
な りの抵抗 を示す。 1次 方程式 の学習 の段階か ら、代入 して解 かどうかを確 かめることやそこ
での文字 の使 われ方 に着 目す ることを重視すれば、そのよ うな抵抗 も多少軽 くなるもの と考 え
る。続 く不等式 の学習 によ って、 このことの理解 が一層深 ま ってい く。

また、比例 の関係 は y=axと い う式 で表 されるが、 この式 で X, yは 変数、 aは 任意定数
と説明 される。 この任意定数 aも 変数的 にと らえれば、 その グラフが原点 を通 る直線束 である

よ うな関数 が得 られる。
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このよ うに、未知数的 な使 い方 や任意定数的 な使 い方 の文字 も、変数的 に扱 うことを考慮 に
入 れることによ って、 そこでの学習 が豊 かな ものにな るであろう。

(2)文 字 の働き
中学校第 2学 年 の連立方程式 の指導 にお いて、次 のよ うな場面 に出会 う。
1つ の 2元 1次 方程式、例 えば 3X+y=10の 解 は、無数 にある。 X,yの 変域 を ともに
自然数 の集合 に制限 したとして も、解 は 3つ ある。 この学習 に対す る生徒 の抵抗 は大 きいだけ
に、例 えば、 これ らを座標平面上 にプ ロ ッ トしてそれが一 直線上 に並ぶ ことを示 し、無数 にあ
ることを直観的 にとらえさせた りもす る。
ところが、続 く授業 では、連立 2元 1次 方程式、例 えば、

lliり

;:T 18

が取 り上 げ られ、 これは加減法 で、① × 2‑② を計算 して、 5X=15,X=3と する解法 が扱
われる。
前 の時間 には 2元 1次 方程式① の解 は無数 にあることを学習 したのであるか ら、 X, yの 値
は動 くのではないか、 その X, yに ついて① × 2‑② を計算す ることなどできるのかと考 える
生徒 もい る。 い うまで もな く、代入法 な り加減法 による解法 は、連立方程式 の解 が 1組 存在す
る場合 の方法 であるか ら、解 を (X,y)=(XO,yO)と した とき、 XO,yOに つ いて関係
式① ,② が成 り立 ち、 その固定 した XO,yOに ついて代入法 や加減法が適用 で きる。 つ まり、

3X+y=10の X,yは 、変数 としての意味が強調 された り、 あ る解 を表す もの と して固定

して処理 された りす る。
上 に取 り上げた ことは、加藤国雄 が「 数 の代 わ りに文字 を用 い るときは、文字 の値 の不確定
性 (可 変性)が 前提 とな って いる し、文字 を用 いて式 を作 る場合 には文字 の値 の同一性 (不 変
性)が 前提 とな っていて、 しか も、 この 2つ の側面 は独立 に現れるのでな く、同時 に起 こって
くる。」り と述 べて い ることに対応す る。 また、菊池乙夫や森川幾太郎、長谷川弥 が、文字 の役
割 として「 数 の空席記号 としての文字 の性格」 と「 数 の代表記号 としての性格」 をあげて い る
ことに対応す る し、牧野金太郎、石井友行が「 何 で も入れることので きる空部屋、空 き缶」 と
「 ひとまとめにす る働 き (結 集作用)、 缶詰」 をあげ、井上哲良 が「 空箱」 と「 袋」 あげて い る
ことに対応す る。わ
加藤 はまた、 その指導 に言及 し、
「 今行 われて い る文字 の指導 は、可変性 だ けを重視 し、 不
い
い
を
ど
て
し
るとも
う
変性 殆 無視 」
。つ
中学校数学科 での指導 においては、 いろいろな値 をとる ことがで きるとい う文字 の もつ特性
は、代入計算や文字 を変数 として扱 うことによって理解 され、対象 をひとまとめに して表す こ
とがで きるとい う文字 の特性 は、計算 での式変形 の中 に埋没 して しまいがちで ある。指導者 の
側 では、変数 としてみた り固定 した りという文字 の扱 いの違 いを意識 して指導 に当たる必要 が
ある。

(3)変 域 の定義、変数の扱 い
変数 の変域 の定義 については、現代化 の時代 は集合 が全面 に出て いたが、近年 の中学校教科
書 では「 文字 Xの と りうる (と ることので きる)値 の範囲」 とい う表現 にまとま りつつ ある こ
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とは、既 に述 べ た通 りである。
中学校数学科 での学習指導 における変域 の定義 について、筆者 は、以下 に述 べ るような理 由
によ って、
「文字 Xの と りうる (と ることので きる)値 の集合」 とい う、集合 を前面 に出 した
表現 が的確 ではないか と考 えて い る。
中学校第 3学 年 での、 あるいは第 1学 年 での関数 の学習 にお いて、具体的な関数 の例 として、
郵便物 の重 さと料金 の関係 のよ うな階段関数 や、場合 によ うては、均一 バ スに乗車 したときの
距離 と料金 の関係 のような定数値関数 が取 り扱 われ る。 そこでの yの 変域 は、連続 した区間 と
して現れるので はな く、離散的 になる。 ふつ う、
「 範囲」 とい う言葉 の中 には、 区間 とい う響
きがあるように思われる。例 えば、整数 の集合 か ら整数 の集合 へ の対応 の場合、子 どもはそれ
を「 範囲」 とい う言葉 で とらえることがで きるのであろうか。
現代化 の時期 には「 集合」 の扱 いに対す る風当た りが強 か ったために、
「 集合 の任意 の要素
い
の
を表す記号 を変数 といい、 その集合 をその変数 の変域 と う」 と 明確 な定義 は、 たい した議
論 もな く後退 して しま ったのではないか と思われる。
変域 の定義 については、堂 々 と、上 に述 べ たように集合 の用語 を使 って定義す ることが、概
念 を明確 にす る上で も適切 なことと考 える。 なお、長妻克亘 は文字 の導入 に関連 して、「 集合
とい うことをわざわざ持 ち出す よ り、 いろいろな大 きさの量 の はい りうる場所 として素直 に文
字 を導入 した方 が、立式 にも簡単 に結 びつ くし、 いろいろな ものが はい りうるとい う文字本来
の役割 を知 らせ ることにもむすびつ く」の との理 由か ら、変数 や変域 を扱 うのに何 も集合 を持
ち出す ことはないと述 べている。
次 に、変数 の扱 いについてで あるが、その定義 は、近年教科書 でまとまりつつ ある「 いろい
ろな値 をとりうる (と ることので きる)文 字」 とい う表現 でよい と考 える。数 の代 わ りに限定
される感 じが強す ぎるようで もあるが、 この定義 で、現在 の中学校・ 高等学校 での学習 は足 り
るであろうと考 える。
この変数 の定義 に関連 して、亀谷俊司 は、記号 Xを 、次 の(1)あ るいはlii)の ように用 いるとき、
これを変数 と名づ けるとして い る。か
(i)必 要 に応 じ、任意 に元 を表 わさせ、 その必要 が去 れば、 もとの記号 に戻す とい う使 い方
lii)必 要 に応 じ、元 を表 わす記号 に置 きかえ、必要 が去 れば、 また、 もとの記号 に戻

し替 え る

とい う使 い方
」 と続け、さらに、
そ して、
「 変数 に対 して、一定 の元 を表 わす記号 を定数 とい うことがある。
変数 および定数 と同 じような記号 の使 い方 として、名詞 および代名詞 の例 をあげ、次 のよ うに
これ らを特徴 づ けてい る。
「 固有名詞 は、特定 の元 を表 わす記号 (広 義 の)す な わち定 数 と し
て、普通名詞 は、 しば しば或 る範囲 の任意 の元 を値 にとりうる変数 として用 い られる。 また代
名詞 は、変数 の働 らきを して い ることになる。」
同 じように、文字 の変数 としての働 きを明 らかにするために、Wagnerは 、文字記号 と数字
つ
との異同、文字記号 とことばとの異同 について対比 して検討 して い る。 そ して、 文脈 が違 え
ば違 った ものを意味す るとい う点 で文字 はことばと似て い るが、 1つ の文脈 を通 して同 じもの
を示 さねばな らないとい う点 ではことばと異 なって いることを認識 させ ることが重要 であると
主張 して い る。 また、Htttら の研究 で も報告 されて い る実態 と同様、数字 で示 されて い る文
脈 にお いて文字 を使 い始 めるときには、 アル ファベ ット順 と数 の順序 との間 には何 の関係 もな
いことにふれてお くべ きであると注意 を促 して い る。 このよ うなアル ファベ ッ ト順 と数 の順序
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との混同 は、 日本 の子 どもにはあま りみ られないと思われ るが、 1つ の文脈 の中で使 われた文
字 m, nを 「 連続す る 2数 」 ととらえて い る子 どもも、 わずかではあるが い るようである。
亀谷や Wagnerの ように、文字 の機能 を他 の もの と比較す ることによ って明 らかにす るとい
う扱 いは、学習指導上参考 になるであろう。
ところで、 この変数 と定数 との比較 に関連 して、定数 を変数的 にみて い くことは、学習指導
を豊かにす るものと して着 目されてよい。
教材 の変数的 な扱 いについて、松崎奈岐 は、小学校 での数量関係 の指導 に関連 して、新 しい
ことを教 えるのに、
「 少 し変数 を変 えてみるとか、全体 の数 は一定 にしてお いて、 割合 を考 え
るほうの数 を変 えてみた らどうなるのか」 とい うように扱 った らどうかと述 べている。
また、平林一栄 0片 山一法 は、図的表記 にお いて変数・ 定数 の区別 について検討 し、図的表
②
記 を数式的表記 と比較 して、次 の相違点 があることを指摘 して い る。
31)

「 第一 に、図的表記 では変数・ 定数 は表記的 に区別 されないとい うこと。
第二 に、図的表記 の変数 の変域 は、数的変数 とちが って、 きわめて多様 であるとい うこと。」
そ して、実際 の指導 で、 このよ うな「 変数・ 定数 の区別 や変数 の変域 の考察 だけでな く、変数
と定数 の読 みかえを行 うことは十分教育価値 のあること」 であるとい う。近年 よ く報告 される
「 問題 の発展的 な扱 い」 についての実践研究 も、 このよ うな学習指導 の 1つ の例 であろう。
文字式 の指導 の際 に限 らず、機会をとらえて考察 の対象 を変数的 に扱 い、学習指導 を豊かに
したい ものである。 このよ うな活動 は、数学的活動 その ものである。

(4)子 どもの文字 のとらえ方

・

子 どもが文字 をどのようにとらえているかについてのまとま った研究 は、 それほど多 くはな
い。 これについては、 イギ リスでの Hartら の研究 ③や、 それに基 づいた杜威 の研究 の が よ く
知 られて い る。
Hartら は、子 どもの文字 の解釈 の仕方 として、次 の 6つ の種類 をあげて い る。

1.数 値化 された文字
2.使 われない文字
3.も の としての文字
4。
5。

特定 の未知 の数量 と しての文字
一般化 された数 としての文字

6.変 数 として使 われる文字
また、杜威 は、調査 に基づいて、 日本 の子 どもは、文字式 にある文字 を次 のよ うに読み取 っ
て い るとい う。
1.プ レースホル ダー として使 われる文字

2.物 として使 われる文字
3.定 数 として使 われる文字
未知数 として使 われる文字
5.変 数 として使 われる文字
上 にあげ られて い る「 もの としての文字」 の使 われ方 に関連 して、Rosnickは 、大学生です
ら方程式中の文字 を具体的 な実在 を示す ラベル とみなす傾向を指摘 して い る。教授 1人 につ き
4。

学生 6人 とい う関係を、 P=6Sと 表 して しまうの は、 Pは 「 教授 の数」 ではな く教授 その も
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35bこ
の、 Sは「 学生 の数」 ではな く学生 その ものと してとらえて い ることによる。
れに関す る
0
日本 の学生 の実態 については、久米成夫 らが報告 して い る。

また、岡本正彦 は、身近 な生活 の中で、 どんな文字 が どんなところに使 われて い るかを生徒
m
に調 べ させたところ、次 のようなものが得 られたと報告 して い る。
ージ),′ (行 ),H.R
「 ことばの代 わ りとしての文字」 TV,CM,NHK;P(ペ
「 数 の代 わ りとしての文字」 A・ J・ QOK(ト ラ ンプ),SOMOL(サ イズ)等
ラベル としての文字 が身近 な生活 の中 にあることを示 して い る。 また、 このよ うに身近 な もの
にどのよ うな文字 が使 われて いるかを調 べ させることは、文字 の学習 にあたっての動機 づ けに
なっていることを も示 して いる。

筆者 らは、子 どもの文字 の とらえ方 には次 の ようなものがあると考 えてい る。D
a.数 をお く場所、入 れる入 れ物

b.意 味のない記号、物
C.わ か らない数 の代 わ り
d.あ る意味 を もつ言葉 の代 わ り
特定 の 1つ の数 の代 わ り
f.任 意 の 1つ の数 の代 わ り
g.い ろいろな数 の代 わ り
e。

これに関す る子 どもの理 解 の様相 については、 いずれ報告 したい。

(5)「 ことばの式」 と「 文字 の式」
中学校第 1学 年 の文字式 の指導 の冒頭 では、 ふつ う次 の ように文字式 が導 かれる。
「 1本 50円 の鉛筆 を何本 か買 うときの代
本数 (本 )

金 は、次 の式 で求 めることがで きる。
50× (鉛 筆 の本数) (円 )

1
2
3

上 の式 で、 (鉛 筆 の本数)の 代 わ りに
文字 aを 使 うと、代金 を求 める式 は、次
のよ うにな る。
50×

a (円 )

4
:

50×
50×
50×
50×

代金 (円 )
1

2
3

4

三

上 の式 で、文字 aは 、鉛筆 の本数 を表す数 1,2,3,4,… のすべてを表 して い る。」
ここでは、代金 を求 める文字式 50× aは 、
「 ことばの式」50× (鉛 筆 の本数 )を 置 き換 えた
もの として示 される。 また、上 の引用文 の右側 に書 かれた具体的 な数値 による本数 と代金 との
関係 をひとまとめに して、50× aと 表す ことも示 して い るもの と読 み取 れる。
このよ うな指導 は以前 か ら重視 されて い る。野村武衛 は「 我 々 はまず、
『 言葉 を文字 にお き
かえる』 ことになれ させねばな らない。 (中 略)一 方、
の
ところを
文字 におきかえる』 こと
『□
に もなれさせる必要 がある。」 といい、言葉 や□を文字 に置 き換えるの は、
「 文字 には必ず具体
つ
べ
い
い
い
な
せ
ことにほかな
と
て
る。
らな 」 述
的 意味を もた ると う
この ことに関 して森川幾太郎 は、
「 文字 を使 う一番 の 目的 は一般的 に現象 が表現 で きること
にあ ります。 しか し、現在 の ようにことばの式 で ことばを文字 におきかえるとい う指導 でこの
③
ことが生徒 に伝 え られるので しょうか。」 と疑間を投げかける。
このよ うな相反す る意見が存在す ることか らも、子 どもは「 ことばの式」 をどのよ うにとら

ＥＵ
ｎυ
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えて いるのかが問題 になる。子 どもは「 ことばの式」 を変数的 にとらえて い るのであろうか、
あるいは単一の数値 についての式 として とらえて い るのであろうか。
小学校 での「 ことばの式」 の指導 は、一応、変数的 な扱 いで あるといわれて い る。平林一栄
は、
「 公式 が 1つ の数学的表記 として一般性 を表 わ しうるの は、変数 を利用 して い るか らで あ
る。 たとえば、 いわゆる『 ことばの式』 では『 ことば』 が変数 であ り、低学年 では○ や□、高
4D
」 と述 べてい る。
学年 さらに中学以上 では、 アル フ ァベ ッ トが変数 である。
ただ し、 このことは数学的 な解釈 であ って、子 どもの理解 の様相 は異なるものか もしれない。
授業時 の観察 や子 どもの答案 な りに基 づいて、実証的 に検討す る必要 があろう。
なお、佐久間真司 は、学年 が進 んでい くにつれて、
「 (持 っていたお金 )― (つ か ったお金 )

=(の こり)の ような具体的 なことばの式 か ら、 (全 体)―

(部 分 )=(部 分 )の よ うに抽象 さ

れた ことばの式 に変 ってい く」 とし、
「 ことばの式」 にも抽象度 の違 いがあ ることを指摘 して
い る。
「 ことばの式」 について の中学生 の実態 として、筆者 らは、 ことばを文字 に置 き換 え ること
③「奇数 と奇数 との和 は偶数 である」 ことの証明 で、「 奇
に関連す る次 の ことを指摘 して い る。
42D

数 を nと す ると、 n tt n=2nだ か ら」 とい う解答 がある。 このように解答 した生徒 は、「 奇
数」 とい う漢字 の代 わ りに「 n」 とぃ う文字 を使 ったに過 ぎないよ うである。「 奇数 と奇数 の
和」 を「 n+n」 としたの は、 2つ の同 じ奇数 の和 を表 したものか、 あるいは、 2つ の異 なる
奇数 を表す もの とい う意味で いろいろな値 を取 り得 る nと nで 表 したものであろう。 さらに、
式「 n tt n=2n」 で、右辺 の 2nは 、左辺 の n+nを 計算 した結果 として 2nに な った もの
か、奇数 を n、 偶数 を 2nと して命題 の文章 その ものを文字 を使 って表現 しただけの ものなの
かは、不明である。
また、何回かの授業研究 で の観察 の結果、 ある命題 が成 り立 つ ことを説明す る際 に、生徒 は
「 ことばの式」 による説明 と文字式 による説明 とを同
「 ことばの式」 による説明 をよ く行 うが、
「 ことばの式」 による説明 の方 が文字式 よ り具体的 でわか
等 にとらえて い る生徒 が い ること、
りやす い とする生徒 がいることを報告 して い る。
このよ うな実態 か らす ると、子 どもが文字式 を学習 しそれを使 って い くことのよさを理解す
ることは、学習 を進 めてい く上で大 きな意味 を もっている。小学校 での指導 にお いて は、文字
式 が もつ よさは簡潔性・ 明確性 に求 めることが多 いよ うであるが、文字式 が計算 とい う操作 の
対象 となる中学校 の指導 にお いては、文字式 の操作性 とい うよさを強調す ることが重要 である
と考 える。例 えば 2π rと い う文字式 は、半径 rの 円の周 の長 さを求 めた結果を表す とともに、
2× π× rと い う操作 その ものを表 してお り、 また、 2π (r+1)=2π r+2π の よ うに、
2π rが 操作 の対象 にな っている。 さらにまた、 (代 金)=(単 価)× (個 数)、 (道 の り)=(速
さ)× (時 間)、 (水 の量)=(1分 間 にたまる水 の量)× (時 間)な どのよ うな日常的 な関係 を、
使 う文字 の 自由性 によ つて C=abと 表す な らば、個 々の関係 を離 れて考察 を進 めてい くこと
がで きるとい うよさにも着 目させる ことがで きる。
子 どもは「 ことばの式」 をどのよ うにとらえて い るのかを、文字式 との関連 か ら実証的 に明
らかにす る必要 がある。

(6)「 □ や○ を使 つた式」 と「 文字 の式」
□ や○ を使 った式 を文字使用 の前段階 に位置付 け、 いわゆ る place holderと して の文字 の
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働 きを理解 させることは、小学校 で扱われる。実際、小学校第 3学 年 では回、第 4学 年 では 2
種 の□や○ が、第 5学 年 で文字 aゃ xが 導入 され る。
そのね らいについて、中島健三 は、□、△ のよ うな記号 の使用 について、「 は じめか ら aゃ
Xを 用 い るよ りは、 きめ られた範囲 の数 を入れる場所、す なわち、place hOlderと しての見方
を伸 ばす のに役立 つ と考 え られる」 と述 べ、□ などを使用す る場合 には、
「 3+5=□ とい う
ような、 きま った 1つ の答 えを書 くところとしての用 い方 だけに限定 されないよ う」注意 を促
の
して いる。
この扱 いについて、加藤国雄 は「 一見矛盾する これ ら 2つ の側面 (筆 者注 :先 に引用 した可
変性 と不変性 の こと)を どのように両立 させ るか とい うことが指導法 の工夫 を要す るところに
な る。従来示 されて いるような、記号□ の代わ りに文字 Xを 用 い るとい うような安易 な考 え方
では解決 できない問題 である。」 と指摘 して い る。 いろいろな値 をとるとい う文 字 の特性 だけ
が取 り上 げられて、文字 が place hOlderと しての□ の代わ りに使 われ ることに対す る批判 で
ある。
一方、小松真一郎 は、高等学校 1年 生 に文字使用 のセ ンスを育成す るには、 まず「 未知数□
45D

の代 わ りに文字 Xを 使 って も大丈夫 だ (同 じだ)と い う安心感を じっ くり醸成する」 ことが必
⑥ 高校生 にとって も、
要 であるとい う。
文字 Xよ り記号□ の方 が慣 れ親 しんだ もの とい う こと
であろ うか。

以上のような様々な立場の意見があるものの、子 どもが□や○ をどのように理解 してい くの
かについてのまとまった研究はあまりみられないようである。
文字の前段階 として□や○ の記号が導入 される小学校算数科での指導 については、当然のこ
③
とながら、 その指導上の問題点 に関 して、以下 に示すように様々な議論がなされている。
田口孝雄 は、第 5学 年での文字式 についての指導 における児童の困難点として、次の 4点 を
③
挙げているが、それは小学校での子どもの□や○ についての理解 に関連 している。
・ 5× □ というような phrase型 の式表示を一つの数量の大きさを表す式 として認識するこ
とが 難 しい。

・ □や○あるいは文字を使 って式に表す必要感に乏しく、それを使うよさが理解されない。
・ □や○を数をあてはめる場所 (place― holder)と して考えているが、それを未知数として
みたり、変数 としてみたりする見方が十分でない。
0よ

り具体的な数値を求める傾向にあり、□や〇、文字を使うことへの抵抗がある。特に、

文字を具体的 な数値 の代表 としてみることへ の とまどいが強 い。
そこで、田回は「 文字 Xは 、 そこに何 かをあてはめればよい とい う考 えよ り、 Xは 任意 の数
を代表 しているものであるとい う見方をまず扱 い、文字 の はた らき (数 量をひとまとめに して
表 せる)を 理解」 させる指導 を提案 してい る。 その授業実施後 の研究討議で、中島健三 は「 □
に しま して も、低学年 での使 い方 の出発点 は、変数的な見方 ではないですよね。 ですか ら、最
初 に未知数 として扱 ってきた□を、次 に、 ある範囲 の数 を表す□ として見 る見方を育ててきた
わけです。 それが基盤 となって xへ の きりかえが あるわけですね。」 と発言 して い る。 □ か ら
文字 Xへ の切 り替 えの前段階 として、□がある範囲 の数 を表す こと、 つ まり、 ある数 の範囲 と
い う変域 の意識 とと もに、□ を変数的 にみることの指導 の大切 さの指摘 である。 なお、 ここで
い う変数的 な見方 とい うのは、□にはいろいろな値 をあてはめることがで きるとい う程度 のこ
とをさ して いるのであろ う。

小・ 中学校 における変数の扱 いに関す る研究
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小林克重は、□の導入 にあたって、
「 すぐに答えを出せるのに面倒なことをす る。□ を使 う
必要がないのに何故使わなければならないのか。□を使 うとす ごくわかりにくい。」 とい う子
どもの声を紹介 している。それに関す る討論の中で、茂呂美恵子は「中学年 の段階である程度
○ や□ に関 して変数的な見方 にもり1れ てきて、使 いこなせて きた子 どもにとっては、文字への
移行 はスムーズに行 くと思 います」 と述べている。 大変興味ある発言であ り、 この点 に関す
4の

る実証的研究が望まれよう。
前島定勝 は、口 についての子 どもの理解 の様相 について、
「 児童 は□ につ いて の中 になにか
あてはまるものと考 えて いる。端的 に言 うと答を書 きこむ空欄 と考 えて い る。即 ち数 としての
ゆ
役割、量をあ らわす もの として、 この□ を意識 の上 にのせていない」 とい う。
また、□ にあてはまる数 を求 めることに関連 して、 Hersco宙 csら は、 子 ど もが 20□ =18
のよ うな問題 を解 くことがで きるの は、代数的 にではな く算数的 に答 えを言 い当てて い るため
■
)2× □ =18と 2× X=18と を解 くことにお ける子 どもの意識 は異 な るものだ と
だとい う。
い う指摘である。

また、丸山保は、□や〇、文字 aゃ xに ついての子 どもの理解の様相 について、「文字導入
の前段階 として、□、△、○ を扱 うことがプラスになるのは変数的な見方や関数的な見方が強
化 されること」 にあるとし、
「 これらの見方がどの学年で、 どの程度育 っているかをみること」
によって、 それがプラスになっているかどうかを調べている。 その中で、同 じ記号や同 じ文字
は同 じ文字を表す ということの理解が□や aに よって違 いがみられるかを小 3か ら中 3ま での
7学 年を対象に調査 し、□ +□ =12で は 7学 年 ともほぼ 50%強 の子 どもが□ に同 じ数 があて
はまると考 えてお り、 a tt a=16に ついては小 6か ら中 3で はそれよ り 10〜 20%程 多 い
60〜 70%の 子 どもが aに 同 じ数があてはまると考えていることを明 らかにしている。 そ して、
「小学校で□、△、○ をまず扱 い、それを文字 に切 り換えてい くことは妥当 と考 え られるJと
「 日本の文字である
結んでいる。
「何か しら前段階的なものが必要であろう」 ということから、
②
ア、 イ、 ウ等を□、△、○ などの代わりに用 いることも考えられよう」 とも述べている。
丸山保がここで取 り上げた□ 十□ =12に ついての子 どもの混乱 について、高松初恵 は「 3
年 までの子 どもにとって、□ は答えを書 く場所、数字を書 く場所 と考える傾向が強い。 そうい
」 と主張 して
う子 どもにとって、回 +□ =12と 考えても間違 いだとはいえないのではないか。
いる。

53D

この ことに関連 した子 どもの理解 の様相 について、藤井斉亮 は小学校第 6学 年、中学校第 2
学年 の各 14名 を対象 とす るイ ンタ ビュー調査 によ つて、 1つ の文脈 での「 文字 には任意 の数
が当てはまる」 と考 える レベルか ら「 同 じ文字 は同 じ数 を表す」 と考 える レベルヘ の移行 は比
較的容易 であるが、 さらに「 同 じ文字 は同 じ数 を表す」 かつ「 違 う文字 であ って も同 じ数 を表
め
す ことが ある」 と考 える レベルヘ の移行 は困難 であることを見 いだ して いる。
1つ の文脈 の中で使 われる同 じ文字 は同 じ数 を表 してい る ことの理解 に関連 して、筆者 らは
⑮
文字式 による論証 の場面 での次 の ような中学生 の実態 を指摘 して い る。
「 奇数 と奇数 との和 は偶数 である」 ことの証明で、次 のよ うな解答 がある。
整数を nと す ると、奇数 は 2n+1と 表 せ る。
だか ら、 (2n+1)+(2n+1)=2(2n+1)
このよ うに解答 した生徒 は、文字式 を運用 して証 明 しようとす る態度 がみられるのであるが、
ここでの式「 (2n+1)十 (2n+1)」 の解釈 には、 2通 り考 え られる。 1つ は、 この式 は、
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同 じ2奇 数 の和 を表 して いると考 えるもの。 もう1つ は、 この式 で、
前半 の 2n+1に n=1を 代入す ると、 2n+1=3

後半 の 2n+1に n=3を 代入す ると、 2n+1=7
とな り、前半 の 2n+1と 後半 の 2n+1の 式 の値 は同 じとは限 らないか ら、 この式 は異 なる

2奇 数 の和 も表 して い ると考 える ものである。後者 の解釈 による誤答 は、「 1つ の式 の中 で使
われる同 じ文字 は同 じ数 を表 して い る」 ことがと らえ られていないことの表 れである。
このような実態および丸山や高松の指摘 とを考え合わせると、
「□や○を使 った式」 の指導
の段階から、上に述べた文字運用上の規約に通ずるような□や○の使い方を明確にしてお く必
要があろう。また、小学校低学年からの□や○の使い方にも対する配慮も必要であろう。低学
年からの指導に関連して、内藤寛之は、第 1学 年での数の合成・分解、第 2学 年での不等号の
意味、および13+□ =30の ような加法・減法、第 3学 年での4× □=12の ような除法 という
具体的な指導場面をあげ、そこでの数に代わる記号 としての□や○に関する指導を検討 してい
る。
56D

ところで、中学校 での何回か の実験授業 を観察 した結果 によれば、式 を利用 して問題 を解決
す ることをね らい とす る場面 で、生徒 は帰納的 な方法 によった り「 ことばの式」 や文字式 を運
用 して問題 を解決 しようとはす るが、
「 □や△を使 った式」 を作 って思考 を進 めて い こ うとす
め
る生徒 はほとんどみ られない。 この事実 は、
「 □ や△を使 った式」 は、文字式 の学習 に先だっ
て、文字 はいろいろな値 をとることができるとい う点での理解 を助 けることにはなっているカミ
思考を進 め る段階では有効 な手段 とはな りえないことを物語 って い るといえ るであろ う。「 □
や△を使 った式」 は、計算す るとい うような操作性 の点 か らす ると、文字式 よ りはるかに劣 っ
て い ることは明 らかである。 このよ うな特徴 を生徒 は直感的 に把握 して い るのであろうか。 こ
れに関連 して、清水辰次郎 は「 □や△ に数 を代入 して計算す るとい う考 えは自然 であるが、 一
つの数 として扱 うとい う上 の主張 の ときには□や△ よ りむ しろ文字 X,y,又 はイ、 口、 ハ等
③
の方 がす ぐれて いるように思われる。」 と述 べている。
子 どもの「 □や○ を使 った式」 の理解 の しかたを実証的に明 らかにす る必要 がある。
Ⅲ

今 後 の課 題
本稿 では、子 どもの文字 や文字式 についての理解 に関す る研究 の一環 として、主 に中学校数
学科 での変数 の扱 いについて、学習指導要領や教科書、 および実践研究 に関す る文献 に基づい
て検討 した。参考 に した文献 が多 くの実践報告 の 1部 であることは十分承知 して い るが、一応
の問題点 の まとめをす ることがで きたと考 えて いる。今後 さらに広 く実践報告 にあた り、考察
を深 めてい く必要 がある。
また、変数 についての理解 を も含 んだ、子 どもの文字 や文字式 についての理解 に関す る今後
の課題 として、次 のことがあげ られる。
筆者 らは、子 どもの「 文字 や文字式 についての理解」 を「 文字認知」 と「 文字式 による論証
についての理解」 の両者 か らなるもの と規定 し、 それぞれについての子 どもの理解 の様相 を追
究 して い るが、 その両者 に変数 についての理解 が関連 して い る。
子 どもの「 文字認知」、 および「 文字式 による論証 についての理解」 の様相 につ いて、 一 層
明確 にする必要がある。 また、中学校数学科 での学習指導 において、
「 変数 がわか った」 とは
どの ような観点 か ら規定 され るのかを明 らかにする。
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さらに、
「 ことばの式」 や「 □や○ を使 った式」 についての小学生 の認知発達 の様相 を、授
業研究等 を通 して明 らかにす る必要 がある。
なお、本稿 をまとめるに当 た り、次 の諸氏 には的確 な助言等 をいただいた。 ここに深 く謝意
を表 したい。
小関熙純 (群 馬大学教育学部)、 小高博 (東 京都千代 田区立九段中学校)
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川村雄司 (静 岡大学教育学研究科院生)、 成 田由美 (静 岡県賀茂郡南伊豆町立三浜中学校)
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