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l.は じめに
生徒個 々が 自身 の抱 いた問 いに対する数学論文を書 き、価値ある数学を創 り出す授業 をつ く
る、 そうした数学授業 を志向 しよ うとしてきた。静岡大学附属静岡中学校数学科で継続的に研
究が行われて い る、生徒 が 「数学する」数学 の授業 の実践である。
しか し、授業 の 中で討論 を続 けてい くと、授業者 として何 を中心的な価値 と捉 え、その価値
を見 出すためにどの ような手だてを とるべ きなのか、 どこに向か うべ きなのか、価値ある数学
的活動 とは何 なのか等 々 が見 えに くくなってきた。生徒 が 「数学す る」授業 の形態 一生徒
個 々に発生 した問 い を中核 において展開する授業 ― を とることに よ り、授業 における願 いや
ね らいを改めて検討 し直す必要が生 じた。すなわち、数学教 師 としての授業観、数学観、価値
観が改めて間 われ、明確 なものを持つ必要 を感 じるようになった。
生徒 も同様 な思 いであろ う。例 えば、討論 の中で意見 を言 わなかった生徒 は、 どのような思
いで数学す る授業 に参加 し、 どのような数学を自分 の中でつ くり上 げてい るのだろ うか。そし
て、 どのよ うに理解が深 ま り、数学 に対する価値意識を持 つたのだろ うか。同じよ うな ことは、
生徒 が 「数学す る」授業 の形態 を とらな い場合 で もい えるのか もしれない。 しか し、生徒 が
「数学する」授業 の形態を継続的 に とることにより、生徒個 々のつ くる数
学観、理解観、価値
観な どにも強 い関心 を抱 くようになってきた。
教師主導型の数学授業 を脱皮 し、生徒個 々の 「問 い」 の発生 のプロセスや 「問 い」 を活か し
た授業展開を目指せ ば 目指す ほど、授業者の力量が間われてい く。その ことをい くつかの授業
実践 を通 して、強 く感 じるよ うになった。
一 方、筆 者 は、 Gowinら の開発 したVee図

(以 下 V図 と略記)や 概念地図を活用 した数学
授業 の あ り方 について、現在 まで岡本 と継続的 に研究 を進 めて きて い る。例えば、V図 では価
値主張、世界観な ど、主体の価 値意識や意図が強 く問われ、その図を作成することによって意
識づ けられてい く。 V図 を活用 した数学授業 の中に、生徒が 「数学するJ授 業を実践する上で
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感 じていた価値観や数学観な どの欠如 を克服する糸 口が あるのではなかろうか。すなわち、 V
図の活用 と生徒が数学す る授業 とを うま く融合する ことにより、両者 のよさが止揚 し、教師 に
対 しては しっか りとした授業観や数学観 を形成 し、生徒 に対 しては豊かで奥行 きのある理解 観
や価値観 を抱 くのではないか と考 える。

2.研 究 の 目的 と方法
本研究で は、V図 を活用 した数学授業 と生徒が数学する数学授業 との融合 と止揚 について、
双方の活動 を織 り込 んだ一連の授業 を実践 し、その学習効果か ら考察す る ことを目的 とす る。
具体的 には、中学 1年 の 1次 方程式 の単元 に焦点 をあて、生徒個 々に 自身 の 「学 びのプ ロセ
ス」 を強 く意識づ けるV図 作成 を節 目ごとに織 り込みながら、生徒個々の問 いの発生、問 い に
対す る考察 を記述す る数学論文作成 な どの 「数学する」活動を行 う。そのため、一連 の授業 の
中で生 じた特徴的な討論、生徒 が作成 した特徴的なV図 の記述 のあ り方や変容 の仕方 に着 目し、
討論や記述 にみられ る価値観や数学観形成 の活動 ―内省的な活動 ― を考 察す る方法を とる。
以上 の考察 か ら、現段 階での課題 も明 らか にしてい く。

3.生 徒が 『数学する」数学授業について
附属静岡中学校数学科で継続的 に行 われてい る生徒 が 「数学す る」授業 とは、生徒個 々の
問いの発 生 とその問 い を基に学 びを進める 「自ら数学 を創 りあげてい く活動 である」である。
生徒の学習活動の形で述べれば、次の

(ア )〜 (ウ

(岡 本 ,1998a,1998b,1998c,1999,

)で ある。

静岡大学教育学部附属中学校教育研究協議会・

数学科研究発表資料 ,1998〜 2002)
(ア )生 徒 のそれ までの経験や既有知識をもとに、事象の中 に疑間を見 つ けだ し、自分 の
「問 い」 を創 る活動
(イ

)「 問いJの 解決 に見通 しをもち、見通 しにそって各 自の論 を進め、得 られた結果 に
「矛盾がないか」 を吟味す る活動

(ウ

)得

られた結果 か ら新たな疑間を見 いだ し、新たな 「問 い」 を創 る活動

また、授業者 として、授業 を構成 してい く段階で述べれば、次の (a)〜 (d)の 段階 になる。
(a)基 本 となる内容 を概観す る段階
(b)生 徒が 自分 の 「問い」 をもつ段階

(c)「 問い」 を追究 し、価値 ある数学を創 りあげる段階

(d)新 たな 「問 い」 を見いだ してい く段階
「概観 → 問 いの形成 → 問 いの追求→新 たな問いの形成」 とい う節 目を経 て い く学習過程 であ
る。 この授業観 の背景 には問 いの形成や追求を手がか りに、学びの共同体や資源な どに学習者
個々が参加 してい く協 同学習理論がある。

4.V図 を活用 した数学授業 について
Gowinら は主 に理科の授業での活用 した例 をあげ、 V図 の学習効果や学 習指導上で の有効
性 を実証的 に示 してきて い る (1984,1992,1994)。 しか し、Gowinら は、数学授業で の実証
的な活用 につ いてほ とん ど言及 して い ない し、事例 をほとん ど見出す ことがで きない。
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岡本・ 土屋 (2000)は 次 の 5つ の観点 の もと、「数学教育 のための変形 V図 」 を提案 した。
「1。 V図 は、毎 日の授業で手軽 に使 っていけるものであること

2.V図 は、問題解決的な形態を とる数学学習 に使 いやす く、かつ学習の意図、 目的を明
確 にす るのに役立つ もので あること
3.V図 は、知識の構造及び知識 の構築過程 のメタ認知に役 立つ ものであること

4.V図 は、概念地図 と併用 しつつ、ディスカッシ ョンを有効 に使 えるものであること
5。

V図 は、望 ましい数学学習観 の形成 に役立つ ものであ る こと」
焦点疑問

価値主張

数学観
理論・原理

知識 主張
結果 お よび解釈

概念構造

判断・操作 ・処理・ 表現

概念
学習課題

この V図 には、 Vの 字 の右側 に方法論的、具体的な行為 に関 わ る言明や行為 を起 こす原動力
となる言明が入 る。1次 方程式で考 えれば、 Vの 字 の右下 の方 には、例 えば 2x‑3=5を 解
く手順 な どが入 る。結果 および解釈 としては、等式の性質によ り同値変形が保障されて い る こ
と、同値変形 によ り得 られた個 々の式がすべて同一の解をもつ こと、などが入 る。 Vの 右上 に
ある価値主張では、方程式を解 く作業 を起 こす原動力にあた る言明 として 「未知 の数量 があっ
ても、その数量 に関す る条件 が方程式で表現できるならば、一 定の手順 に従 って式変形する こ
とによ り、 その値 を求めることができる」 (岡 本 0土 屋,2000)な どが入 る。
一方、 Vの 字 の左側 には理論的/概 念的、あるいは思考 に関 わる言明が入 る。例 えば、一次
方程式の解法 に関 わる数学観 としては、「数学 は、一定 の条件 を満たすならば、 どんな場合 で
も確実 に解決で きる方法を考 え出そ うとする」 (岡 本・ 土屋,2000)な どが入 る。
なお、 V図 に登場する ことばの意味を生徒 の学習進行を意識 して述 べ ると、次のよ うになる。
ただ し、実際の学習活動で は、 Vの 字 の左右を行 き来 しなが ら、徐々に下か ら上の方に移行 し
てい く。 また、教 師か ら発せ られ る学習課題 が起点 となることもあれば、前の授業 か らの焦点
疑間が授業 の起点 になることもある。 ・
〇焦

点

疑

間 …・2つ の領域 (理 念的/概念的,方 法論的)の 活動を創始す るもの
理論に埋め込 まれてい るか、 または理 論 に よって生起す るもの
学習主体 に対 して、対象 への注意を焦点化す るもの
(例

:方 程式 はどの よ うに して解 けばよいのだ ろう)
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題 ¨・焦点疑間 を通 して具体化 された場、問題場面
○概
念 ¨・学習課題 を解決す る上で必要な事柄
○操作・処理・ 表現 ¨・学習課題 を解決す る手だて,方 法
○学

習

課

○結果及び価値主張 ¨・課題 を解決 して得 られた結果、それ に対す る解釈
○概 念 構 造 ¨・学習課題 を解決す る上で必要 な事柄 の関連図 (概 念地図な ど)
○知 識 主 張 ¨・学習課題 を解決 し、 よ リー般的 にい える事柄や教訓
○価
○数

主

値
学

張 ¨・学習課題 の解決過程 を通 して、私 に とってのよさを意識 し述べ るこ と
・学習過程 を振 り返 り、私 の数学 の観方や捉 え方 を意識 し述べ る こと
観¨

教師の視点、生徒 の視点 に立 って V図 の特徴 を述 べれ ば、次 のようになる。
○教師の視点からみた V図 の特徴

(a)V図 の上部 には一連 の授業 を通 して獲得 させたい 「授業 のねがい」が位置づ けられ、
その授業 のねが い を徐 々 に具体化 させて い くもの として、一 時間単位の 「授業 のね
らい」 がよ り下部 の方 に位置づ けられ る。

(b)一 連 の授業 は、焦点疑 間や学習課題 を起点にス ター トしてい くため、数時間で一つ
の流れを創 り出すテ ーマ性 をもった V図 全体 の形成、大 きな流れを産み出すような
よい焦点疑間や学習課題 の設定が必要 となる。

(c)あ らか じめ教師が V図 を作成 してお くことに よ り、題材観、数学観、価値観な どを
自分 な りに明確 に してお くことがで きる。 また、 V図 に記述 され る数学観、価値 主
張、理論原理な どは、授業 の進行 を して い く上で指標 となるもので あ り、授業 の 中
での評価 (意 志決定 )の ために必要不可欠なもの となる。
○生徒の視点か らみたV図 の特徴
(ア )V図 の最下部 にある 「学習課題」か らス ター トして、授業 のや りとりの中で 「何 を
明 らかに したいのか」 とい う 「焦点疑 間」が 明確 になって い く。 または、前の授業
の流れ の中で生 じた 「焦点疑間」 を詳 しく解明す るために、「学習課題 Jを 設定する。
その焦点疑 間や学習課題 を解決す るため、既 有 の概念 などを用 いて 自分な りに考察
を進めて い く。この ように、生徒 の学習 はV図 の下部 の方か ら上部の方 に進んで い く。
上記 (a)と は逆 の方向性 を持つ。
(イ )そ れぞれの授業時間 で解明 した い焦点疑間 は、徐 々 に理論・ 原理、数学観、価値主
張 に関わるような、数時間の授業全体 を鳥欧 した ものに変容 して い く。
(ウ )一 連 の授業 の節 目 ご とにV図 に、 自分 の考 えを 「書 き加 えて い く」 ことによ り、 自
分 の思考 の移 り変わ りをみ る ことがで きる。 また、 一連の授業の中で知った 「他者
の考えや価値観」な ども書 き加 える こ.と によ り、重層感あふれ るものができあが る。
その結果得 られ る成就感、
新 たな焦点疑間な どは、内発的な動機付 けを生徒 に起 こす。
端的 に述べれば、次のよ うにな る。
・ ね らいの明確化 ,テ ーマ性 を持つ こ と、意志決定の指標
○教師の側 …0 授業 のね力れ｀
¨
・ 方向性 のある学習、焦点疑間の変容 (本 質へ の追究)、 内省的な記述 とし
○生徒 の側
ての効果
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5.生 徒が 「数学する」活動 とV図 の活用 を融合 した授業構想

… 1次 方程式の単元 ―
生徒 が 「数学す る」数学授業 の大 まかな流れ は、次 の通 りである。
a.内 容の概観 → b.問 いの形成 → c.問 いの追求 → d.新 たな問いの形成

V図 を活用 した数学授業 の大 まかな流れ は、次 の通 りである。

at焦 点疑問あ るいは学習課題の媚階″
→ わ t解 映翅唇 を V図の 申に位置 づけること
→ Ct y留 壁部 の記ど によるy/c̲な焦点疑間 の形成
→ di ■ 勲 嚇 繰 を鳥敵 した ソ図 の作成

この両者 の授業 の系列を、次の ように融合 させて実践 しよ う とした。
a.内 容の概観 → b.問 いの形成

→

at焦 点疑問あ るいは学 習難 の ″階″ rbと aッ ほぼ同時)
c.問 いの追求 (個 人での追求,全 体での協議 と追求)
わ t物
を ソ図 の 申″位置 づけること
ct 曜 ″の記ビ によるF/c― な焦点疑間の形成
d.新 たな問いの形成

→

al〜 dの サイク リックな活動

→
→
→
→

→

σ l‐ どの製業 を鳥″ した ソ図の作成

生徒 が 「数学す る」数学授業 の系列の中で、生徒個 々が 自らの 「問いJを 強 く意識する段 階、
生徒個 々が 自らの 「解決過程」 を強 く意識 し、 その活動をふ りかえって捉える段階 にV図 の活
用を位置づ けようとした。 自らの 「問 い」 の意識のためには、それまでの生徒 自身 の既有の知
識体系 との比較対照が必要不可欠である。 内容 の概観 を通 して感 じた 「本当かな ?」 「不思議
だなあ ?」 「す ごい なあ」 とい う こ とばで語れ る感性 を、 よ り焦点化す るためにV図 の形成 が
役立 つ と考 えた。なお、「b.問 いの形成 」 と 「al.焦 点疑 間あ るいは学習課題 の明確化 」 は、
ほぼ同時的 に行われ るのではなか ろうか。 内容 の概観 か ら始 まる授業 の流れ の 中で、「本 当か
な ?」 などの思 いが高 まれば、その生徒 に とっては疑間が焦点化 されてい る。すなわち、間い
の形成 を促進するもの として、 V図 の 「焦点課題 」や 「学習課題」の記入が関わる。
一方、内容の概 観 か らの授業 の流れの中で、今 ひ とつ 「問 い」が焦点化 されない生徒 に とっ
ては、 V図 への記述 を促 され ることの よ り、焦点化せざろ う得 ない状況が起 きて くる。
○ 『問 いJの 形成 の過程での関連
『問 い」 としての意識の高 まり
記述 に基 づ く強 い意識化

b.問 いの形 成

at焦

点疑問 あ るいは学 群 魏 診 物
感覚 的な状態か らの変容

おぼろげな感覚を 『問 い」 として意識せ ざろうえない状況づ くり
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また、生徒 が 自らの解決過程 を振 り返 り、既有の知識体系 との整合性 を図 つた り、新 たな間
いを形成す る原動力を得 る部分 には、生徒が 「数学する」活動 とV図 の活用 が次のように関連
してい る。
○ 解決過程を振 り返 り、新たな活動の源 となる過程 での関連
記述 に基づ く解決過程の整理、振 り返 り

c.問 いの追求

わ 1物

の

=ヽ

の位置 づけ

既有 の知識体系 との整合
新 たな価値意識 の形成

ct

曜

″り記述によるy/c― な蕉点疑用 の形成

d.新 たな問 いの形成
「c.問 いの追求」で生徒個人が行 つた こと、他者 との協議や他者 の考 え との比較の もとに
生 じた考 えな どを反省的 に振 り返 ることに より、初期 の焦点疑間や学習課題 の解決か ら得 られ
ることが ら (原 理、数学観 、価値意識)な どが学習者 な りに明確 になって くる。また、 V図 の
記述を通 して、 自分 自身 の追求 の仕方が本当 に よかったのか、その意味は何だ つたのかな どの
意識が出て こよ う。上の図式では、追求過程の確認、追求過程 の検証 などの ことばで、その辺
りの学習者 の活動 を表現 した。学習者が、サイクリックに自分 の追求過程 を振 り返 り、その意
味を反省的 に捉 えることは、新たな焦点疑間の形成 につ なが ってい くのではなかろうか。
こうした活動を支 えることは 「記述をすること」 であ り、文章 などで学習者 自身が客観的 に
語 ろうとす る ことによ り、振 り返 ること、追求過程 のプロセス を分節すること、追求過程 の意
味を自分 な りに考 える こと、既知 と新 しいこ との区別 をすることなどが行われてい く。
以上 の ことよ り、中学 1年 「1次 方程式」 の単元 において、次 のよ うな授業を想定 した。
単元を概観する授業
↓算術的な解法 と方程式 による解法 との比較,紹 介
明 らかに しておきた いことを 『疑問」 として各 自が書き上げる こと
↓疑問集 の作成 ,他 者 の もつ疑間を知 ること
『明 らか に したい疑問』 の焦点化← → V図 の 「焦点疑問Jの 意識
↓授業 の中での話 し合 い,教 師の意図,生 徒 の雰 囲気
今 日の問題
↓
解決← → 『大切な言葉Jの 抽出
↓V図 「概念」「判断・ 操作・ 処理・ 表現」の意識
答 とその意味← →マップ (概 念地図)の 作成・
↓V図 「概念構造」「結果 および解釈」 の意識
答えからいえること← → もとになる重要な考えや方法の抽出
↓V図 「結果 お よび解釈 」「知識主張」 の意識
数学 としてのよさ← → 『数学』 って何 だろう
↓V図 「数学観」「価値主張」 の意識 とV図 の作成
さらに調べ たいことや新 たな疑間の形成
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単元 を概観す る授業 としては、次 の問題 を基点 に して算術的な解法 と方程式 による解法を比
較 させ るこ と、方程式 に よる解法 の簡潔 さ、思考 の省略化 な どのよさを感 じさせ ようとした。

問題】 2種 類 のお茶A,Bが ある。それぞれの原価 は、Aが 100gで 500円 、 Bは 100g
【
で700円 。 この 2種 類のお茶をブレン ドして、100gで 1000円 の銘茶 「土屋茶」を
つ くつて売 りたい。 この とき、320円 の利益をあげるようにするためには、A,
Bの お茶のブレンド比率をい くらでブレン ドすればよいか。
この問題 の解決 を通 して生 じる疑 間を 「論文 のテーマ」 として、生徒 に文章化 させ る。
学級全体 の 「論文 のテーマ」集 (疑 問集 )を 鑑賞 しあい、その中か ら共通 に解決 してい きたい
疑間、すなわち 「明 らかに した い疑間」 を焦点化 する。その明 らかにしたい疑間 と教師の意図
力油口味された ところに 「今 日の問題」が創 られて い く。
この辺 りまで は、「a.内 容 の概観 → b.問 いの形成」 とい う 「生徒 が数学す る」数学授業
の系列を とってい る。 V図 の活用 を強 く意識す るのは、次の点である。
○今 日の問題 や明 らか に した い疑間を解明 して い く中で、「大切な言葉」 と思われる事柄
をキー ワー ドとしてあげて い く。 また、授業 の中で 「大切 な言葉」を確認 してい く。
○解決がで きた ところで、解や解 を導 くプロセスについて、振 り返 リマ ップ (概 念地図)
を作成す る。
○生徒が 自分 のつ くったマ ップ と、他者 のつ くったマ ップを比較 しあ うことに より、その
時点での 「数学 としてのよさ」 とい う数学観や 「数学 って何だろう」 とい う価値主張を
行 う。 この段 階で、本格的なV図 の作成 を行 う。
すなわち、解決過程を振 り返 り、新 たな活動 の源 となる過程 でのV図 の活用 である。
実際 に生徒 には、次のような 「わか りやす い言葉」 にかみ砕 いた図をプリン トとして渡 し、
節 目ごとに記入をさせていた。 (岡 本・ 土屋,2000,pp.64)
[明 らか に したい疑問]

[さ

らに調べ たい こ とゃ新 たな疑問]

/
/

①「数学」つて何だろう ＼
②もとになる重要な考えや方法＼
③ マップ

④ 大切な言葉

＼

/
＼/

[今 日の問題 ]

①「数学」としてのよさ
② 答えからいえること
③ 答えとその意味

④ 解決
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教師側 が 1次 方程式 の一連 の授業 を行 う上で作成 したV図 は、 (資 料 1)の 通 りである。
例 えば、1次 方程式 の授業 を通 して生徒 に身 につ けさせたい数学観 として、次の ことを挙 げた。
[数学観 (数学 つて何 だろ う)]

)数 学 の記号 にはいろいろな意味がある → 記号化 の仕組みを知 ること
(イ )数 学 とはい ろい ろな もの を省 いて、なるべ く簡単 にす る学問なんだ
(ア

→ 省略化、簡潔性 を意識すること
(ウ )数 学 は、確実 に解決で きる方法を考 え出そうとす るんだなあ → 確実性 の意識
(工 )等 式 の性質 とい う当た り前 のことを性質 として認 め合 うことがあるんだ
→ 前提条件 の意識、協定を図ること

)数 学 とは条件 を追求する学問なんだなあ → 整理 して思考することの必要性
(力 )ど うい う条件 があるか明 らか にして、それを数値化 して式で表せた らとって もいい。

(オ

どうや った ら、 どうい う状況を式で表せ るかを考 えるのが数学なんだなあ。
→ 式 に表す、式 を読む ことの よさを知 ること
(資 料

1)は 、 V図 の もつ 「授業 のねがい・ ね らいの明確化 ,テ ーマ性 を持つ こと、授業 の

中での意志決定 の指標」 とい う教師側 の特徴 を加味 したものである。 しか し、生徒が数学す る
授業 では、次の よ うな問題が生 じる。

① 生徒個々の問題意識に基づ く「多様な」数学論文に対して、どのようにつながりをつけ
ていけばよいのか。
「
② 多様な」数学論文に対して、つながりを導 く観方、即ち生徒同士に共有される思いは
何 か。
生徒 が数学す る数学授業では、教師の意図す るような単線型で進む ことは まれである。
生徒 の作成 した数学論文、生徒間の解釈や議論 によって、複線型 で進む ことがほとん どである。
そ こで、上記 の問題 に対 して次の ように捉 え、 (資 料 2)の ような授業構想図 を考 えた。
② → 多様 な数学論文 に対 して、つ なが りを導 く観方 は、 V図 上部 に書 かれ る数学観や価値主
張 である。 V図 上部 に挙 げた数学観や価値主張が しっか りとしていれば、多様な数学論
文 に対 して、論文同士の関連 を見出す ことができる。
生徒 に とっては、複数 の論文 を比較 してその異同を検討することによ り、数学観や価
値主張 をつ くってい くことができる。
① → V図 の上部 で挙 げた数学観や価値主張を基 に、あらか じめ想定 され る数学論文 どうしの
グルー プをつ くってお くと、イメージ豊 かに授業 に望む ことができる。
ただ し、実際の授業進行 と同時に、 フ レキシブルに (資 料 2)の グルー ビングは変更
で きるように してお く。
以上 の よ うに、 (資 料 1)の V図 、数学論文 どうしのつなが りを意識 した授業構想図
(資 料 2)の 双方 をあ らか じめ作成 し、 1次 方程式 の授業を行 っていった。

6.授 業構想図を基 に した 『 1次 方程式Jの 授業実践

6‑1.1次

方程式の授業の概略
1次 方程式 の授業 の概略 は、次 の図式の通 りである。
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単元 を概観するこ と

○お茶 の ブ レン ドの仕方を考える問題
→算術的な解法 (試 行錯誤、見当づ け、面積図の活用、式 の活用、
表 の活用など)
方程式 に よる解法の提示 と比較
○ 「つ りあ う」 ことに関する議論
→つ りあ う状態 と上皿てんびんのイメ
メージ との関連
→上皿てんびんで 「つ りあう」問題場
1場 面を互 い につ くり、
その問題 を解 き合 うこと

自分 の 「問 い」 をもつこと

「問 い」 に基 づ く数学論文づ くり

○方程式 に関する情報 をあ
ある程度収集 してか ら、 自分
の 「問 い」 を形成するこ
こと
○生徒個 々が、 自分 の 「問 い」 をもとに数学論文 を
創 ってい くこと

班で数学論文 を紹介 しあい、討論す る こ と

i

○他者 の数学論文を知 ること
自分 の数学論文 と比較 す る こと

班で話題 になったことの発表,「 問 い」 の共有化・ 焦点化

数学論文が基調 にある
活動

討論

1

討論 2

等式 は両辺 に同じこ とをす るな らば、何をや って もいい

等式 の両辺 に同じ数をか けて もいい となってい るが、
同じ式をかけてもいいのか

数学論文 に基 づ く討論
と討論後 の
V図 へ の記入
(討 論 2〜 討論

で も同様 )
｀
討論 3

求 める数が 2つ ある場合、答 えは本当 に出ないのか

討論 4

移項するとなぜ、符号 が変わるのか

討論 5

方程式 さえあれば、何で もで きるか

討論 6 数学 としてのよさは何 だろう

一連 の討論を経た
V図 へ の記入
振 り返 りの活動

5
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一連 の授業 の動 きを、 (資 料 2)に 位置づ けると次 のよ うに表せ る。 (詳 細部分 は省略)

・ 討論 6
方程式のよさつて何だろう …
図 に表 せ な い方
程 式 を ど うや っ
て解 い た らよい
か

新 しい等式の性
質 をつ くろ う
…討論 1,討 論 2

移項 って何 だ
ろう…討論 4

討論3

算数 と方程式 と
はどうい う関係
か
… 討論 5

数学論文 どうしのつなが りを意識 した構造図 (資 料 2)の 左下か ら、ゆった りと迂回 して進
むよ うな状況 となる。 また、討論 3で は、生徒 の作成 した数学論文 の 中 に 2元 l次 方程式 に言
及 した ものが あ り、「求 める数 が 2つ ある場合、答 えは本 当 に出ないのか」 とい う問 いが生 じ
た。 これは、授業者 の意図 して いなかった ものであるが、・
授業 の流れ としては 自然な形で生 じ
ていた。
この一連 の授業 の系列の うち、生徒個々の作成 した数学 論文 が討論 の中で大 きな役 目を果 た
す討論 1、 討論 2、 討論 3、 およびV図 の活用 が討論 の中で大 きな役 目を果 たす討論 6に つい
て述 べてい く。 (討 論 4に ついては (資 料 3)を 参照 の こ と)

6‑2.討 論 l

r等 式は、両辺に同じことをするな ら何 をや ってもいいJに ついて

Tは 自身の論文 「等式 は、両辺 に同じことをするな ら何 をや って もいい」 を発表 した。その
論文 の中には、両辺 に同じ数 を足 した り、ひいた り、か けた り、割 つた りす るな ら、何 をや っ
て も等号の関係 は変わらない とい う、等式 の性質が 4つ 出て いた。
その Tの 発表 に対 して、「何 をやつてもいい」 とい う点が討論の論点 となる。
「何 をや って も許 され るのか」 とい う意見 に対 し、Mが 「今 まで習 つて きた こ とをめちゃ く
ちゃに してはい けない。今 まで習 つて きた ことと、矛盾 が 出て こなければ、何 をや って もい
い」 とい う意見 を主張 した。その意見に生徒達は納得 した様子 であつた。
授業者 は、「矛盾 があるかないかで、議論 を判断 しよ う。矛盾 がな い よ うな世界 を創 ってい
こ う」 と述べ、「何 をやって もいい」 の議論 は収束 したよ うにみえた。
しか し、続 いて 「0を か けること 00で わること」が議論 の遡上 にのぼ る。 0に 関 わ る議論
の中で、 Tは 「何 をやって もいい」 とい う言明 を 「何 をや って もつ りあう」 とい う表現 に帰 る
ことを提案す る。
まとめると、討論 1で は次のような議論 が行 われた。
(ア )「 何 をや つて もいい」 ことの妥当性 に対する議論

)等 式 の性質 の意識化
(ウ )無 矛盾 の追求
(工 )0を 意識 した ときに適応可能か どうかの議論
(イ

(オ

)「 何 をや って もいい」 とい う曖味な表現 か ら、一般化 を意識 した 「つ りあ う」 とい
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う表現への移行
(力 )「 つ りあう」 こ との意味の追求
・…等式 の両辺 に同じ数をか けて もつ りあ うのか
(キ )「 つ りあう」 ことの意味の拡 が り
・¨等式 の両辺 に同じ式をか けて もつ りあ うのか (討 論 2)
なお、「何 をやって もいい」
,「 0を か ける こと・ 0で わ る こ と」 へ の着 目は、生徒 の数学論
文 に記載 された言葉が もとになってい る。 そ うした記載 へ の着 目が、等式 の性質をより正確 に
述べ る言明へ、一般化を意 図 した言明へ と生徒 の関心 を高めて いた。

6‑3.討 論 2『 等式の両辺に同 じ数をか けてもいいとな って いるが、 同 じ式をかけてもいい
のか』 について
等式 の両辺 に同じ式をか けて もいいのか、 とい う新たな問 い (共 有化 された問い)に ついて、
次 の 2通 りの意見 が対立 した。
(否 定派)等 式の両辺 に同じ数をか けた場合 には等号 の関係 が成

り立つ。 しか し、等式の
両辺 に同じ式をか けた場合 には、答 えが変わってきて しま う。または、答えが
出せない方程式ができて しま うことが ある。 それゆえ、等式の両辺 に同 じ式を
か

け

て

は

い

け

な

い

。

(肯 定派)等 式の両辺 に同じ数をかけるの と同じように、同 じ式 をか けても等号の関係 は

成 り立つ。
同じ数 とい う部分 を 「同 じ式」 に変換す ることによ り、予想以上 に多 くの生徒 が (否 定派)
となって いた。その論拠 として、「答えが変わ る」「答 えが 出せ ない」 とい う方程式の解 に依拠
した理 由を挙 げる ところに特徴 がある。討論 2に お け る特徴的なや りとりを抽出すると、次の
ようになる。
S

D
:

討論 2に おける (肯 定派)と (否 定派)の や りとり】
【
「2x=5を つ くり、両辺 に (3‑4)を か ける。結局 x=5/2と なるから
、両辺に
同じ式を書けてもいい。
」 (肯 定派)
「(3‑4)は 、式であり、数である。つ ま り、数をかけてい るのと同じだから
、教科書
の記述 の方が正 しい。
」 (肯 定派 )
「数 にならな い (3‑x)を かけた らどうか、や ってみた。

1l x‑2x2=15と な り、 2次 にな って答が 出せな くなる。答が 出てこないときがあ

T
教師

るから、式をか けてはだめだ。J (否 定派)
「Hx‑2x2=15は 解 ける。因数分解 を使 って。だか ら、式をか

けてもいい。
」

(肯 定派)
「因数分解 は、まだみんなが知 らな い こ と。で きるか もしれな い
けど、今は答 を出す こ
とがで きない。で も、 Hx‑2x2=15は つ りあ ってい る。式 をかけて もいいの ?」
(議 論の整理,方 向付 け)

M
A

「両辺に式 (4‑4)を かけると、 2x(4‑4)=5x(4‑4)と
な り0=0と なっ
て、変 になる。 xが な くなっちゃう。だから、式をか けてはい けな い。
J (否 定派)
「× (4‑4)は ×0と 同じ。だか ら、数だか らこれは 0を 無理や り、
(4‐ 4)の 形 に
してい るだけで、式 をかけてはだめ、 とい う理 由 になってはいない。」

(肯

定派)
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M

『例外があるか ら、やっば りだめだ と思 う。J (否 定派)
教師 「前時でや ったよ うに、 0を か けて もいいんだよね。
」 (既 習事項 との関連づ け)
「2x=5に 式 (3‑2)を たす と、 2x+(3‑2)=5+(3‑2)
I
た して も、ひいて もかっ こはい らない けど、かけるとかつ こがつ く。

2x× (3‑2)=5×

(3‑2)か っこは 1つ の数量だか ら数。 (3‑x)も 数であ
(肯 定派

る。だか ら、両辺 にか けて もいい。」

K

2x=5
2x(3… 4)=5X(3‑4)
x=5/2
T

2x=5
2x(4‑4)=5×
0=0

(4‑4)

この ように矛盾が起 こるか ら、式をかけてはだめだ。
J(否 定派)
「今、考 えてい ることは、両辺 に同 じ ことをす るなら何をや ってもつ りあ うか。
で、答 は違 って きて い るけ ど、両辺 はつ りあつて い るか らいい じやないか。つ りあ う

(肯 定派
X(3‑4)と

ことに、矛盾 は生 じていない。」

K

)

rか けた式によって、答が変わ ってきて しまうので、 これは矛盾 ではないか。

「式の中で、答が出ちゃうもの

)

、式の中では答が出な いもの
ある。今、答 が 出な いか ら、式をかけてはいけない。J
(否 定派)
A 「最終的 には答が 出 るとい うこ とで、 2x=5は 、方程式。 0=0は 恒等式。 この恒等
式が等式だった ら、つ りあ つて い る とい える。」 (肯 定派)
「
0=0は 等式 っていっていい ?」
教師
全員

Y
M
T

X(3‑x)が

「い い 」

「つ りあつているか ら、等式だ。
」
『すべて答が出ないといけない。答が出ることも、等式の性質の重要な条件だJ
「Hx‑2x2=15は 解ける。因数分解なんて使わないで、解ける。

H‑2x=15/x
H=15/x+2x
H/15=x+2x/15

H=x+2x
3x=H
x=H/3
「
O お か しい 。 H/15=1/x+2x/15
T 「ほん とうだ」
:

M

・
じゃな い の 」

『 xじ ゃな くて、 aだ った ら、答 が出な いん じゃな いか。例 えば、 X(3‑a)の

と

き。J (否 定派)
『も し、 ax=6だ ったら、 aに は、 いるいるな数が入るから、 xに は、 いるいるな答
が出て しまう。 aに しても、 どっちみち xの 答 は出てこな い。だか ら、式をかけては
い けな い。J

(否 定派)

この議論 では、否定派 のMの 意見 が次 の ように変遷 してい ることが特徴的である。
(ア )方 程式 を同値変形 によ り解 くことと、方程式 の両辺 に Oを か ける ことに伴 う 「通常
の方程式を解 く作業 がで きな くな ること」 との不整合
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(イ

)0を

(ウ

)方 程式 の解 はただ一つ とい う信念か ら、複数の解 をもつ方程式 の存在 があるか ら命

か ける ことの特殊性 か ら、例外があるため命題 (同 じ式をかけて も等号の関係
が変 わらない)不 成立 とい う考 え

題不成立 とい う考 え
の
式 形 を変 える こ とか ら、方程式 の解 の個数への着 日、 に論拠 を移 してきてい る。その変遷
には、Mの 意見 を受 けて補強するKの 存在、方程式 と恒等式 の違 いを指摘するAの 意見、 およ
びAの 意見 を授業の流れの中 に再度位置づ けようとする教 師 の発話 (0=0は 等式 って いって
いい ?,Revoicing)、 肯定派 に流れそ うな雰囲気を何 とか引き戻そ うとす る Iの 意見な どが、
巧み に関 わつてきて い る。
Mの 「もし、 ax=6だ った ら、 aに は、 いろい ろな数が入 るか ら…・」 とい う意見 に対 し
て、「文字が 2種 類 だつた ら本当に答 えが 出るのか」 とい う共有 され る問いが生 まれて くる。
こうした動 きの中で、 Nの 数学論文 「求 める数が 2つ ある場合、方程式 は成 り立つのか」 に
ス ポットが あたって い く。

Nに よる論文 の説明 ¨015x+10y=2100の 場合、 xや yに 数 をあてはめると、 い くつ も答
が 出て 1つ に定 まらない。1つ の式で は、答が求 まらない。
ここで yに 条件 を付け加 える。その条件 は y=x‑30。
その条件 を付 け加 えると15x+10(x‑30)=2100と な り、 x=96
がわか る。結局、 1つ の式で 2つ のわか らない ものを求 め るのは無
理.yに 条件 を付け加えた ときのみ、答が 1つ に決 まる。
このNの 数学論文 の説明を起点 に、討論 3の ステージに移行 してい く。討論 2の 結論 は、
討論 3の 中で (肯 定派 )の 考 えに収束 してい く。

6‑4.討 論 3『 求める数が 2つ ある場合、答は本当に出ないのか」 について
方程式の中に 2つ 文字 が ある場合、即ち求 める数が 2つ ある場合は、答 が決 まらない とい う
こ とは、 Nの 数学論文 の説明 の後、皆納得 した と思われた。 しか し、討論 2の 結論 が出ていな
い こと、 (否 定派)の Mの 論拠 を論駁 した ことに今ひ とつなって いなかった。そ こで、討論 2
の結論 を出す手がか りを増やすために、等式の性質を新 しく創 ろうとして いた生徒 が 2人 いた
ため、彼 らにその論文 を説明 させ る。
0に よる論文 の説明 ¨・等式 の 5つ 目の性質 として、両辺 を 2乗 す るとどうかな とい うこと
をやってみた。 (x+2)=2(x+2)2=4
あれ、わか らな くなっちゃった。

x2+4=4

′

結局、 自分で説明 してわか らな くなって しまい、 0は その ままになる。
Oは 、 (x+2)2=x2+4と 一般化 させ ようとした ところに 「そのまま」 の原因が ある。
この Oの 意見 に対 しては、深入 りす ることな く、次のような発間を通 して討論 2の 収束を図
ろうとした。
教師

:「 等式 の両辺 に式 をか けて もいい のか、 に戻 ろ

う。 もう 1度 教科書 を見 て。等式の性質
は、てんびんなんだ。つ りあ うか、つ りあわないか を問題 に してい るのが等式 の性質な
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んだ。等式 の両辺 に式をか けて もいい ?」
H:「 式をかける必要がないか ら、かいていなかったんだけだ と思 う。」

I:「 この前 いったように、 (3‑x)を 式 と見ないで、 1つ の数量 だか ら数なんだ。そ う考
えると、式をかけるとか いてな くて も、矛盾が生 じない。
」
授業 では、 この Iの 意見 に討論 2の 結論 を見出す こととなる。 (3‑x)を 式 と捉 える見方、
そ して文字 xを 数 の代表 とみて 「 1つ の数量」 と捉える見方、文字式 の見方 の拡 が りを確認 し、
等式 の性質 の意味を掘 り下 げて い くこととした。授業者 としては、討論 3を 経 て、討論 2の 議
論 が収束 したようにみえる。 しか しヽ Mの 思考が納得 い くものに変容 したか否かに関 して、詳
細な分析 が必要 といえる。
また、討論 2と 討論 3は 、数学論文 をつ くることに よって議論 の深 ま りをみせた。

6…

5.討 論 6『 数学 としてのよさは何だろうJに ついて

議論 が進むにつれ、方程式 の よさについての生徒な りの思 いが共有 されつつ あ った。
例 えば、 (資 料 4)に お ける生徒 Aの V図 では、数学 としてのよさが次 の よ うに記述 されて
い る。 この生徒 は、授業の中で積極的 に発言 をしよう としないが、他者 の考 えをよ く聞き、 自
分な りの解釈 してい る様子がみえる。

)方 程式があればどんな問題 で も解 けちゃいそ うな気がする。
(イ )同 じ式 を両辺 にか けて も良 いのか。
(ア

式をか ける必要 自体 がないのではないか。 xの 値 を出す上で必要がな い。
必要がないことをす るな !!

)必 要性 はないけど、見方 によっては どうにで もなる。
(工 )等 式 の性質があることを、小学校 ではわか らなかった 「なぜ ?」
(ウ

まで もわかって

しま うぞ。す ごいぞ、性質。
(オ )xと い うのは、求 めた い数 (答 え)を 表す もので、それを使 うことで どんなに今
までむずか しかった問題 も、 どうしてそ うな るか、考 え方を表 しなが ら解 けるの
が方程式だ。
生徒 Aの 洞察が徐 々に深 まつてきてい る様子がみえる。
また、授業 を経 るごとに、「数学 としての よさ」 に記述す る分量が増 え、その内容 も方程式 を
できる限 り異なる観方で とらえよ う として い る。さらに、算数で学んだ こととの異同 に も着 目
するようになって きてい る。
生徒個 々の 「方程式の よさ」 や 「数学 としてのよさ」 な どの意識が高 まって い ると判断 し、

V図 を前面 に打ち出した授業 を行 っていつた。今までの学習活動 の振 りかえ りを促進す る反省
的活動である。 さらに自分 の思考過程 をた どる内省的な活動であ り、価値 の追求である。
具体的 には、次 のような指示 を して いった。
○ 自分 のV図 に今 まで書 き足 して きた 「数学 としてのよさ」の部分をもう 1度 読み返す。
今 までの記述をまとめると共 に、他者 へ の伝達 を念頭 に、最 も主張 したい よさを文章 で書
く。 もし、すで に書かれて い るもので最 も主張 したい ものがあれば、赤 い枠 で囲む。
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○ 「数学 としての よさ」 に対する自分の考 えが整理で きた ところ、班 ごとに自分 の考 えを発
表する。
○班 ごと、話題 になった ことをまとめる。
○班で話題 になった ことの共有化、すなわち全体での代表者 に よる発表 を行 う。
以下 は、各班 ご との 「方程式 の よさ (数 学 としてのよさ)」 である。
(1班 )方 程式 は、式 の中 に入 ってい る、わか らない数を出せ る。で も、算数でやった○や
□で も、わか らない数 を出せ るではないか。○や回は文字 ではないのか。

(2班 )移項 は、 い ろい ろな見方があってお もしろかった。移項のもとは、等式の性質 であ
る こ とが わか った。

(3班 )方 程式 は本 で あ る。

らわ式ηttuた 1

根 つ こに等 式 の性質 が あ って、
根 を も とに大 き くな って い く。

1)・
彙浄
′
i3
t、

■

鰐

::
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(4班 )つ りあい とい う関係があるからこそ、矛盾なく成 り立っている。算数での疑間を数
学で、メカニズムを明らかにし、世界を広げてい くことだ。
(5班 )方 程式 は、そのまま表せて、矛盾のない自分の考えを創っていける。数学の世界が
広がった とい うことが話題 になり、それは、どうい うことかを議論 した。今までの
表 し方か ら、表す方法が増えた。算数でのた くさんの式が、方程式では、たった 1
つである。
(6班 )式 を立てると、関係がわかる。
(7班 )「 矛盾がない」がキーワー ドだった。
(8班 )1班 と同じように、方程式は、わからない数を出せ る。また、 6班 のように、方程
式を立てると、仕組みや関係がわか るとい うことから、私たちは、数学の世界が広
がつた と判断した。

(1班 )か ら (8班 )の 「方程式のよさ (数 学 としてのよさ)」 を特徴づ ける言葉は、討論 1
から討論 5の 中で話題 になった 「移項、つ りあい、矛盾がない、関係がわかる」などである。
興味深い見方 は、 (3班 )の 方程式を 「木」 とい うメタファーで捉えているところである。
次のや りとりのTの 発言 にみられるように、他者の意見から 「木」から「茎、花」 とい う類推
をしてい く点は、生徒 の思考の柔軟さやセンスのよさを感じる。
方程式を 「木」 と捉える考えに関わる意見のや りとり】
【
教師 :「 この中で、賛成や反対、もっと聞いてみたいことはある?」
I:「 6班 の 「式を立てると関係がわか る」 とい う意見で、関係がわかってこそ、方程式が
立てられ るのではないだろうか」
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Y:「 I君 の言 うように、方程式を立て るには、 2つ のつ りあ う とい う関係 か ら式をたてる
ことがで きる。で も、方程式か ら、 2つ のつ りあ うとい う関係 も知 る ことがで きる。
例 えば、 2x=100と い う方程式 だったら、 りん ごが 2個 で 100円 とい う関係 がわか る。
そんな ことを言お う とした。
」

T:「 3班 の方程式 は木 である とい うことに賛成。で も、ぼ くは、茎か もしれない と思 う。
方程式 を茎 として、新 しい他 の花が咲 くか もしれない。
」
0:「 ぼ くも、方程式は本であるとい う考 えに賛成 です。」
:「 数学 の構造 とい うのは、根 っ こで ある等式 の性質をもとに して、当た

り前の ことだ
けど、誰 もが納得のい くことをもとにして、それを根 つこに して、新 しい花を咲かせ る
ことなんだね。先生 も根 つこで あ り、本であることに賛成。」
N:「 これが数学の世界 を広げてい くとい うこと、だ と思 う。つ りあい とい う関係をも とに、
等式 の性質を創 つて、矛盾 がない よ うに、花を咲かせ ること。そうす る ことで、メカニ

教師

ズムを知 ることがで きる。」
上記の意見 のや りとりが、生徒個 々のV図 への記入にも変化が生ず る。方程式を木 と捉 えた
(3班 )の 意見 に対 して、次のような新 たなV図 へ の記述 が生徒 にみ られる。

討論 6を 終 えてのV図 へ の記述】
【
い
こ
れか らやって くうえで大切 なのは、木の根 を探す と、その数学 の世界 が広 が る こ
(S)
とを発表 して くれた 3班 はす ごいです。

(0) 3班 の本 は、等式 の性質をも とに して、方程式をつ くつ1て い くか らいい と思 う。 で も、
もっ と、言葉を付け加 えるとす るなら、移項は水だ と思 う。
(T) 方程式 は、本であるとい うことについては、ぼ くもびっ くりしました。 もっ とよ く考
えてみ ると、植物だ と思 う。 その花か ら、新 しい ものが生 まれる。 とい うことは、そ
れをふ まえて、で きてい くのではないか と思 う。本 とい う見方もいい けれ ど、植物 と
い う見方 の方が いい。そして、その植物が生きるにも、その条件、土地、水、光な ど。
だか ら、そこまでに、等式の性質 の条件 があるのではないかなあ。
(M) 「方程式 は本である」で、数学 の方程式 の 「移項」 とい う複雑な式 で も、等式の性質
とい うも と (根 )に なる方法 があるように、 どんなに複雑な式でも、必ず もとになる
方法 がある。それが、認 め られ ることで、その方法 は、花を咲かせ る。つ まり、 どん
な当た り前のことで も、それを認 めることで、そのもとを見 ることで、 その当た り前
の ことはどんどん発展 していつて、す ごい方法 にな り、花を咲かせ る。他 に もい ろい
ろな花 を咲かせ るか もしれない。そういったものが、数学 の方程式 の世界 を広 げた り、
意味 を探 るカギになると思 う。
「方程式 は本 であるJと い うメタフアー に対 して、情緒的な面で共鳴をする S、 等式 の意識 を
持 って方程式 を見直すよさを言及する Sや O、 根 (等 式 の性質)を もとにして次 々に方程式を
つ くるこ と、考 えることがで きる生成 の可能性を語 るTや Mな ど、メタフアー を手がか りに し
て想像力を豊 かにしてい る様子がみ られ る。
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3班 の代表 として 「方程式は本である」 と主張 した Kは 、 Tの 意見 を聞いて、 さらに次の よ
うにV図 に書 き加 えて い る。
討論 7を 終 えて
(K)方 程式 は木 だ !と い う自分 の意見 は変わ
らなかったが、 また、新 しいこ とが証 明
され るにつれて、枝分かれ して、新 しい
木ができると思った。

iLぅ ‐
でま

生徒 の価値主張 に関 して は、我 々の想像 を超 え るものがあ り、 その価 値主張 の 中 で メ タ
ファーや類推的な思考が どのよ うな役 目を果 たすのか など、今後の実践 を通 して実証的 に明 ら
かにしてい く必要がある。

7.生 徒が 『数学するJ活 動 とV図 の活用 との融合を図った授業実践を通 して
―継続的な 1次 方程式の授業実践より得 られること―
生徒 が 「数学する」数学授業 とV図 を活用 した数学授業 の融合 を図る上で、授業構想上
では次 の 3点 に効果 があると考えていた。
① 教師の構 え ―授業 の中での意志決定や言語活動 のよ りどころ― を形成す る上での効果
② 生徒 の 「問 い」の形成過程での効果 一今 までの 「私」 の意識化 ―
③ 解決過程を振 り返 り、新たな活動 の源 となる過程での効果 ―新 たな 「私」 の意識化 ―
今回の 1次 方程式の授業実践 は、 6で 述べたように 「内容 の概観 → 問 いの形成 → 問いの追求
→新たな問 いの形成」 とい う生徒 が数学する活動の流れを基に しつつ、教 師、生徒共々、授業
の節 目ごとにV図 の作成 を行 っていった ものである。一連の授業実践の結果、次の 2点 に顕著
な特徴が表れた。
○ 授業 の中での教師の意志決定や言語活動 の 「よ りどころ」 を強 く意識す る こと
一授業 の中で 「これは伝 えたい」 とい う価値主張を強 く持 つ ようになる こと一
〇 生徒 自身が振 り返 りの活動 によ り、 自分 自身 の思考の変容を知 ろうと意識すること
一メタ認知活動 の重視 に よる 「自分 の考え とその変化 Jを 意識す ること一
この 2点 (教 師側、生徒側 )を 詳 しく述べれば、次のよ うになる。
○

授業 の中での教師の意志決定や言語活動 の 「よ りどころ」 を強 く意識す る こ と
・ 授業の願 いやね らいをより明確 に しようとする意識の強化
・生徒 の思考 をよ り正確 に読み取 ろうとする意識 の強化
・ 生徒 の思考のつ なが りをできる限 り図ろうとする意識の強化
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1次 方程式 の授業を行 う前 に、授業者 は 1次 方程式の価値 を次のよ うに考 えていた。

)方 程式の文字 xに 数値 を代入するこ とによ り、解 を求めることがで きるよさ
(イ )算 数 の逆算の よ うに意味 を考 えな くて も、式変形 によ り自動的 に解 を求める こ とが
(ア

できるよさ
(ウ

(工

)分 解式 にはない、複数 の条件 を合併 した一つの式で表せ ることの よさ
)方 程式の世界 に変換すれ ば、形式的 に解 けることの便利 さ・ よさ

算術的な解法 との違 い、形式性、思考 の省略、一つの式で必要な ことを表せ ることに価値 を
おいて いた。授業者 が こうした価値 を 1次 方程式 とい う題材 に持 つ ことに より、生徒のV図 の
記述 に も影響が出て くる。
例 えば、 (資 料 4)の 生徒 が作成 した V図 では、生徒 の価値観 は次 の ように変遷 してい く。
(ア )'方 程式の可能性

)'討 論 2に 対す る主張 ¨・ 「必要のない ことをするな !」 とい うメ ッセージ
・ 「見方 によっては どうにで もなる」
(ウ )'討 論 2に 対す る自分の捉 え方の変容 ¨
(工 )'等 式の性質の捉え直 し ¨・ 「等式 の性質 があること、小学校で はわか らなかった
(イ

『なぜ ?』 までわかって しまう。す ごいぞ、性質」
(オ )'方 程式が考 えを代表 して い る (条 件 を反映)こ との意識
(力 )'関 係を保 つ (つ りあう)と い う観点での方程式 の捉 え直 し

(資 料 4)を 作成 した生徒 の記述 か らは、授業者 の意図 した (ウ

)の 見方 が

(オ )'に 反映
されてい ることがわか る。生徒 自身 の気づ きもあろうが、授業内での教 師 の言語活動や授業

の流れが (オ )'の 見方 を生徒 に形成 させてい るといえよう。
一 方、授業者 は (ア ),(イ ),(工 )に 挙 げた よ うに、方程式 を解 くこ とにおける 「形式
性」や 「自動性」 に強 い価値 を抱 いて いた。 これ に対 して、 (資 料 4)に おける生徒 は、授
業 の討論 で話題 となった 「等式 の性質 の もつ意味」「つ りあいや関係 を保 つ とい う、等号 を
意識 して方程式 を捉 え直す ことJに 価値 を強 く持 つ ようになる。教師、生徒双方の強調 した
い価値 のずれがみ られ る点である。学習が深 まれば多様 な価値が生 じた り、個人 によって力
点のお くとこ￨ろ は変わ って くる。 それゆえ、 V図 の活用 に よ り、授業者 自身 も 「こうい う価
値 の置 き方 もあるんだなあ」 と再認識す ることができる。その姿勢 が、生徒 の思考をより正
確 に読み取 ろうとす る意識の強化 につながってい く。
生徒 の思考をより正確 に読み取 る媒体 としての V図 の役 目は、次 のよ うな場面でも生 じる。
○ 議論 を共有 して い こうとす る中で、意見 を積極的 に発言 しない生徒 は一見すると全体 の
中 に埋没 してい るようにみえる。その生徒の折々の思考状態を知 る上で、節目ごとに書
くV図 が大 きな役 目を果 た して い る。
○ 教師の伝えたい事柄 をどの ように生徒 が取 り入れ ようとしてい るのか、 さらに変容 され
てい くのかについて、数学論文 とは異なる媒体 で見 いだす ことがで きるようになる。
数学論文 にはテーマに対する個 々生徒 の思考が表れ、 V図 には継時的 に変遷 してい く生徒 の
思考過程が表れる。それゆえ、内省 的な思考 を促す記述 が、 V図 には大変多 くみ られる。例 え
ば、教 師の伝えたい事柄 に対す る生徒 の思考 として、次 の生徒 0の 記述 が挙 げ られる。
「未知 の数 にxと い う代数を入れ た り、 い ろい ろな部分 の答 が 出な くて も、それが等式で成
り立たせて答を出す。答 は 1つ で も、そ こへ 向か う道 は、土台が小 4の 算数 であつた り、新
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しく習 った方程式であった り、 い ろい ろな方法で解 けるのが数学 のよさだ と思 う。
また、そんない ろい ろな方法 「あ― しよ う」「こ― しよ う」 とい う議論 こそが、土屋先生
がそ うであった ように、 私たちを数学 の魅力 に引き込 ませ るのではないか。
」
内容 の概観、 とい う生徒 が数学す る数学授業 の前段階で、授業者 は自分 の教材観などを語 る
ことがある。その語 りな どの生徒 へ の影響が V図 によ り異なる形でみえるのではないだろ うか。
○ 生徒 自身が振 り返 りの活動 に より、 自分 自身の思考の変容 を知ろうと意識す ること
一メタ認知活動の重視 による 「自分 の考 え とその変化」を意識すること一
・一連 の授業を通 して 自分 の創 って きた数学 を知 る こ と、 さらに構成 し直 そ うとすること
い他者 の価値観で共鳴す るものを受 け入れ ようとすること、 さらに
自分な りに解釈 して表
現すること,他 者 とのや りとりを強 く意識す ること
・教師の伝 えたい価値観 を意識す ること、 それ に対する自分の考 えを持つ こと
生徒 の側 の視点でみた ときに、特徴 的な こ とは 「他者 の意識」 を強 く持つ ことといえる。そ
の他者 の意識 には、他者 を通 して 「今 の 自分 自身」 を知 るとい うこ とも含 まれる。生徒が数学
する数学授業 では、数学論文作成 において 「問 い」 に対する自分 の考えを強 く意識すること、
「問い」 の解明 に向かって論 を踏 まえて創 ってい くことが要求 され る。学級全体の いの追求
問
のプロセスでは、他者 の書 いた数学論文 の内容 を用 いて議論するといった活動 が なされ る。 し
か し、 そうした議論 を踏 まえて、 もう一度 「同 じ問 い」 に対す る論文を書 くとい うことは時間
的に厳 しい。
数学論文を用 いた議論 の プロセス を経 て何 を得 たのか、同じ問 いに対 して どのよ うな思 いを
改めて感 じてい るのか、同じ問いに対 して 「新 たな私」 として どの ようにアプローチをす るの
か、な ど議論を踏 まえての指針を意識す る上で V図 が役立つ。
例 えば、「他者 の価値観で共鳴す るものを受 け入れ よ う とす ること、さらに

自分 な りに解釈
して表現すること,他 者 とのや りとりを強 く意識す ること」 に よ り、新たな指針 を意識 した生
徒 の記述 として次 の ものがある。

他者の数学論文に対する端的な記述】(他者の意識)
【

(K)R君 の論文 には、疑間をもった。I君 の方程式の仕組み は、わか りやすかった。みん
なの論文を聞 いて、意見 は変わ らなか った けど、 0を 消す理由は、 自分 へ の疑間か も
しれない。

(Y)わ か りやす くまとめてある人が よかった。私 のは、長すぎて くわ しい けど、 まとめた
方が いい と思 った。
(N)移 項 の意味 とい うことが 自分 の論文 には書 かれていな くて、M君 の移項 の意味をプラ
ス した。

(A)自 分 は、M君 の等式の性質 が合 ってい ると思 う。それは、両辺か ら同じ数をひ くとい
う行為 は、明 らか に移項 と同 じ こ とを してい る。
また、「一連 の授業 を通 して 自分 の創 つて きた数学 を知 るこ と、さらに構成 し直そうとす る
こと」 として、次 の記述が挙 げられ る。特 に、 Eの 記述 は生成 しつつあるもの として数学 を提

｀
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え、 自身 の内的な世界 の拡 が りを感 じるとい う意味で 「教師の伝えたい価値観 を意識す る こ
と、それに対す る自分の考 えを持つ こと」 ともいえる。

【
授業 を通 しての自分の意識】
(K)数学 とい うのは、決められたきま りを使って解 くだけではなく、自分でなんでそのき
ま りができたのか、考えてい くことが大事だ と思った。自分できま りを考えて、それ
があつていても間違えていても、1人 1人 の思いをもつことが大事だと思う。
(0)こ の題材を通 しての答は、何かを決めるときに、矛盾 してはいけないのだとい うこと
がわか った 。

(E)今 まで の数学 を思 い出 してみ る と、小学校 の とき以上 に、方法、文字、規則が増 え数
学 の考 え方 がた くさんで きる様 にな り、1つ の 問題 に もた くさんの見方がで きるよ う
'実
に な った 。 これが 、数学 の世界 が広 が った とい う こ とで は・ 0・ ?で も、 は数学 の

世界 が広が っただ けで はな く、 自分 の世界 が広がった とい うことに、気が付 きました。

V図 の活用 に よ り、生徒 は 自分 の継時的な思考過程 一学びのプロセスー を意識 しつつ、
その中で行われて きた他者の意識、他者 と自分 とのや りとり、過去 の 自分 とこれか らの 自分な
どを強 く意識す るのではないだろ うか。

8.ま とめと今後への課題
本稿 では、協 同学習理論 に基軸 をもつ 「生徒 が数学す る」数学授業 とV図 を活用 した数学授
業 との融合を構想 し、1次 方程式 の授業実践 を通 して、両者の数学授業の融合の可能性 と効果
について考察 した。1次 方程式 の授業実践 の結果得 られた、特徴的な生徒の活動や筆記物 によ
る変容 を踏 まえ、次 の 3点 が明 らか になってきた。

①

V図 の活用 は、教師には授業の中での意志決定や言語活動の 「よりどころJを 強 く意識

するもの とな り、生徒 には自分自身の学びを振 り返 り、他者や過去の自己との比較を通
して学びの変容を意識す る機能を持つ。
② 今回の授業実践では、 V図 の活用が、生徒が個々の 「問い」をもつ過程よりも、解決過
程を振 り返 り、新たな活動を生成する場面で効果的に扱われた。
③ 個々の生徒が聞いを持ち、それぞれの問いに対 して固有の展開をしてい く「生徒が数学
,す る」活動の多様さや発散の可能性、 これに対するV図 のもつ作成者の意図へ近づ けよ
うとする収束性 とを結びつけるような、中間的な学習段階が必要 となる。
この 3点 に対する今後への課題 は、次の通 りである。
①'内 省的な記述 (メ タ認知活動を促進する記述)と してのV図 の機能が、生徒の学習およ
び教師の指導 にどのような影響を与えるのかについて、さらに詳細な実証的考察が必要 と
な る。

②'生 徒が個々の 「問い」 をもつ過程において、V図 の活用が どのような役割を果たすのか、
この点についてもさらに詳細な実証的考察が必要 となる。
③'「 生徒が数学する」数学授業 を行 う上での課題 は、その学習スタイルの持つ多様性、授
業内容の発散性 (教 師のねらい との整合の意味での発散性)で ある。また、生徒の個性や
学習集団の特性 によって も、授業の進行がかな り変 わる。「生徒が数学す る」数学授業が
うまく機能す るためには、多様性、発散性を活か しつつ、ある程度の収束を図らなければ
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な らない とい う高度な技量が教 師 に必要 とされ る。
その高度な技量 を形成する手だて として、 v図 の活用 と生徒 が数学する活動を結 ぶ よ う
な 「中間的な学習構想や学習段階」が必要 となる。
本稿 での (資 料 2)は その試みであるが、改良を重ねる必要がある。
中学校段階で数学論文 はどの くらい まで書 けるのか、そして どの くらい まで生徒 に要求すべ
きなのか、数学論文の作成 が最適なのか…・そ うした 自間を繰 り返 してい る。 V図 を活用 した
授業、生徒 が数学す る授業、それぞれの特性 を具体的に見極めつつ、さらに上記の課題 につい
て考察 を深 めていきたい。
附記】本研究 は、平成 14年 度静岡総合研究機構・ 学術教育研究推進事業費補助金 「数学学
【
習 にお ける内省的な記述 の効果 に関す る実証的研究」 (研究代表者 :両 角達男)、
平成 14〜 16年 度科学研究費補助金 若手研究 B「 範例的教授・学習理論 に基 づ く数学
授業 の教授 と数学的活動 に関す る研究」 (研 究代表者 :両 角達男)の 支援 を受 けて行
われてい る。
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(資 料 1)

1次 方 程 式

学 び方 図

[明 らか に した いこ と]

(Ml)プ レン ド比率 を求めよ う
(NQ 2)方 程式 ってなんだろう
(NQ 3)重 さを求めるにはどうした らよいか
(論 文)図 で表せな い方程式 を どうやって解 いた らよいか

(論 文)新 しい等 式 の性質をつ くろ う
(論 文)移 項 って 何だろ う

.

(論 文)算 数 と方 程式は どういう関係だろう。
[さ

らに調 べ た い ことや新たな疑問]

① 「数学」 って何だ ろう。
(NQ 2)数 学 の記号 には いろ いろな意味が ある。
(論 文 )数 学 とはい らな い ものを省いてなるべ
く簡単 にす る学 問なんだ。
(論 文 )数 学 は、確実 に解決で きる方法 を考 え
出そ うとす るんだなあ。
(論 文 )等 式の性質 という当た り前の ことを
性 質 として認め 合 うことがあるんだ。
(論 文 )数 学 とは条 件 を追 究す る学問なんだな あ
(論 文 )ど うい う条件が あるか明 らかに して、
それ を数値 化 して、式で表せた らとって もいい。
どうや つた ら、そ うい う状 況 を式で表せ るか を
考 え るのが 数学なんだなあ。

① 「数学」としての 「よさ」
(NQ 2)未 知なるものを求めるには、 xを 使って式
を立てて代入 して求められる。
文)算 数 と数学では もとになるものが違 う。
数学 のよ さは もとにな る等式の性 質がある。
算数 の逆算 と違 って 、いちいち式 の意味 を考えな
くて も、式 さえ立てれ ば機械的に求 め られる。
(論 文)方 程式は、 一つ の 式で算数で いち いち考 えて
いたす べての意味 を含 むなんてす ごいなあ。
(論 文)未 知の数量があって も、その 数量に関す る
条件が方程式で表現で きるな ら、一定 の手順 に従
つて式を変形す る ことによって どんな方 程式 も機
械 的 に解 けて しまうのだな あ
(論

② も とになる重 要な考 えや 方法
(論 文 )等 式 の性質

② 答えか らいえる こと
(No 2)=に は、つ りあ うという意味 の=が ある。
(論 文)等 式 の性質 には 4つ ある。
(論 文)等 式 の性質 を使 って方程式が解 ける。
(論 文 )等 号を こえる と符号が変わる ことを移項 とい
う。移項は等式の性質が もとにな っている。
(論 文)小 学校 の解 き方 と中学 の解 き方は違 う。

③ マ ップ
(別 紙 )

③答えとその意味
(プ リン トやノー トに記入)

④ 大切な言葉
等式 、左辺 、右辺、両辺 、方程式
方程式の解、方程式 を解 く、成 り立つ、成 り立たな い
未知数 、等式の性質 、移 項

④解決
(プ リントやノー トに記入)

[今 日の問題 ]

(No l)算 数で解 いてみよう。 方程式 を紹介 して、その思 いを語 る。
(NQ 2)つ りあわせ るには、何kgの お も りをのせれ ばよいだろう。
(No 3)野 菜 の重 さを求めよ う。 自分で絵 を描 いて、方程式をつ くって、絵か ら重 さを求めよ う。
わか らな いことや疑間に思 った ことを出そ う。

土屋史人・ 両角達男

(資 料 2)
[問

いを追究 し、価値ある数学を創 りあげ、新たな問 いを見 いだ していく段階]

………………………………・ 数学 つて何だろ う ………………………………………¨…………‐
いい。
:。 どうい う条 件があるか を明 らか にして、それ を数値化 して、式で表せ た らとって も
: どうや った ら、そ うい う状況 を式で表せ るか、考 えるのが 数学 なんだな あ。
三 条件 を満 たす のが方程式で 、つ りあ うとい う意味なんだな あ。
三 条件が方 程式で表せれ ば、 一定 の手順 に従 えば、 どんな方 程式 も機械 的 に解 けて しま うの
: だな あ。
:0数 学 とは、条件 を追究す る学 問なんだな あ。
:・ 方程式 は、 一つの 式で算数で い ち い ち考 えて い たす べ ての意 味 を含 むなんてす ごいな あ。
:。 数学 とは もとになるものが ある。 もとにな る ものがあるか らこそ、確 実 に解決 で きる し、
三 誰 もが納得 で きる。数学 の構造 はもとにな る もの を使 って、広が って い くんだな あ。
:・ 数学 は、確実 に解決で きる方法 を考 え出そ うとす るんだな あ。
:・ 数学 とは、 い らな い ものを省 いて、 なるべ く簡単 にす る学 問な んだな あ。
￨…

方 程式 のよさって何だ ろう
追究 に値 する

共有 された
問 いの 発表会

予想 され る共有 され る
新たな問 い

意見交換会

結局この4つ に集約され :三 移項 って等式 の 性 質が も
三
三す べ て、天秤 の 図で表せ 三
:る な んてお もしろいな あ ::て るのか 、よ くで きて る :: とにな って い るんだなあ
三
:な あ
￨で も、条件 によって解 け 三
￨る とき と解 けな い ときが
:あ るのだなあ
:

方 程式 の機械 的 に解 く
::部 分が 、算数 で い う
三:と 、いち いち意味 を考
::え て いた ことにあた る
::の か

:三

共有 され る問い

図で表 せない方程式 を ど
うや って解 いた らよ いか
追究 に値す る
予 想 され る

移項 つて何だ ろ う

算数 と方 程式 は どう い
う関係 だ ろ うか

方程式の計算を追究 して
いるグループ

方程式 をつ くって 、文
章題 を解 いて いる グル
ープ

共有 され る問い

天秤 の 図をか いて 方 程式
をつ くって、楽 しむ こと
か ら矛盾 のな い世界 を創
ろ うとして い る グル ー プ

等式 の性 質 か ら、矛盾 の
な い世界 を創 ろ うとして
いる グル ー プ

論文 を次のよ うな グル ー プ化す る
各 自の 論文

[子 ど も が 自 分 の 問 い を も つ 段 階 ](追 究 に値する価値ある問 い を個人で持つ)
自分でテーマ を決めて、論文をつくろう
[基 本 と な る 内 容 を 概 観 す る 段 階 ]
(Nlo l)算 数で解 いてみよう。方程式を紹介 して、その思 いを語る。
(No 2)つ りあわせるには、何kgの おもりをのせればよいだろう。
(No 3)野 菜の重さを求めよう。自分で絵を描いて、方程式をつ くって、絵か ら重さを求めよう。
わか らないことや疑間 に思ったことを出そう。

学び方図を活用 した数学授業 に関す る実践 的な研究

(資 料 3)

討論 4「 移項するとなぜ、符号が変わるのか」について
この 「問い」については、かな りの生徒が関心のある問 い として数学論文を書 いていた。
そ こで、 「移項するとなぜ符号が変わるのか」に関す る論文を書いた生徒すべてに発表 させた。
発表 を通 して、次の 3グ ルー プに論拠が分けられて いった。

① 等式の性質から成り立っているのが移項だ。移動ではなく、両辺を同じ条件にすること
② 移項とは逆算していること。
③ 符号を変えないと矛盾するから、符号を変えるべきだ。
①〜③の3つ の諭拠に対する議論が、次の通 りである。
師 ＫＥ
教

・について、賛成、反対の意見をどうぞ」
「これ ら
「③ は、符号を変える証拠 としては弱いと思 う。」
「5x+50=150
左辺か ら50を ひ くことは、つ りあわせ ると、

.

ＭＫ師 ＯＫＩＴＯＴＮ
教

5x+50‑50=150‑50
5x=150‑50

Ｏ
Ｔ
Ｏ
ＡＯＫＩＯ
Ｓ
ＫＭ
Ｉ
Ｅ

′
両辺に‑50を して るか ら、③ もいい。」
「証拠 として弱いということがわか らな い」
「Aが いえるか ら、 Bだ っていうわけにはいかな い.」
「②で逆算 という言葉が出てきているけど、逆算 って、確かめ算 と考えていい ?」
「ぃぃ」
「方程式は xを 求めて いることだか ら、確かめ算 ということはおか しい。」
「② はつ り合 いか ら考えると、数学の世界では、確かめ算 というあはぉか しぃ。」
「移項 というのは、移すように見えるということだか ら、確かめることではな い。」
「T君 は、言葉がよくないって いってるの ?」
「言葉だけの問題ではない」
「② に賛成。昔習った、たしかめ算が、今や って いる方程式 と考 えればいい。た しかめ算で
求めたのは、
もとの数 xだ か ら、やっていることは同じ」
「3+□ =5 □=5‑3
この□を xに 変える と
3+x=5 x=5‑3
逆算 の方法 と似ている。や っていることは同じ。」
「500‑100=400の
とき、 400+100=500に
´
するの もた しかめ算。
だか ら、方程式 とたしかめ算は違 う」
「今、T君 が言っていることって ‑100が +100に なって、逆算 していることじゃな いの.
符号が変わるということは、たしかめ算 じゃん。」
「5x+50=150‑xで
、 一xを 移項す るときは、た しかめ算で どうやって説 明す るの ?」
「xを ひいていたのが答の 150だ か ら、た しかめ算で 6x分 わかればいい」
「よくわか らない」
「3+x=5 x=′ 5‑3
左辺か ら 3が 消えるのはなぜ ?」
「小学校のときは 3消 してるって考えなかったで しよ。それ (等 式の性質)は 、中学校か らの考え方で、
小学校は答えか らひけばいいという考え方で しょ。」
「た しかめ算 というのは、最初 の式まで戻つて い くような計算 をす ることで、ゴールか らスタ‐ 卜みた い
感 じ.方 程式は、 xを 求めに進めていく計算だか ら、スター トか らゴールみたい感 じ。全 く逆の ことを
やつているのじゃな いか。」
.
「移項 とは式を解 く 1つ の方法だか ら、スター トか らゴールまで示 していることとは違 う。」
「小学校の段階は、まだつ りあいの考え方ができて いないので、ただ、ひけばいいって習ったけど、
中学校では数学の世界を広げ、なぜ、ひくのか メカニズムを知ること」
「0さ んのは、算数の世界であって、数学の世界 とは違 う。数学では、等式は両辺 に同 じことをする こと
で答を求めることができる。算数では、 xは 5‑3で 表せますよって い うこと.」
「方程式のもとは等式の性質にある。た しかめ算の もとはない 。・・ のか もしれない。」

討論の結果、結論は出なかったが、それぞれの子 どもに、 自分な りの数学の世界が小学校 の算数 と比較 しなが
らできたようである。

土屋史人 0両 角達男

1次 方 程 式

(資 料 4)
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④大切な言葉
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