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数学学習 にねざした総合学習 にお ける授業展開 と
その課題 に関する研究
Research on synthetic learning relative to mathematics
learning and teaching by focusing classes
and problems treated in synthetic learning.
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1.は じめに
´

平成 14年 か ら本格的 に実施 される「総合的 な学習」 に対す る議論 が、教育現場 を中心 として
総合的 な学習 に関す る実践事例 が掲載 された教育雑誌 が次々 と創刊 された り、
大変盛 んである。
総合的 な学習 に近接 した諸外国の実践 を紹介 した り、 日本 における総合学習 の系譜 を研究 した
「国際理解、情報、環境、福祉 0
書籍 な ど多数出版 されてい る。それ らの教育実践 をみてい くと、
健康」 とい う領域 に何 らかの関わ りをもった ものが大変多 い。 この背景 には、平成 10年 12月 に
発表 された学習指導要領 にお ける、次 の記述 が大 きな影響 を与 えてい る。(D
「各学校 においては、 2に 示すね らい を踏 まえ、例 えば国際理解、情報、環境、福祉・ 健康 な
どの横断的 0総 合的 な課題、生徒 の興味・ 関心 に基づ く課題、地域 や学校 の特色 に応 じた課
題 などについて、学校 の実態 に応 じた学習活動 を行 うもの とす る。」
国際理解、情報、環境、福祉 0健 康 といつた教育 は、上記 の記述 では総合的 な学習 の例 にす
ぎないが、教育現場 にお ける実践 をみると「なん らかの形で これ らの分野 に関わ つた学習 をし
なければならない」とい う意識 が大変強 くなってきてい る。加 えて、「総合的 な学習 は、現実社
、「総合的 な学習 は、教科 に限定 されず に
会 で解決が容易でない問題 を扱 わな くてはならない」
教科 の枠 をはず さな くてはならない」 とい う主張 に基 づいた実践事例 も多 くみ られる。 これ ら
の実践事例 の背景 にある考 え方は、次 の佐藤 (1996)の 主張や児島 (2000)ら の主張 を取 り込
み、「〜 をしなければな らない」 を強調 した もの とい える。
「 (教 科学習 と総合学習 の)両 者 の違 い は『知識 か経験 か』 ではな く、『知識』 と『経験』 の構
成 の仕方 にある。『教科学習』が対応す る学問分野 を背景 として『知識』 と『経験』を構成 す
るのに対 して、『総合学習』 は現実的 な問題 を課題 (主 題 )と して構成 するのである。『総合
的 な学習 の可能性』 は、教科 ごとの領域 では排除 されて しまう現代社会 や人生の切実 な問題
をカ リキ ュラムに組 み込む ことを可能 にす る点 にあ る。」。
「各教科・ 領域 を縦糸 に、現代社会 の課題 を学習課題 として横糸 にし、両者 を織 り込んでい く
)

のが横断的学習 であ り、 ここで は、教科・ 領域 の枠 が保持 されてい る。 これに対 して、教科
領域 の枠 を こえ、学習課題 のみで構成 されるのが総合的 な学習 である。」0
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総合的な学習 に対す る先述 の捉 え方の強調 は、一 方で「総合的 な学習 は、 それぞれの教科学
習 とは違 うのだか ら教科 で扱 うことをやってはな らない」 といった教科学習 と総合的な学習 を
分離す る見方 の強調 へ とつなが る。総合的 な学習 と教科学習 を分離 しようとい う見方には、学
校知 に陥 りやすい、学習 の成果 がそれぞれの教科内 にとどまってしまう、現代社会 の切実な問
題 に迫れないなどの指摘 がみ られる。 しか し、総合的な学習 と教科学習 を分離 して捉 え、実践
していって よいのだろ うか。本研究 の原点 は、 この間 にある。
両角 (1999)は 、次 のような総合的な学習 に対す る捉 え方 をしなが ら、数学学習 にねざした
総合学習 の あ り方を主張 してきた。

)

「総合的な学習 は、国際理解、情報、環境、福祉・ 健康 のみを学 ぶ と自己規制 をかけるのでな
く、 それを扱 う教 師 の最 も生 き生 きとした領域 で展開すべ きで ある。 それゆえ、数学 の教師
が担当す る総合的な学習 では、数学 の色 が濃 く出て もよい。例 えば、数学 の課題学習 を拡充
する形で興味深 い数学 の内容 を追求 してい った り、また幅 をもった課題解決 がで きるように、
通常 の授業 よりもじっ くりと時間 をかけた展開を総合的 な学習 の中で展開 して もよい。」
教師側 の有す る自己規制や総合的 な学習 と教科 の学習 を分離 して捉 えようとする傾 向 に対 し
て、歯止めをか けたい とい う願 い もある。この主張 に対 しては賛否両論であ り、
「教科 に関わる
こ とは選択教科 の時間 で扱 い、総合的な学習の時間が教科 とは違 うことを行 う」 とい う意見 も
根強 くある。しか し、新 しい学習指導要領 にお ける教科 の学習内容 の大幅な削減 、
「分数 がで き
ない大学生」
「小数ができない大学生」 (東 洋経済新報社 ,2000)な どの書籍 に代表 される学力
低下 を憂 い る声 の増大、実際に総合的な学習 を運 営す る上での教師 の負担論 や課題 な どが指摘
され、教科学習 と総合的な学習 との関わ りを主張す る意見 も多 くなってきた。
本稿 では、総合的な学習 を取 り巻 くそうした最近の主張 を分析 しなが ら、数学学習 にねざし
た総合学習の授業展開 とその課題 に関 して考察 を行 う。 なお、筆者 の基本的 な考 えは前述 した
よ うに、教科学習 と関連 させた総合学習 をもっと積極的 に扱 って もよい とするもので あ り、 そ
の授業実践のために何 に着 目するか とい う点 を述 べてい くものである。

2.研 究 の 目的 と方法
本稿 では、数学学習 にねざした総合学習 の授業展開 をしてい くための「着眼点」 を考察 し、
その授業 にお ける有効 な学習材 を生むための知見 を得 る ことを目的 とする。 なお、数学学習 に
ねざした総合学習 を次 のようた捉 える こととする。
「数学 に関わる事象 を数学的な視点 で分析・ 考察する ことに加 え、 その事象 に関わ りのある
諸分野 の知見 0成 果・ 価値 を取 り込みなが ら、 より拡 が りと深 まりの ある学習 を行 うこ と。
また、一見する と数学 に関わ りのなさそうな事象 に対 して、数学的な見方や考 え方、数学固
有 の事象 の分析 の仕方な どを対置する ことによ り、事象 の分析の仕方を比較 しなが ら知 った
り、 こんな ところに数学 が使われ てい るとい うことを見 いだす こと。」
例 えば、裁判 を行 ってい くプ ロセス を分析する と、あたか も数学 の論証 を行 うような段 階 を
踏 まえた立証 のプ ロセスが ぁる。そうした分析の仕方をパ ランル に比較 していった り、類似す
る ことばや行為 を見 いだす ことが、後者の文 に関わる こ とで ある。
こうした数学学習 にね ざした総合学習 の授業展 開のあ り方を考察 してい くために、次 のよう
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なステップで考察 を行 う。
①

最近 の総合学習 に関す る主張、数学 と総合学習 の関わ りに関す る主張、筑波大学附属 中
学校 における総合学習 の実践史 と変遷 のプ ロセス を考察 する ことによって、数学 にね ざし
た総合学習 の背景 を知 る。

②

テーマ に基 づいて、何 らかのス トー リー を組 みなが ら数学的 な視点、捉 え方、内容 をお
「学
さえてい った り、関連す る諸分野 の知見 や価値 を盛 り込んでい くとい う授業 に着 目 し、
習材」 に焦点 をあてて、数学学習 にねざした総合学習 の授業展開 を分析 する。
そのた め、学習材 に対す る生徒 のニーズ、工夫 された学習材 の書 かれ方 を教科書研究 や
過去 の教科書 の分析 などより考察 する。

③

数学学習 にねざした総合学習 の授業 を展 開 してい く上で、「数学 の資料集」なるものの創
出が大 きな役割 を果たす と考 え、 その創出のための留意点 を考察す る。

なお、
本稿 において筑波大学附属中学校 における総合学習 の実践史 を踏 まえる意味 を込 めて、
「総合学習」 とい う用語 を用 い る ことにす る。 さらに、③ における「数学 の資料集」 それ 自体
は、今後開発 を行 ってい く。

3.数 学学習 にね ざした総合学習の背景

3‑1.最 近 の総合学習 に関す る主張 について
先述 した ことに も関わ るが、多 くの教育現場 における総合学習 の理解 は天野 (2000)の 述 べ
る次の文章で表 され るものであろう。
。
「総合的 な学習 は、子 どもの興味・ 関心 の尊重 や、生活的・ 地域的 人類的課題 の解決 とい う
発想 を核 にして、教科等 の枠 を取 り払 って総合的 な型 で学習 してい くもので、学 ぶ内容 は子
どもの活動 に沿 って柔軟 に決定 されるとい うのが一般的理解 で ある。」0

現代的 な課題 を扱 うこと、教科 の枠 を取 り払 うこと、子 どもの活動 に沿 うことの 3つ が、総
合学習 を捉 える上 で重視 されてい るように読 み とれ る。 その背景 として、天野 は日本 の過去 に
おける合科・ 総合学習 の理論 と実践 の系譜 をた ど りなが ら、次 の 4つ の点 を挙 げる。
・ 既存 の教科教育 のあ り方 に対す るア ンチテーゼ、 および授業 と子 どもの生活 や経験 を結 びつ
けるプロセス としての総合学習 の役 目
・ 子 どもが 自 らの手 と身体 を環境世界 にぶつ けて、 それを変革 してい こう とする学習 の必要性
「地域的、国民的、人類的 な現実課題」
・ 既成 の教科や教科外学習 でおおえない学習課題 である
′
をカ リキ ュラムの中 に盛 り込む必要 性
・ 幼児教育 と小学校教育 の接続 の必要性、 そして生活科 に連続す る学習 の必要性
そうした分析 を経 た後 に、天野 はさらに次 のような総合学習 の もつ問題点 を挙 げてい る。
①

教科学習 と総合学習 との間 に、 カ リキ ュラムの上、機能的分化、三分化 をもた らす危険性
が ある こと

②

小学校 における総合学習 の主張 には知育偏重 に対す る反省 が あるが、 この こ とがやや もす
ると教科教育全般 を批判 した り、対象へ の認識 を くぐり抜 ける活動 を否定するおそれがある
こと

③ 総合学習と教科学習、道徳や特別活動との関連を明確にしていく必要があること
④ 実践の評価 0点 検を踏まえた単元づくり、カリキュラムづ くりの必要性があること
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天野の挙 げた問題点 にみ られるよ うに、総合学習 と教科学習 を分 けて捉 えようとする動 きが
多 くみ られ るのが現状 で ある。過度 にその傾向が進む と、総合学習 を通 して何 を学 び、その学
習 を通 して どのよ うに変容 したのか とい う点が不明瞭 になるお それが ある。
また、藤田 (2000)は 、総合学習 と通常 の授業 との落差 が生 じてい る現状 を踏 まえ「総合学
習 にお ける知識の核 の必要性」 と「学年進行 による総合学習の意味 の変化」の 2つ を主に主張

す る。0藤 田の主張 の背景 には、生 きる力 は能力・ 努力、苦労・ 挫折 の経験、希望・ 楽天性、
仲間の 4つ 要素 による関数 で捉 える こ とがで き、豊 かに努力 し、豊 かに挫折 し、豊 かにエ ンジョ
イする機会 を拡大す るこ とが必要 で あるとい う考 え方がある。例 えば、 自 ら学 び考 える力 を身
につ けるためには、知識・ 技能 の蓄積 が不可欠であ り、対象世界 に対す る積極的 な構 えが必要
で ある。外見上、生徒が 自 ら学 び考 える活動 をしてい るか らとい って も、必ず しもその育成 が
促進 されてい るとは限 らない。前者 の知識・ 技能 の習得 や、積極的な構 えを身 につ けるために
は「豊 かに苦労 した り、挫折する経験」が必要であるが、 その点が最近過小評価 されてい るの
ではとい う反省 に立 った議論 がなされてい く。
さらに、藤田は「学年進行 による総合学習 の意味 の変化」 について次 のように主張する。
「総合学習 の時間 の意味 は、学校段階でかな り重要な違 いが あるとい うこ とで ある。経験的 に
考 えて も理論的 に考 えて も、小学校 での学習 は教科横 断的・ 総合的な学習がそれな りに意味
をもちうるが、上級学年 にな るにつれて、 そして と くに中学、高校 になると、知識 も系統的
に分化 し高度 になってい く。知識 の系統性 と境界性 が強 まり、系統的 0発 展的な学習の重要
性 が高 まる。 (中 略)
小学校 では、先 の学習指導要領改訂で一、二年次 に導入 された生活科 の延長線上で、この『総
合学習 の時間』 を構想す る こ とに大 きな問題 はない と考 えられるが、中学校 では、 それだ け
では十分 と言 えない。む しろ、教科 との関連性 や生徒個 々人の関心 の発展性 を重視す るとか、
『総合学習の時間』 それ 自体 の系統性 を考 える ことが重要である。
」
この主張 をもとに、藤田は総合学習 の時間 の編成 タイプ として、テーマ学習型、体験学習型、
教科 中心型、教科補完型、系統学習型、自己編成型 の 6つ を事例 を挙 げなが ら述 べ る。例 えば、
教科中心型 とはテーマ学習 に近 いが、各教科の枠内 に取 り込んでいた総合学習的な部分 を総合
学習 の時間帯 を利用 して行 うものである。
両角 の述 べ る数学学習 にね ざした総合学習 の 1つ は、
このタイプで あるともい える。
国内の総合学習の実践やその歴史 を通 した天野 の考察、そして諸外国 との比較 をベ ースに し
た藤田の考察 を基 に、現在 の総合学習 のおかれた状況 や今後 へ の課題 な どをみてきたが、 2人
の主張 か ら得 られる中学・ 高校段階 にお ける総合学習 に対する知見 は、次 の 2つ で ある。

(1)知 識 の系統性 や境界性 の強 まる中学・ 高校段階 での総合学習 では、教科学習 に近接 した学
習や教科学習 との関連 を踏 まえた学習が必要 になって くる。

(2)中 学・ 高校段階 にお ける総合学習 は多様 なタイプが あ り得 るとともに、 その実践 にあたっ
ては点検や評価 を踏 まえた単元 づ くりやカ リキ ュラムづ くりが必要 で ある。なお、点検 や評
価 に際 しては、教師側の指導 の意図やね らいが必要 となる。
上記 の現在 の総合学習の位置 に対 して、総合学習の授業 プロセス に関 しては田中 (2000)に
よる考察 が参考 にな る。田中は情報教育 と総合学習 を関連 させなが ら、効果的 にい くつかの情
報受発信 の機材 を用 いて、主たる目的 のための授業 を行 うメデ ィア ミックスに よる情報活動、
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様 々な「相手」を意識 し、財目手」との関わ りに着 日した ヒューマ ンネ ッ トワークをつ くってい
0総 合学習 の時間の中で情報教育 を行 う
く授業 について実践事例 をもとに考察 を行 ってい る。
とい う目的が あるために、 その主張 は情報教育 をいかに効率 よく行 ってい くか とい う視点が色
濃 くみえるが、学習 のタイプ、共同学習 を行 う上 で留意 す る ことは、現在総合学習 を実践する
上で よくとられてい る手法 とい えよう。
まず、 メディア ミックスによる情報活動 とい う場面 における学習 タイプ として、 田中 は「課
「探求 (Explore)、 表現 (Express)、 交
「総合表現型」
「実践交流型」の 3つ を挙 げる。
題追求型」
流 (Exchange)」 とい う 3つ の Eで 示 され る柱 の概念 に対応す る学習 スタイルである。 それぞ
「課題追求型」、何 らか
れ、イ ンターネ ッ トやデジタル カメラを活用 して調 べ学習 を行 ってい く
「総合表現型」、イ ンターネ ッ トやテ レ
のマルチメディア を使 うことそれ自体 に主眼がおかれる
「実践交流型」
ビ会議 などを通 して教室 の枠 を越 えて他者 と交流 してい くことに主眼がおかれる
が示 される。数学 にねざした総合学習 とい う視点 で 3つ の学習 タイプを考 えれば、数学 に関わ
る課題 や事象 を考察 した り、一見数学 に関係 のなさそうな事象 に対 して数学固有 の分析 の仕方
を対置 してい くな どの「課題追求」が「課題追求型」 とい える。数学 にねざした総合学習 では、
この タイプの学習 が まず スター トライ ンであ り、根幹 をなす と考 えられる。次 に、 自分 の考 え
たテーマやその分析 の途中、例 えば実験 などのために コンピュー タを用 いた り、 コンピュー タ
を用 いてその現象 を表現 してい くことが「総合表現型」 とい えよう。実際 の生徒 の活動 をもと
に述 べれば、BASICで簡単 なプログ ラム を組 む ことを通 して、コンピュー タ画面上 にパ ターン
を繰 り返 した画像 や幾何学的 な模様 を作成 した り、関数 のグラフをえが いた り、 さらにその関
「実践交流型」は、あ るテーマのさら
数 のグラフを連続的 に変化 させてい くことが挙 げられる。
なる追求 のために、関わ りのある分野 の方 にその知見 を聞 きに行 った り、 自分 の考 え との異同
を知 るために議論す る ことな どが挙 げられる。
「他者 と共同 して創 る こと」「他者 の特性 を応 じ
共同学習 を行 う上 での留意点 として田中 は、
「本
て情報発信 した り、作品 を制作 す る こと」「他者評価 を活 か して作品の再構成 を行 うこと」
物 の聴衆 を意図 して学習 す る こと」 などを挙 げる。他者 の観点 を踏 まえなが ら作 品を制作 した
り、既 にで きあがつてい くものをモ デルに してさらに作 品を制作 してい くプ ロセスでは、 自分
の見方・考 え方 と他者 の見方・考 え方 の異同 に着 目した り、対比す るとい う利点がある。 また、
作品づ くりを追体験 す る ことによって、他者 の作成 した作品 に内在 す る価値 や知見 を知 る こと
がで きる。 さらに、「本物 の聴衆 を意図する」ことによつて、既 に自分が持 ってい る価値観 や も
のの捉 え方が修正 された り、新 たに学 ぶ ことがで きる。 こうした共同学習 におけるよさが、総
合学習 においてはより重視 されるので あ ろう。 田中の述 べ る「再構成 や追体験 における学習」
や「本物 の聴衆 を意図す る学習」 は、数学 にねざした総合学習 を展開す る上で、あ るテーマ に
対す る洞察や理解 をより広 く、深 くするものであろう。例 えば、あ るテーマ に関 して数学 とし
ての考察 をした後 に、 そのテーマ について数学以外 の知見 を得 るために関連性 のある方 に聞 き
に行 く、 自分 の考 えを関連性 のある分野 に広 げるための問 いかけを工夫 して提示す る、 テーマ
に対す る自分 の知見 を専門家 と語 り合 う とい つた学習 の場 を設定 す る ことによつて、学習が深
化 してい く。
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3‑2.数 学 と総合学習 との関わ りについて
数学 と総合学習 との関わ りについては、2000年 4月 か ら数学 セ ミナー (日 本評論社 )で 連載
されてい る、総合学習で扱 う題材 に着 目 した上野 の主張 とその事例(0、 現実の世界 と数学 の世界
の相補的な二面性 に着 目 して数学学習 と総合学習 の関連性 を述 べた小山 (1999)の 主張(り が参考
にな る。
上野 は日本総合学習学会創設時 の主張 よ りも、徐 々 に数学 と総合学習 との関わ りの重要性 を
強調するようになって きてい るが、 その背景 には次 のような主張が ある。
「教育 の現場 では疲労感 が強 く、『総合的な学習 の時間』に十分 に対応 しきれていないのが現状
である。 (中 略) 算数・数学 は本来、それだけで孤立 した教科ではな く、他教科 との連携 に
よって理解 を深 めることがで きる場面がた くさんあるか らで ある。」
「従来型の教育学者中心 の『総合的な学習 の時間』ではな く、基礎学力 を重視 した授業 を展開
してほしい。 それには、数学者 が積極的 に『総合的な学習 の時間』 の構築 に関わった方が よ
いのではないか との合意 に達 したか らで ある。 (中 略)
学会 として は、数学だけを特別視 して活動する ことはないが、『総合的な学習 の時間』で数
学 の重要性 が無視 されてい る現状 は改善すべ きで ある と私個人 は考 えてい る。 これは、私た
ち日本人 が数量的な把握 が苦手 で、物事 を感覚的 に把握 しがちなことと関係 してい ると思わ
れる。」
総合学習設立 の主 旨に賛同 しつつ、 日本総合学習学会 にお ける教育現場 とのや りとりを通 し
て実際 になか なか対応 しきれていない現場 の状況、大学生の学力低下 の現象 に対時 され る基礎
学力 としての算数・ 数学学習 の必要性、平成 14年 か ら 3割 ともいわれる算数・ 数学 の学習内容
削減 に対す る憂 いな どが絡 み合 い、上野 は数学 に関わる総合学習 の題材提供 を最近強調 してき
てい る。上野の挙 げる事例 として は、
「大 きい数、小 さい数」として 日常生活 で普段我 々が扱 う
量 を手 がか りとしなが ら、理科年表 に出て くる大 きな物理量や何 らかの現象 を図 る中で登場す
る大 きな量 を考察 してい った り、 その逆 に原子力発電 にお ける中性子 の動 きを分析 してい く
中
で非常 に小 さい量 を単位 や数 を用 いて「表現する こと」 などが ある。 この背景 には
、指数 を用
いて非常 に大 きい量や小 さい量 を表す こと、量感 を持 つ こと、指数法 へ の づ きや
則
気
対数 を用
い る ことの必要性 を感 じること、 な ど数学学習 でのね らいが色濃 く込め られてい
る。 その他 に
は、振 り子 の もつ特性 を、振 り子 の周期や振 り子の長 さ、振 り子の動 きの特徴 な どの分析 を
通
して明 らかに してい くこと、 および、その中で三角関数 を用 い る ことな どが挙 げられ る
。
上野 の主張や事例 とは直接関係 しないが、 日本図学会 か ら出版 された「美の図学」 (1998)に
盛 り込 まれた様 々 な事例 を「数学 の視点」で分析 すると、数学 と総合学習 に関わ りのある題材
が沢山ある こ とに気 づ く。例 えば、 自己相似形の考 えを活用する こ とによって
、雲 の画像 をコ
ンピュー タ画面などで再現するときにその鮮明度 が優れる こと(写 真 の
技術 へ の応用)、 微生物
や野菜 などの断面、 マーブ リング (水 面 に液体 をた らす と時間 とともに様 々 な螺旋状 のパ ター
ンがみ られること)な どの現象 も、 自己相似形 の考 えによって解明 されてい こ
く と、美 しい絵
と感 じる中 にフィボナ ッチ数列 に代表 されるような、規則的な数夕Jが み られること 一
、 枚 の紙
か ら切 った り折 った りすることを通 して得 られる調和 の とれた立体図形や
、調和 の とれた立体
図形の断面な どにパ ターンの連続 やある形が規則的 に並ぶ こと、 な ど数学 の見方 0考 え方が
随
所 に用 い られてい る。
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同様 に、三輪辰郎 (2000)は 「世界 は数理でで きてい る」 (丸 善)と い う翻訳書 の中で、数学
をもとにしなが らも関連す る諸分野 の見方や価値 を取 り込む ことによって、様 々な広が りや深
まりをもつ事例 を紹介 してい る。 それ らの事例 は「パ ターン」「次元」「量」
「形」
「不確実性」
「変化」 とい う 6つ のテーマ に属 してい る。 それぞれの事例 が大変興味深 い ばか りでな く、 こ
うした 6つ の分類 は数学 にねざした総合学習 における課題 を考 える上で、大 きな ヒン トを提供
する。 また、 テーマ ごとい くつかの事例 を統一 的 にみる、数学的 な見方 0考 え方が述 べ られて
い る ことも参考 になる。
こうした論稿や書籍 にみ られる「数学 と総合学習 の関わ りにあたる事例 の特徴」 として、次
の① 〜④ が挙 げられる。

数学 と総合学習 の関わ りにあたる事例 の特徴】
【
① 反対 の意味 を有する形容詞で語 られる事象 を分析 している。
例 : 高い←→低 い 00・ 音、波
多い←→少 ない ・ 00
大 きい←→小さい 000
速 い←→遅 い 00・

数 えられる量
面積、体積
速 さ、変化

上の右側 に書かれたことに関す ることが らを、日常的な感覚 に訴えることばをてがか りに
自然現象のからくりや仕組 みを徐 々に数学 の ことばに置 き換 えて、分析 してい る。
② 「繰 り返す、移す、広げる、ず らしてい く」など動 きのある動詞で語 ることがで きる事象
を分析 してい る。
例 :形 やパ ターンの連続 にみられる規則性、不規則性 を分析す る。 また、規則性 に対 し
て多 くの人が美を感 じることを経験則 から述べ、 その「感覚的なもの」 を分析 して
い

く 。

「パ ター
例 :連 続的 な変化 における不変 なるものへ の着 目を、「ある部分 だけ動 かない」
ンが変化 した」 な どの こ とばで表 し、徐 々に数学 としての分析 に移 ってい く。
③

それぞれの事例 の背景 に、例 えば指数、対数、三角関数、相似 な ど「 これを伝 えたい」 と
い う数学 の題材観 が色濃 くみえる。

④

事例 の紹介や解説 の中で、さらなる研究 がで きるように、関連す る資料 がみれるようなホー
ムペ ージのア ドレスや参考文献 が掲載 されてい る。

それぞれの書籍 とも大変参考 になる記述 で あるが、書 かれた主 旨か ら教師 に対す る話題提供
および解説書 の性格 が強 く、生徒 が直接読 めるようなスタイル にはなっていない。一 方で高校
生 を読者 とした書籍 として、数学 の題材 の背景 や数学者 の発想 をもとにまとめられた り、工夫
されて読 みやす くなってい る書籍 が秋 山 (1997)ら によって開発 されてきてい る。 しか しこれ
らの本 には最終的 には入試問題 に迫 り、入試問題 の数学的 な背景 に迫 るとい う主 旨が色濃 く出
てい る。(10)
数学者 を中心 にして、数学 と総合学習 との関 わ りを意図 した題材 が提供 されてい るのに対 し
て、小山 (1999)は 生徒の学習形態 の側面 か ら、数学学習 と総合学習 との関わ りを述 べ る。
小山は、現実世界 と数学 の世界、社会 と個人 とい うそれぞれ対置する 2つ の柱 を設定 し、 そ
れぞれ相補 しあう概念 と捉 える。 また、算数・ 数学 を中心 にして、 その縦軸方向 に「社会 と個
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人 」 とい う軸、横軸方向 に「現実 の世界 と数学 の世界」 とい う軸 を設 けた「総合的 な学習 と算
数・ 数学科 にお ける学習 の関係 を表すモデル図」 を提唱す る。 このモデル図 において、総合学
習 とは社会 と現実 の世界 の軸 を結 ぶ「横断的・ 総合的 な課題 による学習」 と、個人 と現実 の世
界 を結 ぶ「子 どもの興味 に基 づ く学習」 とによって構成 される、 と主張す る。 さらに、社会 と
数学 の世界 を結 ぶ学習 は「社会・ 文化主義的なアプ ローチによる数学学習」 で あ り、個人 と数
学 の世界 を結 ぶ学習 は「構成的 アプ ローチによる数学学習」が存在 し、 1つ のモデル図 におい
て軸 の結 び方 によ り、数学学習 と総合学習が捉 えられるとしてい る。
対置する概念 (柱 )に よって、総合学習 と数学学習 の異同を捉 え、かつ 1つ のモデル図 によっ
て総合学習 と数学学習 を捉 えた主張 は、大変興味深 い もので ある。 このモデル図では、数学学
習 と総合学習 を表裏一体 の もの として捉 えようとする願 いす ら伝 わって くる。
ただ し、先述 した藤田の主張 にもみ られるよ うに、発達段階 によって総合学習 のスタイルが
多様化 した り変化 してい くもの と考 えると、小学校段階 に比較 して、中学・ 高校段階では総合
学習 を捉 える「現実 の世界」の軸 が、徐 々に「数学 の世界」に近 づいてい くもの と考 えられる。
その場合、平面 にお けるモデル図ではな く、例 えば正八面体 のような立体図形 の方が「数学学
習 と総合学習の双方 を捉 えるモデル図」 としては適 してい るのか もしれない。 このあた りに関
しては、中学・ 高校 での総合学習 にお ける実践 やそのニーズな どを踏 まえ、今後 の研究課題 と
して考察 してい きた い。

3‑3.筑 波大学附属 中学校 における総合学習の実践史 とHRHの 存在 について
筑波大学附属中学校 にお ける総合学習は、今回の総合的な学習 に関す る動 きとは全 く別 の視
点 か ら創出 され、既 に30年 間 を越 える歴史 が ある。 その経緯 と変遷 について は、既 に「総合的
な学習 に対す る数学 の教師 としての関わ り方について

一筑波大学附属中学校 にお ける総合学
習 の実践 を通 して一」 な どで考察 してきた。特 に第 I期 総合学習 か ら、第 Ⅱ期総合学習へ移行
するプ ロセス にお ける教 師側 の葛藤 と様 々 な議論、そして生徒 と共 につ くってい く総合学習 の
実践結果 か ら得 られ る ことが らに着 目すべ き点 が多 い。 まさに、現在主張 されてい る総合学習
が進 んで い くプロセス を先行経験 してい るようにも映 る。tt I期 総合学習 の実践 の系譜 を東京
教育大学附属中学校発刊「総合学習研究 教育課程研究」をもとにみてい くと、
「中等教育 にお
ける教科領域見直 しと再編成」 とい う主たる目的 のためにか な りの議論 がなされてい る。
総合学習 を行 う上での教師側 の周到な準備の必要性、思わぬ生徒 の活動 に対す る軌道修正や
新 たな 目標 の設定、その学習 をする ことが どのよ うな教育的 な意味 を持 つのか、 また総合学習
を行 うことによって教科学習 はどのよ うにあるべ きか… とい った議論 が、チーム を組 んだ教師
間、研究部、教 官会議 と連続 して行 われていた。同時 に、 そ うした教師 の試 みに真摯 に応 え、
一生懸命学 んで い る生徒 が いた ことも事実 で ある。 その系譜 をた どると、現代社会 における切
実な問題 な どを扱 う場合 には、 かな り周到 な準備 や覚悟 が必要である ことが見 いだされる。 ま
た、形 ばか りを追 って切実な問題 を扱 お うとすると、 うま くいかない ことも指摘 されてい る。
当然、教師側の負担論、教師 の期待 に対す る生徒 の学習像 および理想 との違 いが問題 となって
くる。 そして、各教科 に関わ りのある総合学習 のテーマ を含 んだ第 Ⅱ期総合学習が誕生す る こ
とになってい く。
こうした筑波大学附属中学校 にお ける総合学習 の歴史 を踏 まえると、総合学習 には教科学習
にねざした もの と、道徳 や学級活動 に も関わ りが出て くる社会観 や倫理観 にねざした「共 に生
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きる こと」 などをテーマ にした学習 の 2種類 が主に考 えられる。実際 に、両角 は後者 に関わる
授業 を、筑波大学附属中学校 において学年単位 で行 って きてい る。例 えば、中学 1年 では「障
害者 と共 に生 きる こと」 を主たるテーマ にして、 ビデオ視聴 や筑波大学附属盲学校 の教師 の話
をもとに「障害者 と共 に生 きる こと」 について考 えるきっか けを得 させ、 そのきっかけをもと
に自分 の住 む地域 が「障害者 にとって住 みやす い場所 になってい るか」 とい うテーマ をグルー
プでデ ィスカ ッションさせた り、実態調査 をさせてい る。 さらに、 その成果 を書籍 としてまと
めてい る。 また、同 じ生徒 たちに対 して、中学 2年 では
「他者 の生 き方 に学 ぶ こと」とい うテー
マ より、 スケー トの清水宏保選手 が試合 に臨 む葛藤 やそれを乗 り越 える姿 をきっか けにしなが
ら (ド キ ュメ ンタ リー番組 を こち らで編集 した ものを提示)、 各 自が「 自分 が感銘 を受 けた人 の
生 き方 を調 べ る」 ことを行 い、附属 の先輩 ですでに社会人 になってい る方々か らい くつかのポ
イ ン トを踏 まえた話 を聞 いた り、 お互 い に発表 しあった りとい う授業 を行 ってきてい る。
現在、多 くの総合学習 に関す る実践事例 で好 まれ るのは、上記 の内容 の授業 で あ る。 もちろ
ん、 こうした ス タイル の授業 も必要で あるが、道徳 や学級活動 な どの授業 との関わ りを念頭 に
置 くことが必要ではないだろうか。将来、総合学習 は教科学習 に近 い もの、道徳 や学級活動 に
近 い ものの双方に収飲 してい くのではないだろうか。総合学習 の時間が分離 してい く可能性 も
あれ ば、総合学習 の時間 に吸収 され る可能性 もある。その理由 として「共 に学 ぶ」 とい う視点
でみた場合 にはそのテーマ に関連す る学問領域 の知見や価値 を活用す る ことがで きるのに対 し
て、
「共 に生 きる」とい う視点 でみた場合 には道徳的 な面、倫理観、世 の中の一般的 な規準 な ど
が必要 になって くるためで ある。授業展開の上で、教師が よ りどころとす るものが異 なるため、
両者 を区別 して捉 えてい くことが必要 で ある。 また、筑波大学附属中学校 において、道徳 と学
級活動 を ドッキ ングさせて、HOme Room Hourと い う授業 を設定 したの も、 この授業 におけ
る「 よ りどころ」 をより明確 にするためである。
上述 した ことよ り、文献 お よび授業実践 か ら得 られる「数学 にねざした総合学習 の背景」 を
まとめると、次 のようになる。

(1)総 合学習 を展開 してい く「 よりどころ」 となる知見、価値 な どの置 き方 によ り、総合学習
は「共 に学 ぶ」ことを主体 とした教科学習 にねざした もの と、
「共 に生 きる」ことを主体 とし
た道徳 や学級活動、現代社会 にお ける様 々 な問題 を取 り扱 う学習 の 2種類 が考 えられる。
(2)数 学 にねざした総合学習 を展 開するために、数学 そして関連す る諸分野 へ導 くような「 よ
い題材」 と生徒 を引 き込んでい くよ うな説明や工夫 によって、生徒 は学習 のきっかけを得 る
とともに、 それが推進力 となってい く。

(3)数 学 にねざした総合学習 では、 テーマ に基 づいた学習 が進行 してい く中で、折 々にさらな
る研究 のための指針が紹介 され る ことによって、学習 に拡 が りと深 まりができる。 また、数
学以外 の関連す る分野 に導 くような「工夫」 が必要で ある。
以上 の(1)〜 (3)を 踏 まえて、数学学習 にねざした総合学習 の授業展開 を計画 0実 践 してい く際
に、吉 田 (1999)の 数学学習 に対す る捉 え方が参考 になる。吉 田は、生徒 の学習意欲 を高 める
ためにはどのような数学 の授業が適切 か、 とい う学習意欲論 に関わる研究 を継続的 に進 めてい
るが、 ここでの主張 は教育学 における「物語性 へ の着 目」 を踏 まえた主張 で ある。(10
「数学その ものが単なる事実 の集積 ではな く、小説 や他 の文芸 にみ られ る物語性 を有 した もの
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で あるとい うことで ある。 つ まり、数学 とい うのは、多様 な語 り方が可能なある種の構造体
で ある とい うこと力ヽゝえよう。
」
「数学 を物語 として とらえる こ とは、確 かにその教授学習 において必然的 に『語 る』 とい う行
為 を現出せ しめるだろ うし、それが教 える者 と教 えられ る者 との間 にコ ミュニケーシ ョンを
生み出 し、 それによって数学理解 に質的変化 が もた らされ、学習者 の中 にある数学 がその学
習者 の成長 とともに育 ってい くとい う、 いわば自己のアイデンテ ィティーの確立 に寄与す る
現象が出て くる ことが期待 され よ う。」
数学 にね ざした総合学習 において扱 う題材 が、 どのような文脈 でつ くられ、 どのような文脈
で語 られてい くかによって、様 々 な進展がみ られる。 その進展 は、 まさに「多様 な語 り方」 の
どのよ うな語 り方を教師が選 び、 また生徒が選 んでい くかによる。実際 に授業 がスター トして
しまってか らは、 どの語 り方を選ぶかは教師 の教材観や授業 での到達点 をどのよ うに捉 えるか
によ り規定 される。 そ こで、我 々が数学 にね ざした総合学習 を展開 してい くた めには、多様 な
語 り方を秘 めた題材 を作 り出す ことで あ り、 い くつかの語 り方の事例 を得 る ことで あろう。
そうしたニーズに応 える一つ として、生徒 が使 う「学習材」に焦点 をあてて次 に論 じてい く。

4.数 学学習 にね ざした総合学習 における学習材 に求め られること

4‑1.教 科書研究か ら得 られる知見 について

生徒 の使 う「学習材」 で最 も基本 となる ものは教科書であろう。 その教科書 に対す る生徒 や
教師の意識 を知 る こ とによって、数学 にねざした総合学習 を展開する上での効果的な学習材 の
あ りようがみえて くるのではないだろ うか。 ここでは、教科学習 を念頭 においた教科書 に対す
る生徒 と教師 の意識 に関す る先行研究や今後 の動向を述 べ てい く。
岡本 は継続 的 な教科書研究 を通 して、今 日までに多 くの知見 を発表 してきてい る。 い くつか
の教科書研究の うち、最 も新 しい岡本 (2000)の 調査結果 とその分析 に着 目 したい。 この調査
は、算数・ 数学 の学力向上のためにはどのよ うな教科書 が望 ましいかを考察す るために、平成
10年 に小 中学校段階を対 象 に実施 された もので ある。(1の

その調査問題 の中 には、わ り算 と正
の数・ 負 の数 の計算 の意味 を説明す る場面 において、現行 の教科書 の記述、子 どもの思考過程
を表 した記述、生徒が書 き込む こ とを意図 した記述、概念 を詳 し く説明 した記述 の 4つ を例 に

出 し、生徒 と教師が どのようなス タイル の記述 を好 むか とい う興味深 い問 もある。 この調査結
果 の概要 として、主たるものは次 の 5点 で ある。
岡本 (2000)の 教科書研究か ら得 られ る知見 】
【
①

教師 は、生徒 が考 えた り、話 し合 い をするきっか けを得 た り、書 き込み をしなが ら学習活
動 を進めてい くスタイルの教科書 を好 む。これに対 して、生徒 はわか りやすさ、すなわち
「読
んでわかる教科書」 を望んで い る。

②

習熟度 に配慮 した教科書 の記述 の要請 は、教師 のみな らず生徒 の側 に もかな り多 い。

③

生徒 の側 の数学 の授業 に対す るニーズ として、大切 な ことを明確 にし、 よ く考 えさせて く
れ る こ と、わか りやす く説明 して くれる こと、大切 な こ とを覚 えさせ、定着 させて くれる こ
とな どが ある。

④

教科書 が厚 くなる こ とに対 しては、中堅 の教師や生徒の側 に抵抗感 が強 くある。 その理 由
として、教科書が厚 くなるのに比例 して多 くの教材 が盛 り込 まれるために、勉強量 が増 えて
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しま う と捉 え るた め とい った 要 因 が 挙 げ られ て い る。

⑤ 中学校において色刷りなど、見やすい教科書を願う声が多い。
行間 を埋 めた書籍 へ の要望 は、中学生や高校 生 が実況中継型 の参考書 や詳 しい解説込みの参
「習熟度 に対応 した教科書」
考書 を好 む最近の傾向 との合致 してい る。「読 んでわかる教科書」
「色刷 りな ど見 やすさを追求 した教科書」 とい った生徒 の要望 は、教科書 が厚 くなる ことへ の
抵抗感 も含 めて考 えた ときにかなえる ことは容易 ではない。 さらに、教科書 とい う学習材 で こ
れ らの ものを満 たそうとして も、我 が国の教科書 に対す る様 々 な制約 を考 えると海外 のように
テーマご との分冊 にした り、逆 に百科事典 のごとく厚 きものをつ くる ことがで きない。
① 〜⑤ のような学習材 に対す る生徒・ 教師 のニーズ を踏 まえつつ、かつ数学学習 にねざした
総合学習 を展開 してい くため には、教科書 ではな く「数学 の資料集」 なるものがその要望 に応
えてい くのはないだろうか。加 えて、見 やすさ、読 んでわかる こと、習熟度 へ の対応 な どを加
味 するため には、相補完 しあう機能 を有 する資料集 が有効 である。例 えば、現在高校 の地理 の
授業 で用 い られてい る「地理の資料集」がモ デル となろう。実際、東京法令出版 か ら出てい る
「 ビジュアル地理 2000」 と「地理資料 B 2000」 は互 い に補完 しあう形で編集 されてい る。
それぞれの資料集 とも、 テーマ ごとに編集 されてい るが、双方 の資料集 をみてい くと大 きな違
いがみ られ る。
「 ビジュアル地理 2000」 の方 は、 その名 の通 り、 カラフルな写真 やテーマ に迫 るために対
置 された写真 の提 示、あるい は事象 のか らくりや原理 を憶測 す る ことがで きるイラス ト、 キャ
ラクターの吹 き出 しやキャラクターの動 きを効果的 に用 いた視点 の整理 などがみ られ る。また、
それぞれの写真 やイラス トには、小見出 しや 3行 程度 の短 い文章 が添 えられ、後 の学習 を促 し
た り示唆するような記述や、 さらなる学習 を誘発す るような問 もみ られ る。 こち らの方の資料
集 には、主 に事象 に対す る学習者 の想像力 を喚起する こと (学 ぼ う とする力 を高 める こと)や
情報収集 のきっかけや情報 の絞 り込みを行 うことの 2点 が強調 されてい る。
これに対 して、
「地理資料 B 2000」 では、主 にテーマ に関わ る新聞記事、岩波新書 な どか ら
の部分引用、史実 を表 な どの形 で列挙す る こ と、関連す る統計資料 とそのグラフ、 さらにそれ
らを補足 する詳 しい説明文 が掲載 されてい る。前者 の資料集 でテーマ に関す る大 まかなイメー
ジや疑問点 を出 しなが ら、 さらに追求 してい く際 に後者 の資料集 を使 う、異 な る観点 か らの分
析 や視点 を知 るとい った機能 を持 ってい る。
この 2冊 の相補完 しあう資料集 を効果的 に用 い る ことによ り、 ある生徒 は ビジュアル なもの
で想像力 を高 めた り、関心 をもつ ところまで、 そしてある生徒 はより深 いレベル まで学習 を深
化 させ る ことが期待 できる。 また、後者 の資料集 の説明文 や資料 ののせかたによっては、関連
す る他領域 の話題 を載 せ る ことも期待 で きる。数学学習 にねざした総合学習 において、様 々な
生徒 の追求す る方向性 を導 くことやニーズ に対応す るためには、 こうした相補完 しあう資料集
が有効 になって くるのではないだろうか。
現在、 イ ンターネ ッ トを通 じて様 々な総合学習 の実践事例 をホームペ ー ジに掲載 した り、授
業 で使 える話題 や生徒 が実際 にイ ンターネ ッ トを用 いて検索 しやすい よ うに、 リンクをはった
様 々な情報 を CD― ROMに 収録 す る試 み も盛 んに行 わ
りす る試 みが数多 くな されてい る。また、
れてい る。 こうした試 みは今後盛 んになる ことが予想 され るが、 その一 方で生徒 や教師が
「 いつで も・ どこで も・ 気 が向いた ときに」 みた り、使 い こなせ るハ ンディー な資料集 の存在
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は大 きい。その資料集 の中 に、関連す る情報検索 のための URLな どを掲載 してお けば、さらに
効果的 とい えよう。
さらに、
「 ビジュアル地理 2000」 にお ける文字以外 の記号や画像 を多 く取 り込む とい う特徴
は、 ビジュアル・ リテラシニ、すなわち情報 を認識 し、取捨選択する能力 を高 めるために必要
とい える。二 宮・ 岸本 (2000)は 、最近 のアメ リカの教科書の傾向や教科書作成側 の意図を、そ
の根本的な考 えとなるハ ワー ド・ ガー ドナーの主張す る「知性 の多重性理論」 を踏 まえなが ら
考察 を行 ってい る。(10 例 えば、McGraw― Hill社 の今後 の方向性 として「 ビジュアル リテラ
シーの習得」「学術的な指導へ の配慮」「現実世界 とのつなが り」 の 3点 を挙 げてい る。
例 として あげてきた地理 と数学 では教 える内容やその展 開 の仕方 にか な りの違 いが あるの
で、資料集 とい って も全 く同 じタイプにはな らない とい える。 しか し、相補完 しあ う資料集、
それぞれの機能 を踏 まえた資料集 を作成す る こ とによって、先述 した生徒 や教師 のニーズにあ
る程度応 える ことがで きるばか りでな く、数学 にね ざした総合学習 にお ける「学習 の深 まりと
拡 が り」が期待 で きる。
'

4‑2。 「 日常の数学」の分析 よ り得 られること
ある大 きなテーマ に基 づいて学 びの流れが あ り、工夫 された問 いか けによって徐 々に数学 と
して焦点化 されてい く、 さらに関連す る諸分野 へ の発展 を意図 した問 いか けや研究 の方向性 を
示 した過去の数学 の教科書 は、数学 にね ざした総合学習 にお ける課題 やその授業展開を考 える
上で多 くの知見 を与 える。特 に、 そのテーマの起 こし方、テーマ に基 づいた展開の仕方、問 い
か けの工夫な どが、現在の数学 の教科書 との違 い とい える。出発点 とな るテーマ には、やや 日
常 の生活場面 に固執 してい る面 が強 いが、これは時代背景 を考 えると仕方 のない ことで あろう。
(10に おいては、数学教育再構成運動
「数学学習 にね ざした総合学習での課題 に関す る一考察」
か ら生活単元学習 の頃、すなわち第二 次世界大戦 を境 にした10年 間 に発刊 された生徒用 の数学
教科書、教師用の数学指導書な どに焦点 をあてて考察 した。 これに対 して、本稿 では昭和26年
に大 日本図書 か ら発刊 された「 日常 の数学」 の記述 のされ方 に焦点 をあてる。 その理 由 は、 こ
の教科書 に呼応 して同時 に大 日本図書 か ら「 自習書」 と「wOrk book」 力汗J行 されてい る点 に
ある。
「 自習書」は、主 に教科書の記述 に対 して異 なる見方や考 え方 を記述 した り、教科書内の
間 に対 してはその解答例 を示すばか りでな く、別 の解答 を導 くための考 え方な どが紹介 されて
い る。
例 えば、
「 日常 の数学

2‑下 」P.76に お ける間 とそれに対す る「 自習書」にお ける記述 は、

次 の通 りである。 (自 然 の力 とい う章での学習)
教科書 にお ける間 :不 規則 な形 をした ものの容積 を求 めるには、 どうした らよいか。
い ろい ろな方法 を研究 してみよ。
自習書 にお ける記述

:1.平 行 な平面 で等間隔で い くつかに きり、 それ らの容積 を求 めて加
える。

2.い
3。

くつかの立 方体 に分 けて求める。

水 の中 にその物 を入れ、水 かさの増加 した体積 を求 め、 その物 の
容積 とする。

この記述 にみ られるように、教科書の問 いか けを補完 し、 さらに見方 を深 める もの として 自
習書の記述 が効 いてい る。 また、 自習書 においては、 それぞれの単元 で何 を最終的 に学 ぼ うと
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してい るのか とい う「到達点」が最初 に書 かれてい る。 これは、教科書 における記述 をさらに
補強 するもの とい える。例 えば、中学 2年 の「 自然 の力」 における自習書 の記述 は以下 の通 り
で ある。
「(1)自 然 の力 :自 然 の力 も私 たちの取 り扱 い一つで うまく利用す る ことがで きる。私 たち人類
は、 どのように自然 の力 を利用 してきてい るか、 また、 どのように利用すればよいのかにつ
いて研究す る。 ここで は、水 の力 を例 に とって研究 してい るが、空気、火、 その他 い ろい ろ
な ものを利用 する ことが考 えられ る。 これ らについて も進んで研究 してみるとよい。」

4‑1で 述 べた相補完 しあう資料集 のスタイル をとってい る、 とも考 えられる。また、work
「学習計画 の記録」
「学習反省 の記録」
bookに ついて は、現在 み られる問題 の列挙 の形 ではな く、
な どをまとめさせ、学習 のまとめにおいては社会的 な ことが らと数学的 な ことが らを対置 させ
なが ら書 かせた り、 自分 自身 の学習活動 を評価 す るような問 いか けが並んでい る。
昭和26年 発刊 の「 日常 の数学」 における教科書、教科書 を補完 する自習書、 さらに学習 を計
画的 に実施す る指針 を踏 まえた work bookの 3種 類 の書籍 の存在 は、数学教育再構成運動時
第一類・ 第二類」 の教科書 の実際 の授業 での使 い に くさを克服す るもの とし
て、作成 されたのではないか と予測す る。
「数学 第一類・第二類」 の教科書 の使 い に くさに関
しては、長崎 (1993)の 考察やその継続研究 が指摘 してい る。(10長 崎 は、 その頃の教科書 に対
における「数学

する生徒 お よび教師 の意識 を次のように分析す る。
「 1種検定教科書 は、昭和 15年 に始 まった数学教育再構成運動 か らの中学校数学教育改革 の思
想 を担 って昭和 18年 に使用 され始 めたが、戦時下 とい う限 られた状況 の中で教師が これを使
い こなすには大変だ ったようである。 この教科書 で学習 した生徒 は、状況 によって、 この教
科書 を消極的 または否定的 に受 け取 つてい る。 それを左右 する大 きな要因 は教師 の数学教育
に対す る姿勢 で あった と思われ る。」
「結局 の ところ、 これ らは、中等学校 の数学教育 とは『で きあがったよい数学 を理解 させ る』
のか、 それ とも、『生徒 に 自分 で数学 を作 り上 げさせ る』のか とい う対立 で あ り、既 に教科書
編纂課程 で黒田 と東京高師関係者 が衝突 した視点 の顕在化 で あった。それは、明治時代以来、
数学者 だけの手中 にあった中等数学教育 が、数学教育改革運動・ 数学教育再構成運動 を通 じ
て、数学者 と数学教育者 が共 に考 えてい く対象へ と変 わ りつつ ある ことを示 していた と言 え
ょぅ。」(16)
「 日常の数学」 は、 その執筆者陣が数学教育再構成運動時 の「数学 第一類 。第二類」 の作
成 に大 きな影響 を与 えた東京教育大学附属中学校関係者 で あった ことや、数学教育再構成運動
に端 を発 す る「生徒 に自分 で数学 を作 り上 げさせ る」 とい う視点 で記述 しようとした流れを受
けた もの と考 えられ る。稲垣 (1997)は 「 とりわけ、昭和 17年 につ くられた教科書 の精神 やそ
の内容 は、戦後 の数学 の教科書 にきちん とと りいれ られてい るのです。 (中 略)
むしろ、最近 では、昭和 17年 当時 の中等数学 の教科書 の構成 にさらに近 づ きつつ あるように
も思 えます。」(1つ と述 べ、生活単元学習 のみな らず、現在 の教科書 と数学 第一類・ 第二類 の
共通点 を主張 してい る。 さらに、戦中の激動 の時代 を附属中教師 として実践、理論化 し、 さら
に日常 の数学 の著者 で もあった宮崎 (1997)は 、数学教育再構成運動 の経緯 や今後 の展望 につい
て次 のように述 べてい る。(10
「 この時 の考 え方や、新 しく取 り入れ られた内容 は、戦後 の学校制度 の改革 の際 の、中等学校
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数学科 の建設 において ももち続 けられ ました。 その後 の半世紀 を越 える長 い歴史 を振 り返 っ
てみるとき、 この再構成運動の成果 には、現在 で もなお参考 にすべ きものが少な くない よう
に思われ ます。
」
数学

第一類・ 第二類 の教科書 を作成 した ときのよい面 を残 しつつ、 その使 い に くさを克服

するために相補完 しあ う本 をつ くり、 さらに「生徒 に自分 で数学 を作 り上 げさせ る」 ことを意
図 した記述 がみ られ るとい う点で、
「 日常 の数学」の記述 は興味深 い ものがある。数学学習 にね
ざした総合学習 において も「生徒 が 自分 で学習 を進めてい く」 ことが主たる目的で ある以上 、
こうした基本的 な考 えを色濃 く出す学習材 の記述 か ら得 るところは大 きい。
「 日常 の数学」のそれぞれの章 は、概 ね次 の① 〜⑥ のような流れをとりなが ら展開 してい る。

ス トー リーを形成する大きなテーマの設定すること
② 「個人」 と「社会」を意識 した問いか けを連続すること
①

③ 具体的な場面 の考察から抽出 して、数学へ焦点化 してい く場面の設定をすること
(工 夫された問いか けの連続 による)
④ ス トー リーをさらに展開するために、 それまでの学習活動や行為を文章で示す こと。
これは、その文章 を読 む ことによ り学習者が学 んできたことが らが何か、そして何 をま
だやっていないのかを明 らかにする機能が ある。 (メ タ認知 を意識 した間の出現)
⑤ 学習の深化 と拡が りを意識 した研究課題 を文章 として提示すること
⑥ 参考文献 をリス トの形で提示すること
例 えば、① に該当す るもの として中 1で は「個人 の生活空間や生活 リズム」
「個人 のか らだ」
「時間へ の着 目」 な どが ある。時間へ の着 目では、生活空間 にお ける事象 を分析する ことか ら
出発 して、振 り子時計、 日時計、水時計 と着 目す る対象が変 わってい く。振 り子時計の学習 で
は、振 り子 の仕組 みを調 べ てい く中で反比例 につなが る概念や公倍数・ 公約数 に関す る学習 を
し、水時計 では与 えられた水時計の設計図か らその機械 の もつ「 か らくり」 を解明 してい く中
で、理科 に関す る学習 を行 ってい る。 また、 この学習 は中 2の 「 自然 のカ ー自然 の恩恵 と災
害 一」 の章 につ なが り、 自然現象 を解明 してい く中で、比例・ 反比例、 およびグラフや表 をも
とにした 2乗 に上ヒ
例す る関数 の性質 を知 る こ となどに発展 してい く。
中 には、一見する とそれぞれの章 の最初 のペ ー ジだ けでは、数学 の話 に関わるとは思 えない
ものが ある。ところが、徐 々に数学 に関わ りを持 たせ てい く最大 の要因は、
「問 いか けの文章 の
工夫」 で ある。 その「問 いか けの文章」 は、次 のAと Bの 2種類 に分 けられるもので あ り、 そ
れぞれ を対置 してお くこ とが意図されてい る。
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日常の数学にみられる問いかけの文章の性格】
【
事象 の現状分析

← 現状 を分析 するために、
数学的 な視点や観点 を取 り

A

込む。 さらに、数学 としての内容 をおさえる。
(数 学 としての学 び)

￨

理想像 の想定

関連す る諸分野 の知見、成果、物事 を判断す るため

関連 する分野 へ の対応

の規準 や価値 を取 り込む。
(関 連す る分野 へ の広 が り)

例 えば、「中 2‑下

はか りのある生活 」P.236に 次 のような間が ある。なお、間の後 の記号

は、 それぞれの分類 で ある。
「間41.底 面 の直径 8 cmの 円柱 の容器 に、深 さ 511■ lま で雨水 がた まった。
→ A
その雨水 は何ccか 。
円柱 の容器 に移 した。深 さはい くらになるか。→ A
間45.雨 量 ますの、底面 の半径 は、 じょうごの回の半径 よりも小 さい。 この ことは、雨量 を
示す目盛 りをよみ とるうえで どんなはた らきをしてい るか。 → B

間42.そ の雨水 を、底面の直径 5

clnの

(直 後 の本文 の中)薬 局 では液量 を図るのに、6‑30図 のようなガラスの計器 を使 って い る。

なぜ、 こんな形 をした ものを使 うのだ ろ う。

→B

」

なお、6‑30図 とは、容器 が上 にい くほど断面 は大 きくな り、下 に行 くほど目盛 りの間隔が大
き くなる容器 で ある。 これは、現在 も薬局 で調剤 をす るときに使用 されてい る容器 であ り、薬
の調剤 な ど微少 な量 を測定す るときにはな くてはならない ものである。 こうした容器 の仕組 み
や利便性 を考 える上で、薬学 における価値 や知見 が活用 され る。
また、 Bの 間 にお ける「理想像 の想定」 とは、例 えば「中 1 私 たちの学校」 における次 の
よ うな問 いか けを表す。
「間71.私 たちは学校 を形の面 か らよ くする ことを考 えました。 これだけで学校 は理想的 にな
るで し ょうか。 ほかにある とすれ ば、 どんな ことか。 みんなで話 し合 い ましょう。」
この私 たちの学校 の単元 では、校章 を決める形 に着 目 しなが ら「安定」 を生む図形 として円
基本作図 な どを行 っ
に内接す る正多角形 の学習 をした り、
測量 をもとにした縮図や相似 の学習、
てい る。
「花壇 をつ くるために、 日陰 になる部分 が どこか見 つ けましょう」な ど、 日常 の学校生
活 を想定 しなが ら、意図 をもって縮図の学習 に入 ってい くところなどが特徴的である。 なお、
間71は そうした一連 の学習 の最後 に出て くる間で あ り、「理想 的 な学校 づ くり」の中 には関連 す
る分野 の価値 や知見 が用 い られる。 また、「理想的 な学校 づ くり」を「理想的 な都市 づ くり」の
ようにおきかえてい くと、理想像 をつ くるた めに建築 や都市工学 な どの知見 を用 い るとい った
学習 に発展 で きる。 そうした学習 の拡 が りを意図 した間である。
また、章 の最後 にある研究問題 には、例 えば次 のようにBを 意識 し「関連 のあ る方か ら実際
に情報 を得 る こと」や「積極的 に調 べ てみようとす る こと」 を促 す問 いかけがみ られ る。
「・ 幾何 の書物 が あったならば、合同、相似 に関す る性質 をもっ と深 く研究 してみよう
・ 大工 さんが家 を建 てていたな らば、 その とき合同、相似 の関係 をどのような ところで使 っ
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て い るか 調 べ て み よ。

・ 写真 の引 き伸 ばしの原理 について研究 してみよう。
中 2‑上 物 の形 P.122」
0つ
りあいの とれた美 しいか らだ とは、 どんなか らだかを医者、体育 の先生、図工の先生 に
「
きいて調 べ まし ょう。
0か らだをよ くしてい くためには、 どのよ うにすればよいかについて、 クラスで話 し合 い ま
し ょう。その話 し合 い をもとにして、 ポスターや標語 をつ くりましょう。
中1
5。

よいか らだ P.88」

おわ りに

本稿 では、数学 にねざした総合学習 にお ける授業展開 とその課題 について、最近 の総合学習
や数学 と総合学習 との関わ りついての主張、筑波大学附属中学校 にお ける総合学習 の実践史、
学習材 に焦点 をあてた研究 や過去 の教科書 の記述 な どに着 目して考察 してきた。 そ こで得 られ
た ことは、次 の通 りである。

① 数学学習 にねざした総合学習を行 う上で、その授業展開のきっかけをつ くった り学習 を進
展 させ るために「題材やテーマの設定」
「問いか けの文章の工夫」「 ビジュアルな部分 とそれ
を補完す る説明文や考 え方の補足」 を盛 り込んだ学習材が有効 である。 その学習材 に大きな
ヒン トを与 えるものが、相補完 しあう資料集や過去の教科書・ 自習書 の記述 である。
② 数学学習 にねざした総合学習を実践 してい く上で、
「事象の現象分析」と「関連する分野ヘ
の対応や理想像 の想定」を意識 した問いかけが、学習の焦点化 とさらなる拡が りをもたらす
ことが期待 される。
③

総合学習 を展開 してい く「 よりどころ」 となる価値 や知見 によって大 きく2種類 のタイプ
の総合学習が存在 し、
「 よりどころ」 の違 い を踏 まえた展開や間の提示 が必要 で ある。

① 〜③ に対 して、数学 にねざした総合学習 を実践する上 で有効 にはた らく学習材 を開発す る
必要が ある。本稿 では、過去 の教科書や数学者の試 みな どを参考 に、
「数学 の資料集」を開発 す
る ことを志 向 してい る。 また、数学 にねざした総合学習 を考 える ことによって、数学学習 それ
自体 との関係 や「総合学習 にねざした数学学習」 の有無 など、改 めて数学学習 と総合学習 との
関わ り合 い を考察す る必要性 が生 じて くる。中学・ 高校 にお ける授業実践 を想定 しなが ら、 そ
の辺 りの考察 を今後進 めてい きたい。
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