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This study focusses on a way of understanding with

the rate of change" of linear

function in lower secondary school, mainly eighth grade. To analyse students'
understanding with the rate of change, we obseFve students' perforlnances in

explaining mathematical proposition Ⅵrith the linear function in practical lessons.
To explain the property that the rate Of change of linear function y=ax+b equals
to the coefficient of x, that is

a", only a few students use literal expressiOns. About

60 per cent of students in a classroom explain that inductively. And some students
equally recognize explaining inductively and explaining by using literal expressions.

From the teaching point of view, it Ought tO be focussed on the way of explaining
by using literal expressions, and ■on― linear functions are treated silnultaneously when
students investgate the rate of change of linear function.

I.研 究 のね らい
本研究 は,中 学校 3年 間 を見通 した関数 につ いての学習指導 の あ り方 を,授 業実践 を通 して
検討 す ることを 目的 と して い る。
筆者 らは これ まで に,各 学年 の授業計画 やそ の実 際,お よび課題解決場面 での子 ど もの考 え
方 につ いて報告 して きた D〜 0。 その継続研究 と して,本 稿 で は「 変化 の割合」 を取 り上 げ, そ
れ につ いての生徒 の わ か り方 や学習指導上 の問題点 を検討 す る。
現在行 われて い る中学校 での学 習指導全体 を見 てみ ると,「文字式 によ る論 証 」 や「 図 形 の
論証」 の学習指導 において は,あ る命題 が成 り立 つ ことを確 かめ るのに,一 般 的 に証 明す るこ
との必要性 を強調 して い る。
その一 方 で,中 2に お ける 1次 関数 y=ax+bに つ いての 学 習 指 導 で は,

1次 関 数 の変 化
の割合 が一 定 で あ る ことを確 か め るの に, a, bの 数値 が 与 え られ て い る 2, 3の 1次 関 数
につ いて,い くつ かの具体 的 な変域 につ い てそれ らの値 が一 致 す ることを調 べ て,帰 納 的 に説
明す るのが普通 で あ る。 そ して,そ れで よ じと して い る。
つ ま り,一 方 で は一 般 的 に,他 方 で は帰納 的 に説 明す るのであ る。生徒 はこのよ うな指導 に
疑 間 を持 たないので あろ うか。 また,関 数 の変化 の特徴 を と らえ るための「 変化 の割合」 を ど
,

の よ うに と らえて い るのであろ うか。
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このよ うな現状 についての問題意識 に基づいて,本 稿 では,次 の ことをね らい とす る。

(1)「 1次 関数の変化 の割合 は一定 である」 ことの根拠 を明 らかにす ることをね らいと した
授業 を実践 し,そ こでの生徒 の課題追究 の様相 を明 らかにす る。
12)(1)の 授業 の実際 に基づいて,生 徒 の「 変化 の割合」 についての理解 の様相を明 らかにし
,

関数 についての学習指導上 の問題点 を検討す る。
Ⅱ.研 究 の内容

1.中 学校 での「 変化 の割合」 の位置付け
中学校 での関数指導 のね らい としては,次 の ことが挙 げ られる。
ア)事 象 の中か ら,関 数関係 にある 2つ の数量 を見 いだす能力を伸ばす。
イ)関 数関係 を表, グラフ,式 などで表現 した り,そ れによ って関数関係 の特徴 を調 べ た り
す る能力 を伸 ばす。
ウ)基 本的な関数 についての特徴 を理解す る。
工)関 数 の意味 についての理解 を深 め,関 数的 な見方・ 考 え方 や手法 をいろいろな問題 の解
決 に利用す る能力 を伸 ばす。
イやウは,ア や 工についての学習指導 を促す ための基礎的な知識・ 技能 としての性格 を持 つ
もので あるが,グ ラフをか いた り,式 化す ることだ けに学習 の力点 が置かれることのないよ う
にす ることが重要 である。 アについては,導 入時 の指導 のみな らず,機 会 をとらえて関数関係
を見 いだす能力を伸ばす ことが大切 である。 工については,ア ,イ , ウ もね らって,生 徒 を具
体的 な解決場面 に当面 させ ることになる。的確 な課題 を用意 した い。
。
なお, このね らいに関 して,筆 者 らが考 える具体的 な項 目については既 に述 べてあるの
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本稿 取 り上 げる「 変化 割合」 ,上
,

中 2で の「 1次 関数」 の学習指導 で扱 われ る。 そ こでは,ウ に関連 して,「 変化 の割合 が一 定
である」 ことが 1次 関数 の特徴 であるとしてまとめ られる。
中学校 での「 変化 の割合」 の取 り扱 いに関 しては,主 に1970年 代 にいろいろと議論 されたが
現代化 の学習指導要領以降 は,平 均変化率 ではな く「 変化 の割合」 とい う用語 を使 い, 1次 関
,

数 や 2次 関数 について変化 の割合 を帰納的 に調べてその結果 をまとめ,そ の後 の学習ではそれ
を性質 として使 って問題解決 に利用 してい く,と い う学習展開 に定式化 されて きたと考えるこ
とがで きるの。
また,生 徒 の「 変化 の割合」 についての理解 の様相 については,既 に筆者 らの一員 が調査 を
7ゝ
本稿 は,そ れについて,授 業研究 を通 して 明 らか に
通 して,そ の一部 を明 らかに して い る
しようとす るもので ある。

2.授 業計画 の概略
(1)単 元 の授業計画
次 のよ うに,第 2学 年「 1次 関数」 の単元 について,16時 間扱 いで授業計画 を立てた。毎時
の
間 の授業案 の詳細,お よび授業実施上 の留意点 については,既 に報告 してある 。
第 1次

1次 関数 の意味
1次 関数 の意味①

第 1時

中 2で の「 変化 の割合」 の学習指導

1次 関数の意味②
1次 関数 の値 の変化 とグラフ

第 2時
第 2次

第 3時
第 4時

変化 の割合①
変化 の割合②

1次 関数 のグラフ
第 6時 1次 関数 の グラフのか き方
3次
第
1次 関数 を求 めること
第 5時

第 7時

グラフか ら式 を求 める一問題 づ くリー

第 8時

作 った問題 を解 くこと
式 を求 める一変域 に注意 して 一

第 9時

1次 関数 の利用
第10時 1次 関数 の利用 一図形 に関連 して 一
第11時 1次 関数 の利用 一実験式 一

第 4次

第 5次

課題研究

第12時
第13時
第14時
第 15時

課題研究① ―テーマ設定 一
課題研究② 一個人追究 一
課題研究③ 一個人追究 ―
課題研究④ 一発表会 一

第16時 課題研究⑤ 一まとめ 一
なお,以 下 の授業記録等 の中 に現 れ る「 小集団上「 追究用紙」 とは,そ れぞれ次 のよ うな も
ので ある。
・
・原則 として毎時間,一 斉授業 の形態 での個人追究 の後,生 活班をベァスとす る
「 小集団」・

4人 の小集団 による討論 の場 を設 ける。 そ こで は,自 分 の意見 の正 しさや不十分 さを再認識 し
,

それをよ り確かな ものに した り改 めた りす るなど,自 分 の考 えをよ り明確 にすることがで きる。
小集団であることか ら,一 人一人 の発言がなされやす い とい う利点 もある。 なお,各 班 には小
ホ ワイ トボー ドが常時用意 されてお り,構 成 メ ンバ ーそれぞれの考 えはそれに書 きなが ら他 の
メンバ ーに説明 される。
¨
「 追究用紙」 ・授業中,自 分 の考 えを 自由 に書 き込めるようにつ くられた用紙。生徒 が 自分
の意見を整理す るのに有効 であ り,考 えを書 いた りする習慣を身 につ けさせる効果 もある。 ま
た,教 師側 か らす ると,生 徒 の個 々の考 えや傾向,つ まづ きを授業中や授業終了後 にチ ェ ック
す ることができる。

(a

第 3時・ 第 4時 の授業計画 の概略
1,
1次 関数 y=ax+bの 変化 の割合 は常 に一定 で aで ある ことを理 解 す るとともに
目標

,

変化の特徴を明 らかにす る。

2, 1次 関数 y=額 +bの 変化 の割合 は常 に一定 で aで あ ることの根拠 を確かめ る学習
を通 して,演 繹的 に推論す る能力 を伸 ばす。
授業展開

1)反 比例 y=24/xに ついて,変 化 の割合 を調べ る。
① xの 値 が 2か ら6ま で増加す るときの, yの 値 はどのよ うに変化す るか考 える。
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… ‑2増 える。
(4‑12)/(6‑2)=‑8■ 4=‑2
yの 増加量/xの 増加量 =変 化 の割合 という用語 の定義 を知 る

xの 値 が 3か ら12ま で増加す るときの,変 化 の割合 を求 める。

②

(2‑8)/(12‑3)=‑6/9=‑2/3
変化 の割合 は,調 べ る場所 によって,違 うことに気 づ く。
2)1次 関数 y=3x‑1に ついて,次 の変化 の割合 を求 める。

xの 値が 0か ら 1ま で増加す るとき
xの 値 が 3か ら8ま で増加す るとき
xの 値が ‑4か ら2ま で増加す るとき

①
②
③

気 づいた ことを発表す る。
・ 反比例 では違 ったが,

y=3x‑1で は変化 の割合 はいつ も決 ま った数 になる。
・ 変化 の割合 は, y=ax+bの aに なるのだろうか。

3)1次 関数 では,

aが どんな数で も,変 化 の割合 は常 に一 定 で aで あ るとい う ことがい

えるかどうかを調 べ る。
・ いろいろな数 をあてはめて調 べて い る生徒 には,そ の方法以外 に調 べ る方法 がない
か助言す る。 (帰 納的 に調 べ る生徒 が多 い と思われる。)
・
・

y=ax+bの aや bを ,負 の数,分 数,小 数 に変 えて いろいろ試す。
y=ax+bに ついて, xの 値がmか らnま で増加す るとして変化 の割合 を求 める。
(an+b)一 (am+b)/n一 m=a(n― m)/n一 m=a
文字 を利用す る ことで,す べての場合 について いえることを確 かめる。

3.授 業の実際
(1)第 3時 の授業記録
・ 日 時 1995年 12月 5日 53分 間
・ 授業者 羽 田明夫,
観察者 3名
・対

Tl

静岡大学教育学部附属島 田中学校第 2学 年 1学 級
(出 席生徒 男子23名 ,女 子 18名 ,計 41名 )
ついて, xが 2か ら6ま で増加す るとき yは どのよ うに変化す るだろ
y=24/xに
反比例
象

う。

Pl
P2
P3
T2
P4
T3
P5

どんな答 え方 で もいいです。 (問 題を板書 して,質 問す る。)
xが 2な らyは 12で , xが 3に なれば yは 8に なる。 yは 4以 上 12以 下 の範囲を動 く。
yは 減 ってい く。

yは 単調 に減少 して いか ない。
簡単 に表 に してみよ う。

xが 2の とき yは い くつ で す か。

yは 12。
xが 6の とき yは い くつ です か。
yは 4。

T4 (xの 値が 2か ら6ま で増加す るときに, yの 値 が12か ら4ま で変化す ることを,表 の
数値 を指 し示 しなが ら)こ のよ うに変化 して い る。 yは 減少 して い る。
ではこのとき, xが 1増 えるごとに yは 平均 い くつ増 えて い ますか。

中 2で の「 変化の割合」 の学習指導

P6 2増 えてる。
T5 2増 えてる…。

P7 ‑2増 えてる。
T6 そ うですね。 2減 少 して いる。 ‑2増 えてますね。 この こ とを「 変化 の割合」 といい ま
す。

y=24/xに つ いて, xが 2か ら6ま で増加す るときの変化 の割合 は, ‑8/4=‑2で す。
つ ま り,変 化 の割合 は, xの 増加量分 の yの 増加量で求 め られます。
(変 化 の割合 =yの 増加量

/xの 増加量 と板書)
で は,同 じ関数 y=24/xで ,xが 3か ら12ま で増加す るときの変化 の割合 を求 めてみよ
―
う。
(5分 間程度)

T7 で きた人 ? …Aさ ん説明 して下 さい。
P8 xが 3か ら12ま で変化す るとい うことは,(表 を板書 しなが ら)xが 3か ら12ま で 9増 え
る間 に, yは 8か ら2ま で ‑6増 える。
だか ら変化 の割合 はぅ ‐6/9で ,‑2/3に なると思 います。
T8 y=24/xの , xが 2か ら6ま で増加す るときの変化 の割合 は‑2で したが, xが 3か ら
で増 えるときの変化 の割合 は‑2/3に な りま した。
では続 いて, 1次 関数 の変化 の割合 を考えてみま しょう。

(以

12ま

上 15分 )

(次 の問題 を板書す る)

1次 関数 y=3Ж ‑1に ついて,次 の変化 の割合 を求 めよ う。
① xが 0か ら1ま で増加するとき。
② xが 3か ら8ま で増加するとき。

③ xが ‑4か ら2ま で増加するとき。
(5分 程度…個人追究 の中で,す べて同 じ値 になることに気づいている。)
T9 変化の割合を求 め られましたからできた人 ?… では,① をBさ ん。

P9 3で す。
P10② も3で す。
Pll ③ も3で す6
(つ ぶやきが聞 こえて くる。
)
T10何 か気づいたことはあ りますか…。 C君 。
P12y=3x‑1の 変化の割合 は3に なる。つまり変わらない。
P13反 比例の時には,調 べ る場所 によって変化の割合が変わるけど, 1次 関数 ではいつ も同
じになる。
P14違 うかもしれないけれど,変 化の割合が y=ax+bの aが 変化の割合 になるの じゃない
かな。
(「 え ―」 とい う声 があが る。
)

(以

上23分 )

Tll今 日は この ことを追究 してみよう。
「 1次 関数 では,変 化 の割合 はいつ も同 じになるのか。
また,

y=ax+bの

aが 変化 の割合 になるのか。理由まで考 えてみよ う。」

(12分 間程度 の個人追究)

T12そ れでは小集団 で話 し合 いを してみま しょう。

(以

上35分 )
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(10分 間程度,小 集団 による話 し合 い)

(以 上45分 )

T13で は小集団 を終 えて,机 を もとの形 に戻 しま しょう。
誰 か 自分 の考 えを言 って くれる人 はいませんか …。 D君 。
P15例 えば,式 をつ くるのに, y=4x‑1の 場合, この 4が 変化 の割合 だ とい うことだ った
けど,そ れは正 しい と思 います。 それは,こ の ‑1は 変 わ らな い数 で,4xが 変 わ る数 なん
だけど, 4ず つ変 わることになる。 xが 3な らば, 4+4+4で , xが 4な らば 4+4+

4+4だ か ら, 4増 えることになる。 だか ら変化 の割合 は 4に なると思 います。
P16y=ax+0で 考 えると, aは 比例定数で,変 化 の割合 と同 じような ものだと考 えま した。
P17y=ax― bで 考 えると,右 の表 の
ようになるので,xが 1増 えるごとに
a増 えるか ら,変 化 の割合 は aに なる
と思 いま した。

P18y=ax+1を y=axと y=1に 分 けて考え ると y=1の 変化 の割合 は, xが 増 えて も
yは いつ も1な ので,変 化 の割合 は 0に な ります。 y=axの 変化 の割合 を考 えると,Aか ら
,

Bま で増 えるとす ると, xの 方 はB一 A増 えます。 yの 方 は a(B一

A)増 えます。 だか ら
,

変化 の割合 は

,

a(B― A)/(B一

A)=aと

な ります。
)
(何 とな くわか って きたが,す っきりしない様子。
ビシ
ないなあ
んか
P19な
ッとし
。

T14時 間が来 ま したので,次 の時間 に続 きをや りま しよ つ 。

(以 上53分 )

(2)第 4時 の授業記録
。日 時 1995年 12月 6日 50分 間
0授 業者 羽田明夫
静岡大学教育学部附属 島田中学校第 2学 年 1学 級
(出 席生徒 男子22名 ,女 子18名 ,計 40名 )
Tl 昨 日は,「 1次 関数 の変化 の割合 は常 に一定 で, y=ax+bの aに な る。」 とい う ことを
理由を含 めて追究 しま した。昨 日はす つきりしないとい う声 があ りましたが,ま だ しっか り

・対

象

理由がつかめなか った人 は,手 を挙 げて下 さい。

(6〜 7人 が手 を挙げ る。)
T2 昨 日, aと bに いろいろな数字をあてはめて調 べた人 はいますか。
Pl 調べ ま した。 それで,そ の ことが言 えま した。
T3 では,昨 日文字を使 って考 えた 2人 にもう一度説明 して もらお う。 最初 に Eさ ん (前 時
のP17の こと)。

P2 (前 時の説明を繰 り返す。)
T4 では,次 に F君 (前 時のP18の こと)。
P3 (前 時 の説明 を繰 り返す。)
P4 で も,そ れだと比例 のときしか言えな いん じゃない, bは 別 だ もの。 式 を 2つ に分 け た
らおか しい。
P5 F君 の は, どうしてその式 が 出たのかよ くわか りません。

中 2で の「変化 の割合」 の学習指導

T5 F君 の意見 には疑間があるようですが, Eさ んの考 えに も疑間が あ った ら言 って下 さい。
(質 問 や意見 は出て こない。
)

T6 Eさ

んの意見 では, xが 1増 えると yが a増 えるとい う ことはわか ります が, じゃあ [x
が20増 えたとき yが どのよ うに増 えて,変 化 の割合 は い くつ か とい う ことは ど うした らわ
かるのですか。20増 えるとい うの も決 ま っていないですよね。
それ も文字 を使 った らどうだろうか ?

P6
T7

では,全 部 を文字 で考 えて変化 の割合 を求 めてみよう。 つ まり y=ax+bで
か らnま で増加す るときの変化 の割合 を求 めてみよう。

T8

, xが m

(20分 間程度,個 人追究。生徒 にとっては難 しいよ うで,時 間がかか って い る。
)

小集団 で話 し合 ってみよう。
(15分 間程度,小 集団。約分 で手間取 って い る様子 が見 られ る。
)

T9 では,み んなの前で発表 してみよう。 G君 。
P7 (黒 板 に,表 を板書 しなが ら)

xが mか らnま で増えるとき, n一 m増 えます。
yは am ttbか らanttbま で増えるか ら
Om+b)― (am+b)増 えることになる。
だか ら,変 化 の割合 は (m+b)一 (am+b)/n一 m=a
T10ど うで しょうか。
,

P8

いいです。
Tll n一 mが 約分 で きるの はいいですか。 (数 字 を例 に挙げて,約 分 できることを確認す る。)
(「 あ ―そ うか」
,「 知 らなか った。
」 といった声 があが る。 この反応 か ら,個 人追究 の段階で

,

文字 の約分 が ネ ックにな っていたことがわか る。)
T12変 化 の割合 はどんなことが言 えますか。

P9 1次 関数 では変化 の割合 は一定 である。
T13他 の関数 ではど うですか。

P10‑定 ではない。反比例では一定 でなか った。 1次 関数 だか ら一定 なんだ。
の後 の残 り15分 程 は, 2組 の x,
を考 えた。)
(こ

yの 値 の組 が与 え られて い る 1次 関数 の式 の求 め方

4.第 3時 における生徒の考え方
(1)追 究用紙 の記述 の分析
第 3時 の後半 において, 1次 関数 y=3x‑1で はその変化 の割合 が 3な るこ とを確 認 した
後,授 業者 は次 のよ うに問 いか けて い る。
「 1次 関数 では,変 化 の割合 はいつ も同 じになるのか。 また,

y=ax+bの aが 変 化 の 割

合 になるのか。理由まで考 えてみよう。」
この問 いに対す る生徒 の解答 を,授 業時 の追究用紙 の記述 か ら分析す る。
まず,説 明 の方法 に着 日 してみると,生 徒 の解答 は大 きく次 の a,

b, C,

3つ の タイ プ

に分類 で きた。

(a)文 字 を使 って追究 して い る解答
64壬 (15,6)
(b)具 体的 な 1次 関数 について具体的 な数 で変化 の割合 を求 めてい る解答 24名 (58%)

進・ 羽田明夫 0鈴 木洋一 ほか 2名
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以下,細 か くみてい く。

{a)文 字 を使 って追究 して い る解答 … 6名
ア)y=ax+bに ついて, xの 変域 を文字 を使 って考察 して い るもの。 (1名 )
[例 1]xが zか らxま で増加す るとき, xの 増加量 は x― z,
yの 増加量 は a(x― z)と なるか ら,変 化 の割合 は
yの 増加量/xの 増加量 =a(x― z)/x― z=a
同 じように, xが Aか らBま で増加す るとき
yの 増加量/xの 増加量 =a(B― A)/B― A=a
イ)y=ax+bに ついて, xの 変域 が具体的 な数 の場合 に計算 して いるもの。 (3名 )
,

[例

2]xが 5か ら10に 増 えるとき,(10a+b)― (5att b)/10‑5=a
xが Cの とき… y=ac+b
xが 1増 えて, C+1の とき… y=a(c+1)十 b=ac+a tt b
したが って, xが 1増 えると, yは a増 える。

[例

3]

2

1

3

3a+b

↓れ

2a+b
+a
[例

4]y=銀

4

+a

一 bに ついて

,

↓ れ

↓
ａ
＋

↓ ａ
＋

ウ)あ る具体的 な 1次 関数 について,変 化 の割合 を具体的 な数 で計算 し,そ れを y=ax+b
の場合 に読 み替 えてい るもの。 (1名 )
[例

5]y=4x‑3で は
{al

+a

+a

+a

yは ,axに よって変化す る。 そ して,そ のaxは いつ も xが 1増 える ごとに, a
の数ずつ増 えて い くか ら,増 加量 が常 に一定 で,割 合 は変 わ らず,変 化 の割合 は
aに なる。
工)文 字 を使 って説明 しようとして いるが不十分 な もの。 (1名 )
[例 6]y=ax+bで , xが Cか らdま で増加す るとして,変 化 の割合 を計算 しよ う
と試みている。
¨。24名
な
(bl 具体的 1次 関数 について具体的 な数 で変化 の割合 を求 めている解答

中 2で の「 変化 の割合」 の学習指導

オ)具 体的 な 1次 式 について,変 化 の割合 を 2カ 所以上 で計算 して い るもの。 (11名 )
このH名 の内訳 は, 2つ 以上 の式 について計算 して い るものが 6名 , 1つ の式 だ けで計
算 して い るものが 5名 であった。 この うち, 1名 は 6つ の式 について, 2名 が 4つ の式 に
ついて計算 して い る。念 には念 を いれたのであろう。
また,変 化 の割合 は「 一定 で aに 等 しい」 ことまで も指摘 した ものが 6名 ,「 一 定 で あ
る」 とい うものが 5名 であった。
[例 6]6つ の式 について, xが 0か ら1ま で増加す るときの変化 の割合 を調 べ,変
化 の割合が常 に aに なることを確認 した。 それか ら,変 化 の割合 が常 に一 定 で
aに なるとした。

,

力)具 体的 な 1次 式 について,変 化 の割合 を 1カ 所 だ け計算 して い るもの。 (9名 )
この 9名 の内訳 は, 2つ 以上 の式 について計算 して い るものが 4名 , 1つ の式 だけで
計算 して い るものが 5名 であ った。
また,変 化 の割合 は「 一定 で aに 等 しい」 ことまで も指摘 したもの は 4名 であった。
[例

7]y=3x‑5に ついて,

xが ‑8か ら1ま で 1ず つ 増 え る対応表 を作成 し,変

化 の割合 が 3に なることを確 かめている。
キ)表 をか いて, xの 増加量 と yの 増加量 をそれぞれ求 めている もの。 (4名 )
これに基 づいて,変 化 の割合 は一定 で aで あると した のが 3名 ,一 定 であ ると した の
が 1名 である。
[例

8]3つ の式 のそれぞれについて,

2カ 所ずついろいろな変域 で変化 の割合 を求 め

て,常 に一定 であることを確認 して い る。
[例

9]1次 関数 と反比例 の具体的な式 をあげ,表 に してみて, 1次 関数 の場合 のみ

,

変化 の割合 が一定 で aに なることを改 めて確認 して い る。
lC)そ の他 の解答 …11名
ク)グ ラフを利用 して考 えた もの。 (6名 )

1次 関数 の グラフをか いて説明 した ものが 3名 ,比 例 のグラフで説明 した ものが 2名 で
ある。 また, うま くか けない ものが 1名 いた。
[例 10]グ ラフが比例 と同 じで直線 になるか ら,一 定 の割合 で変化 してお り,変 化 の割
合 は一定 になる。 また, y=3x‑1の ‑1を 考 えないと, xが 1増 えるときは y
が 3増 えるか ら,変 化 の割合 は 3に なる。
[例 11]変 化 の割合 が一定 でない場合,

グラフはぎざぎぎやで こぼ こにな って しま う。

bが 0で な くて も直線 になるので,一 定。 また, xが 1だ と aを か けると a,
が 2だ と aを か けると2aで , グラフを見 ると変化 の割合 は aと なる。

x

このよ うにグラフを利用 して説明 した生徒 は,変 化 の割合 が一定 であることと,グ ラフ
が直線 であることとは同 じであると直観的 に認 めているので あろう。
ケ)変 わる数 と変わ らない数 について述 べて い るもの。 (1名 )
コ)b=0の 場合 (比 例)で 考 えようとしている もの。 (1名 )
サ)課 題を繰 り返 し書 くのみで,追 究 が進 まない もの。 (3名 )

(a

第 3時 終了後 のアンケー ト結果
変化 の割合 に対す る授業前 の生徒 の知識をとらえるために,第 3時 終了後 に次 のよ うなア ン

国宗 進・ 羽田明夫・ 鈴木洋一 ほか 2名

ケー トを実施 した。
あなたは,今 日の授業 の前 に次 のことを知 っていま したか。次 の質問 に対 して,「 はい」
『
「 いいえ」 の どち らかに,ま るをつ けて下 さい。
1)「 変化 の割合」 とい う言葉 を知 っていま したか。
2)変 化 の割合 は, yの 増加量/xの 増加量 とい うことを知 って いましたか。

3)1次 関数 の変化 の割合 は,一 定 だ とい うことを知 っていましたか。
4)ま た,そ の一定 の変化 の割合 が, aで あることを知 っていま したか。』
結果 は右 の表 の通 りである。
ア ンケー ト結果 (数 値 は人数)
問い

1)

０
３

4)

８
２

3)

４
２

2)

い いえ
２
２

また,生 徒一人ひとりが1)〜 4)を どのように答え
ているかを調べてみると,次 のようにまとめること
ができた。
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① タイプ… 1)〜 4)が すべて「 はい」 の生徒
…
い
いい
の
1),2)が
は
え
6名
タイプ
生徒
」,3),4)が 「
」
②
「
③ タイプ… 1),3)が 「 はい」,2),4)が 「 いいえ」 の生徒 2名
22名
④ タイプ… 1)〜 4)が すべて「 いいえ」の生徒
(未 回答生徒 1名 )

この ことか らも,授 業前 には,変 化 の割合 について,学 級全体 の約半数 に当たる22名 の生徒
には予備知識 はな く, 1次 関数 ではそれが一定 であることまで知 っていた生徒 は,全 体 の1/4
であったということがで きる。
ここで,前 項(lXalで 述 べ た 6名 の生徒 (変 化 の割合 が一定 であることを説明す るのに文字 を
使用 した者)に ついてのア ンケー トの結果 を調 べてみると,① タイプ,③ タイプがそれぞれ 1
名,④ タイプが 4名 であった。今回 の授業 にお いて,一 定 であることを説明す るのに文字 を使
用 した ことは,変 化 の割合 についての予備知識 の有無 には関係 がなか ったと考 え られる。
に)第 3時 終了後 の感想
第 3時 終了時 には,授 業 の感想 を記述 させて い る。
ここでは,そ の感想 に基 づ き,12)で 述 べ たア ンケー トの結果 も参考 に して,生 徒 の考 え方 を
検討す る。感想 は自由 に記述 させたので,全 体 に対す る割合等 については述 べ られないが
,

具体的 な記述内容 に基 づいて述 べ ることにす る。
1)発 表 した 4名 の感想
まず,授 業終盤で自分 の考 えを発表 したP15〜 18の 4名 の感想 について,述 べ てお く。 なお
P15,P16,P17の 3名 はいずれ も,前 項 のア ンケー ト4問 すべ てに「 いいえ」 と答 えて い る。
y=4x‑1に ついて, xが 3か ら4ま で増 えると yが 4だ け増えるので と説明 したP15は
,

,

「 関数 はにがてなゆえ, うま くまとま らな く3人 の意見をきいて道をみ いだせ た。 自分 の意見
はまだあまい…」 と書 いて い る。 この授業 の段階ではあいまいな理解 の ままであ った ものと考
え られる。

中 2で の「 変化 の割合」 の学習指導

y=ax+0と 考 えて,変 化 の割合 を比例定数 aと 同 じであると発言 したP16は ,文字式 を使 っ
たP18の 説明 について,「 P18君 は,数 字 をあてはめな いで文字 でやっていた。ぼ くは数字 でや っ
ていたので文字 で もで きることがわか った。最後 はみんな同 じことをいって い る。」 と書 いて
い る。変化 の割合 が一定 であるとい う4つ の説明の共通性 には着 日 して い るが,「 みんな同 じ
ことをいちてい る」 とい う文言 か らは,そ う主張す ることの根拠 の違 いにまでは目が向 いてい
ないことが わかる。

y=ax― bに ついて, xの 値 が 1ず つ増えるときの yの 値 の増加量を示 して説明 したP17は
「 私 は,自 分 の考 えはとて もよい !と 思 って いたのに,み んなよ くわか らなか ったみたいで残
念 で した。」 と書 き,「 もっともっと自分 の考 えを深 めて,一 定 で, aに な ることを うま く証
,

明 したい と思 います。」 とまとめている。 自分 の説明 に自信 を もって いて,図 形 の論証 で学 習
した「 証明」 とい う言葉を使 っていて,理 由を述 べ る方法 にまで思 いを馳 せていることが読み
取 れ る。
なお, この生徒 は, 1次 関数 の一般式 として y=ax+bで はな く, y=ax― bを 取 り上 げ
て考 えて い る。 これは,授 業中の前段階で y=3x‑1に つ いて具体的 に調 べ た ことに影響 さ
れた ものであ り,別 の意味で文字使用 の難 しさを表 して い る。

y=ax+1を y=axと y=1と

に分 けて考 え, y=axに ついて xの 値 が Aか らBま で増 え
るとして文字 を使 って一般的 に説明 したP18は ,前 項 のアンケー トの 4問 すべてに「 は い」 と
答 えて い る。感想 には,「 4人 目 (う まりぼ く)が 説明が うまくできて いない。自分ではわかっ
ているけ ど,相 手 に説明す るのが下手。」 と書 いて いて,他 者 へ の説明 につ いての不十分 さに
目を 向 けて い る。

2)感 想 の全 体 的 な傾 向
生徒 が 書 い た感想 の全 体 的 な傾 向 と して は, 次 のア,イ , ウの 3点 を指摘す ることがで きる

であろ う。
ア)y=ax― bに ついて, xの 値が 1ず つ増 えるときの yの 値 の増加量を示 して考 えたP17
の説明を「 わか りやす い」 とした ものが多 い。
「 P18君 の意見 はこうい う考 え方 もあるなあと思 いま した。 P17さ んの意見 はす ご くわ か り
やす くてとて もよい と思 いま した。」 とい うよ うに,わ か りやすさを強調 した生徒,「 私 は図 と
かで説明 して いたんだ けれど,図 だとわか りやす いけれど,あ まり納得 がい きませんで した。
で も,P17さ んは文字式 でや って いて見 た 日はむず か しそ うだ ったけど,よ く考 えてみ るとす
ご くわか りやす い し理 くつ もな っていてす ごいなあと思 いま した。」 とい うよ うに,わ か りや
すさと共 に「 理屈」 とい う点 か らのよさを主張 した生徒 が多 か った。次 のよ うに文字 を使用す
ることの意義 にも触 れて いる感想 があった。
「 xと y全 部 に数字 をあてはめるので はな く,
ど,わ か りやす く工夫 した考 え方 に感心。」

y=ax― bと い う式 をそのま ま表 にす るな

「 P17さ んの説明は, aで 表 して いたので,い かに もどの数字 で も大丈夫 ってい う ことが よ
くわか った。 +bが 入 ると,何 か表 に表す数字 が不規則 に見 え るけど, や っぱ りそ うい うの
も理 由が あるか らそれをみつ けるのがお もしろか った。」
イ)P18の 説明 は難 しす ぎるとい うものが多 い。
P18の 説明 は, y=ax+1を y=axと y=1と に分けて考 え,

y=axに つ いて xの 値 が A
か らBま で増え るとして文字 を使 って一般的 に説明 した ものである。対象 とした 1次 関数 に も

国宗
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文字 aを 使 い, xの 変域 も文字 A,Bを 使 っているだけに,「 P18の 考 えがよ く理解 できなかっ
た。」
「 ぼ くは根拠 をつかむ所 まで いけなか ったので,な おさらな っとくさせ られて しま った。
それと,P18君 の言 った ことは難 しす ぎて全 くわか らなか った。」 とい うよ うに,「 難 しすぎる」
と書 いた生徒 が多 か った。
その中 には,「 P18の はよ くわか らなか った。最初 の分数 の答 え はゼ ロと言 ったけどあれ は
なんなんだろう。」 と,具 体的 に納得 で きない点 を述 べて い るもの もあ った。 これ は,先 の授

業記録 の中 に もあるように, y=ax+1を y=axと y=1と に分 けて考 え,後 者 の「 y=1
の変化 の割合 は, xが 増 えて も yは いつ も1な ので,変 化 の割合 は 0に な ります。」 とい う部
分がわか らなか ったとい うもので ある。

ウ)4つ の説明 を対等 にとらえて い る生徒 が いる。
「 1次 関数 では,変 化 の割合 はいつ も同 じになるのか。 また, y=ax+bの aが 変化 の割
合 になるのか。理由まで考 えてみよう。」 とい う問 いに対す る説明 として,授 業 では 4つ の説
明があが ったが,そ れ らを対等 にとらえて い る生徒 が い る。
「 P17さ んのは, xが 1増 え ると, yが a増 えるとい うのだったんだけれど, これは変化 の
割合 が一定 だとい うことを証明 したと思 う。 それで,P17さ んのや り方 を もっと簡単 に した も
のが,追 究す る前 にや った, xが 0か ら1ま で増 えると yは ‑1か ら2ま で増 え るとか, そ
うい うのだと思 らた。」 と書 いた生徒 は,文 字 を使 った説明 と数値 による帰納的 な説 明 とを同
じレベルでとらえ いてい ると考 え られる。 また,「 1つ のことか ら, しか も関数 みた いな答 え
の少 なさそ うな ものに も 4つ の考 えが出てす ごいと思 った。」 と書 いた生徒 は,解 答 の多様性

に目が向 いて しま って,そ れぞれの説明の方法 の有用性 までは着 日できないで い るものと考 え
られる。
「 変化 の割合」 の学習指導 への示唆
ここでは,今 回 の授業研究 を通 して明 らか になった,「 変化 の割合」
,特 に 1次 関数 の変化 の
つい
の
に
て
る
検討す 。
割合 に関す る学習指導上 改善点
5。

文字 を利用 して一般的 に説明す る方法 にも目を向 ける
今回 の授業 では,「 1次 関数 y=ax+bで は,変 化 の割合 はいつ も一定 で aで ある」 ことの
根拠 を確か めるのに,41名 の生徒 の うちの35名 が文字 を使用 して いない。 この35名 の内訳 は
表 や具体的 な式 に数値 を代入 して確か めた生徒 が25名 ,グ ラフに着 目 して考察を進 めた生徒 が
①

,

5名 であ り,残 りの 5名 は思 うように考察 で きなか った。
中 2の 教科書 では「 1次 関数 の変化 の割合 が一定 である」 ことを確認す るには,具 体的 な数
値 の場合 について確 かめるようにな ってお り,中 学校 での関数指導 のね らいか らすれば, この
ような確 かめ方 で十分 であるとも考 え られる。 その一方 で,「 文字式 による証 明」 や「 図形 の
論証」 の学習場面 では一般的 に証明す ることが強調 されて い る。 このような扱 いの結果,生 徒
によっては「 図形 の性質 は演繹的 に論証 しなければな らない。」
「 関数 は演繹的 に論証す る分野
の
して とらえて しま う こと も考
を
によってそ
い
いった
に
追究方法
区別
ではな 。」 と
具合 ,単 元
え られる。
今回 の授業 で,文 字 を使 って説明 した り説明 しようとした生徒 は 6名 であ った。 だが,授 業
終了後 の生徒 の感想 の項 で も指摘 したように,文 字式 を使 って=般 的 に証 明す る方法 に授業 で
出会 った ことによって,そ うす ることの必要性 を感 じて い る様子 が全体的 にうかがえた。また

,

中 2で の「 変化の割合」の学習指導

小集団 での話 し合 いの時 に,「 いつで もいえ るかが問題 なんだよな」
「 理由が問題 なんだ」 とい
う会話 が行 われて い るのである。
帰納的 な説明の方法 を大切 に しなが らも,文 字式 を使 って一般的 に説明す る方法 に も確実 に
目を向けさせて い く必要 がある。
② 変化 の割合 が一定 で あることの根拠 の理解 を一層深 める
ア ンケー トの結果 によれば,今 回 の授業前 に「 変化 の割合」 の用語 を知 っていた生徒 は18名
いた。 この うちの10名 は,変 化 の割合 が (yの 増加量)/(xの 増加量 )で あ ることや,
関数 y=ax+bの 変化 の割合 は一定 で aで あることまで も知 っていたので ある。

1次

しか し, この10名 の うち,今 回 の授業 で「 1次 関数 y=ax+bで は,変 化 の割合 はいつ も
一定で aで ある」 ことを確かめるのに文字 を利用 した生徒 は, 1名 しか いなか った。 彼 らは
「 変化 の割合」 を授業以前 に知 る際 に,帰 納的 に調 べて確認す るにとどまっていたか, あ るい
は公式的 に覚 えることでよ じとして いたのであろ う。
一方,今 回の授業 で文字 を利用 しようとした 6名 の うちの 4名 は,「 変化 の割合」 につ いて
の予備知識 が全 くない生徒であ った。
「 変化 の割合」 について知 らないので, これ まで の「 図
の
についての
い
形 論証」等
学習を思 起 こして,根 拠 を確 かめるには一般的 に証明する ことが 自
然 であ ったとも考 え られる。
生徒 が「 1次 関数 の変化 の割合 は一定 である」 ことを知 って,そ れを単 に利用 して問題 を解
決す ることだけに学習の重点 を置 くだ けでな く,一 定 であることの根拠 についての理解 も十分
に深 めてお くことが重要である。 そのための手立 て としては,上 の① で述 べた方法 に目を向け
て い くことにな るであろ う。
変化 の割合 が一定 でない関数 も同時 に取 り上げる
現在 の中学校 での関数指導 において,変 化 の割合 は,関 数 の変化や対応 の様子 を特徴 づ ける
③

ものの 1つ として,中 2で の 1次 関数 で扱 われている。 そこでは,「 1次 関数 y=ax+bで は
変化 の割合 は一定 で aで ある」 とまとめてお り,中 3で の y=饉 2の 学習 をするまで は他 の関
,

数 の変化 の割合 にふれることはない。 1次 関数 において変化 の割合 が一定 であることは重要 な
性質 であ り,そ れは,グ ラフが直線 になることの根拠 として も扱われる。 しか し,他 の関数 で
変化 の割合 について考察す ることがないために,「 どんな関数 で も,変 化 の割合 は一 定 で aで
ある」 とと らえて しまっている生徒 も少 な くな いで あろう。 このよ うな理解 の不十分 さが,中

3で の y=ax2の 学習で露見す ることが ある。

今回 の授業 では,反 比例 について変化 の割合 を導入 し, 1次 関数 の場合 にはそれが一定 であ
ることを強調す ることをね らってみた。
「 変化 の割合」 その ものを深 く理解 し, 1次 関数 で は
それが一定である ことを理解す るためには, 1次 関数 だ けを考察 の対象 にするので はな く,他
の関数 に も同時 に着眼 して い くことが必要 であろ う。今回 の授業 では中 1で 既習 の反比例を取
り上 げたが,

y=ax2ゃ ね らいによっては y=銀 3等 を取 り上 げる こと も十分 に考 え られ る。

Ⅲ。おわ りに
授業 を行 ってみて感 じることは,生 徒 にとって発見や驚 きのある楽 しい授業 を 1時 間 1時 間
行 ってい くことの大切 さである。 また,数 学的 な知識 や考 え方 を押 しつ けるので はな く,そ の
根拠や過程を大切に して授業 を進 めてい くこと も重要 なことである。

国宗

進 0羽 田明夫・ 鈴木洋一 ほか 2名

さて,「 3年 間 を見通 した関数指導 のあり方 を探 る」 とい うね らいを掲げて, この研究 を始
めて, 6年 間が経 った。今後 も,次 の ことについて継続 して検討 して い く必要 があると考 えて
いる。
(1)具 体的 な事象 の考察 や数学的 な思考力 の育成 をよ リー層重視 して, これ まで に作成 した関

数 についての授業計画 を改善 し,そ れを実践,検 討す ること。 また,そ のための学習問題を
開発す ること。
け)他 領域 での,関 数的 な見方 や考 え方 を育成す るための意図的 な学習指導 につ いて,教 材 の
系統 を見通 し,授 業実践 をふ まえて検討 す ること。

G)関 数 の課題解決場面 における生徒 の考 え方 を解明す ること。
に)学 習指導要領改訂 のたびに揺 れ動 いている中学校 での関数指導 のあ り方 につ いて,教 材 の
系統 を見直 し,授 業実践 をふ まえて提言 を行 うこと。
15)生 徒 の数学学習 についての興味・ 関心やその変容 をとらえる方法 につ いて考察す るととも
に,そ の実態 を明 らかにす ること。
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