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研 究 の 目的

本稿 は、中学校 で行 われ る文字式 を使 った証明 につ いての学習指導 に関す るものである。
中学校数学科 での文字式 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 (以 下 「表現」 とい う)
(2)文 字式 を計 算す ること (以 下 「計算」 とい う)
(3)文 字式 の表す内容 を読 み取 る こと (以 下「読式」 とい う)
14)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 の学習指導 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 らはグループ を組 んで これ らについての研究 を行 って い るが、現時点 で は、子 どもの文
字 や文字式 につ いての理解 の様相 を、次 のA,B2つ の方向か らとらえてい る。

A.文 字認知
B.文 字式 による論証 についての理解
Aに 関 しては、上認 1)の 「表現 」,(2)の 「計 算」,(31の 「読式 」 につ いての能力 と(5)に 関連す
る「変数」についての理解度 との両面 か ら1)検 討 し、 また、 Bに 関 しては、(4)に 関連す る「論証
能力」 と「論証 の もう一般性 につ いての理解」 との両面 か ら2)検 討 して い るところである。
その研究 の一環 として、本稿 で は、(4)の「文字式 による論証」についての理解 の様相 にスポ ッ
トを当て る。 とはい って も、文字式 を使 って証明す る場合、 まず対象 となっている数量 を文字
式 によって表現 し、それ を計算 し、その結果 の意味する ところを読み取 る ことになるか ら、
「文
字式 による論証」 についての内容 を検討す るには、 それ と密接 に関連す る(1),(2),(3)に ついて
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の内容 も十分視野 に入れて考察 しなければならない。
さて、
「文字式による論証」については既 に、授業時の観察、ペーパーテス トゃ面接 による調
査、授業研究等を通 して、生徒 の理解の様相を分析・ 検討 し、それに関す る認知発達の段階を
設定 して、その実態を明 らかにしてきた3、 特 に中 2、 中 3に ついては、望 ましい授業のあり方
について実験授業を通 して実証的 に検討 してきた4、
現在 の多 くの授業実践 においては、中 2、 中 3で は、文字式を使 って証明すること、および
そうすることの意義が、指導内容 の中に位置付けられていると考えられる。 このことは、中学
校数学科 の各教科書 に「式の利用」 とい う項が用意されていることか らも明 らかであろう。ひ
と通 り文字式の計算 に関す る学習 を終 えたところで、それを問題解決のための道具 として使 い、
文字や文字式を学習す ることの意義を実感する内容 として、 また生徒の主体的な思考活動が行
われ、学習意欲 を喚起することになるとい う点からも、その価値が認 められている内容 として
位置付けることができる。 それにもかかわらず、中学生の「文字式による論証」 についての理
解度 は、外国においても同様 の結果が報告 されているりのであるが、驚 くほど低 い6ゝ
中 2、 中 3の 生徒が「式の利用」 についての内容を理解するのに大 きな抵抗を示す とい う現
状 を考 えると、 それを打開す る方策 を検討することは、実践上 の大 きな課題 である。 そのため
の具体的な方策 としては、生徒 の理解の様相 を明 らかにすることを通 して、中 2や 中 3で の学
習指導のあり方を吟味することは当然であるが、それに先立 つ中 1で の学習指導の中に、ある
ことが らが成 り立 つ理由を文字 を使 って証明する とい うことに関す る内容を明確 に位置付ける
必要があるのではないか と考 えられる。
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。
中学校第 1学 年での「文字式による論証」 に関す る学習指導のあり方について、授業研究を
通 して実証的に検討す る。

Ⅱ 研究 の方法
本研究 では、授業 を通 して生徒 の文字や文字式 についての理解度 をとらえるとい う立場 に
立っている。授業を重視する理由については、既 に述べてあるつ。授業でその理解度 をとらえる
ために、次の方法 によって資料 を得 て、それを事後 に分析す る。
① 対象生徒一人 ひとりが文字式 による論証能力 に関す る発達段階のどこにとどまっている
のかを、事前調査を通 してとらえてお く。
② 生徒が問題 を解決す る際の考 え方をワークシー ト (以 下WSと 略記する)に 書かせる。
③ 事前調査 に基づいて観察生徒 を決め、 それらの生徒 について、授業観察者がWSの 記述
の仕方、つぶやきや近 くの生徒 との意見交換 の状況等 を克明 に記録する。
④ 授業 の状況 をビデオに収録する。
⑤ 一連 の授業終了直後 に,そ れ らの授業 についての感想を書かせ る。
⑥ 観察生徒や授業中に興味 ある言動 をした生徒を対象 に面接を行 う。
⑦ 授業実施 2週 間後 と5か 月後 に事後調査を行 う。
なお、授業実施 5か 月後 の時点で、対象生徒 は「 1次 方程式」は学習済みであるが、
「関
数」 については未習であった。
このような授業での生徒の課題解決時の考 え方の分析 に基づいて、中 1で の「文字式 による
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論証」 に関す る学習指導 のあ り方 について考察す る。

Ⅲ

研 究 の 内容

1.実 験授業実施 の背景
筆者 らは、子 どもの文字 や文字式 についての理解度 を とらえるための研究 の枠組 みを構成 す
る ことと並行 して、特 にここ数年実験授業 を行 って きたが、 その結果 について分析・ 検討 を重
ね るほど、小学校 での回、○や文字式 の学習指導 について、 また、中学校 3年 間 の学習指導 を
見通 した文字式 の学習指導 について検討 す る必要性 を強 く実感す る。
特 に文字式 による論証 の場面 で は、 中 2、 中 3の 生徒であ つて もなかなか文字式 を使 お う と
しない し、使 お う とい うアイデ ィア さえも浮 かばない ことはこれ までにも指摘 して きた。 その
理由 としてはい くつか の要因が考 えられ るが、 その うち、特 に、
・ 数 の場合 はわか るが、文字 を使 う となる と数量 を表現 で きない
・ 帰納的 な説明 で十分 である と考 え、文字式 を使 ちた証明 の必要性 を理解 してい ない
・ 文字や文字式、 お よびそれ を使 った証明が一般性 を有 す る ことを理解 して いない
とい う点 について、筆者 らは、中 1の 時点 か らこれ らを解消す るための意図的な指導が必要 で
あると考 える。
ところで、現在使用 されて い る中 1の 各数学教科書 めの記述 を調 べ てみ ると、 そのほ とん ど
が、文字式 についての章 の本文 の記述 は式 を計算す る ことで終 わってい る。 そ して、 わずかに
章末 の問題 や「考 えてみよう」 と称 され る問題解決 の課題 として、次 の ような問題 が 1,
取 り上 げられ てい る程度 である。
・ カ レンダーの数 の並び方 の中 に潜 む性質 を調 べ る

2題

・ マ ッチ棒 を並 べ て正三 角形 あるい は正 方形 を順 につ ないで作 って い くとき、 n個 の正三
角形 あるい は正方形 を作 るのに必要なマ ッチ棒 の数 を調 べ る
・ 碁石 を正方形状 に並 べ るとき、 1辺 の碁石 が X個 の ときの碁石 の総数 を調 べ る
・ 赤道 の回 りか ら何 mか ぁけて電線 をはるときに必要 な電線 の長 さについて調 べ る
この ような問題解決場面 では、 ある ことが らが成 り立 つ理由を文字式 を使 って証明す るとい
う学習活動 が行 われ る ことが期待 されて い る。 だが、 その ような活動 は、中 1で のその後 の 1
次方程式や上ヒ
例・ 反比例 についての学習 では行 われないか ら、文字式 の章 で取 り上 げられなけ
に
れば、 それ ついての学習指導 は中 2の 「式の利用」 まで待 つ ことになる。
ここで、「式 の利用」 に関す る指導 の変遷 を教 科書 のによって調 べ てみると、数学教育 の現代
化以前 は、中 2で 中心的 に扱 われ、中 3で は練習問題 の 1間 が これに関す るものであった。続
く現代化 の時代 には、中 3で も現在 のような記述 が見 られ るようにな り、 ほぼその まま現行 の
教科書 へ と引 き継 がれてい く。 だが、中 1に ついては、 この ような扱 い は見 られず、現代化 の
時代 の教科書 では、逆 に文字式 の計算 です ら 1次 方程式・ 不等式 の章 の中 に埋没 し、 それ らの
解法 の前段階 として位置付 けられ て い る程度 で ある。
以上 の よ うな教科書 の記述 の推移 か らす る と、中 1で の「式の利用」 に関す る指導 は、 これ
まで さほ ど着 目されて いない と考 え られ る。 その理 由 は、文字 式 を利用 する場面 として、方程
式や関数 につ いての学習 が想定 されてい るためであろう。言 い換 えれば、方程式 のために文字
式 の計算 を学習 す るとい う考 え方である。 また、 ある ことが らが成 り立 つ理由を文字式 を使 っ
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て証明す るとい うことが、 それ までの「計算 しなさい」「求 めなさい」 とい う問 い とは違 って、
目的 に合 った式変形 が生徒 に要求 され るか ら、中 1の 生徒 に とっては難 しい とい う認識 が ある
のか もしれない。
中 1で の この内容 に関す る実践 1の がないわ けではないが、 それ ほど多 くは目に しな い し、現
在 の ところ、 そ こで の生徒 の理解 の様相 が明 らか になって い るとは言 いがたい。
そ こで今回 は、中 1の 生徒 を対象 に、文字式 を使 った説明 の特徴 を理解 させ る こ とをね らい
として、 2時 間連続 の実験授業 を行 うことに した。 そして、 そ こで の生徒 の理解 の様相 をとら
え、あ ることが らが成 り立 つ理 由を文字式 を使 って証明す る こ とおよびその意義 について、中
1で の学習指導 にお いて取 り上 げる こ との是非 について検討する。

2.各授業 の課題 とその特徴
2時 間 の授業 に共通 なね らい は、次 の通 りである。
・ 文字式 を使 うと、ある性質 が成 り立 つ ことを一般的 に簡潔 に説明 で きる ことを理解す る。
また、整数 に関す る性質 が成 り立 つ ことを、文字式 を使 って説明 しようとする。
その際、数量 を文字式 で表現 した り、表現 された式 の意味 を読 み取 った りする ことを通
して、「表現」や「読式」 についての能力 を高 める。
各時間 ごとのね らい は、次 の通 りである。
第 1時 い ろい ろな説明 の仕方 の特徴 と比較す る ことを通 して、文字式 を使 った説明 の一般
性 や簡潔性 な どに気付 く。
第 2時

第 1時 を受 けて、課題 の解決 に当た って積極的 に文字式 を使 って説明 し、 そうす る
ことの意味 について理解す る。
各時間 の課題 は、次 の通 りである。
10月
第 1時 の課題
今月 のカ レンダー は右 の通 りである。
縦、横 3個 ず つの数 を線 で囲 んで、わ くの
中の 4隅 の数 の和 を考 える。
わ くの中の 4隅 の数 の和 と中央 の数 との間
には、 どんな関係 が あるだ ろうか。

日

月

火

水

木

金

土

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 H 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

第 2時 の課題

1,2,3や 6,7,8な どの よ うに、連続す る 3つ の整数の和 は、何 の倍数 にな りますか。
第 1時 の課題 は、身近 で ある とともに、すべ ての場合 につ いて調 べ尽 くす とい う完全帰納法
による説明 も可能である。 また、第 2時 の課題 は,既 に数学的な課題であ り、完全帰納法 によ
る説明が不可能 で あるため、文字式 を使 って説明せ ざるをえない とい うことが で きる。

3.対 象生徒 の段階判定
授業 を行 うにあたって、対象生徒 32名 の「 文字式 による論証能 力 に関す る発達段階」の段階
判定 を行 った。 その結果 は表 1の 通 りである。
各段階 は次 の通 りである。段階判定問題、解答の分類基準、段階判定基準等 は文献参照 1つ
<水 準 0>… 無回答、あるい は、問題文 を繰 り返 していた り説明 になってい ない。
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<水 準 I>… 文字式 を使 わず に、具体的 な数値 をあげた り、 ことばで説明 しようとす る。
<水 準 Ⅱ>… 文字式 を使 うが、不適切 な使 い方 をす る。
<水 準 Ⅲ >… 文字式 を使 って正 しく説明す る。
表 1に 示 された事前調査 の結果 か らす ると、 ある ことが らが成 り立 つ ことを証明す る場 合、
今回の授業 の対象生徒 のほ とん どは、文字式 を使 お う としない とい うことがで きる。
表

1

対象生徒 の段階判定 (n=30)

4.各 時間の授業 についての検討
授業 の実際 は次 の通 りで ある。
第 1時 …93年 10月 2日 0

日 時
象

対

第 2校 時/第 2時 …同、第 3校 時

東京都公立 中学校第 1学 年 5組

男子 20名 、女子 12名 、計 32名

授業者

鈴木 裕

観察者

小高 博、国宗 進、熊倉啓之、川村雄司、山 口智子

(1)第 1時 の授業

1)授 業記録

Tl

はい,こ っち見 よう。今月 のカ レンダー。 (0.H.P.で 提示 )今 月のカ レンダーのなかの
例 えば,こ うい うふ うに縦 に 3つ ,横 に 3つ の数 を枠 で囲 い ます。 いい ここまで ? 今 ,緑
,

の印 がつ いてい る 4隅 の数,こ の和 を考 えます。 この 4隅 の数 の和 と,赤 で書 いてある真 ん
WSに はカ レンダー
中の数 との間 には何 か関係 がないで しょうか,考 えてみよう。(WS配 布。
が 3つ 印刷 してある。)

Pl
T2

問題 につ いて何 か質問 はあ りますか。
(3分 ほ どWSlに 取 り組 む)

はい,じ やあ聞 いてみ ます,あ る程度 こうなん じゃないかな と想像 ついた人 どの くらいい
ますか。 (手 が挙 が らない)

T3 書 けて る人 もっ とい るはずなんだ けど。 じゃあ P2君 ,ち ょつ と読 んでみて。
P2 4隅 の数 の和 が真 ん中の数 の 4倍 になってい る。
T4 はい,4隅 の数 の和 が真 ん中の数 の 4倍 になってい るとい うような ことに気付 いた人 どの
くらいい ますか。 かな りい ますね。 それ以 外 の ことに気付 いた人 。 い ないのかな。 はい。
P3(自 分 のプ リン トを指 しなが ら)こ こと,こ こと,こ こと,こ この和

b+d+f+hの

a b c
T5 ああ,こ こで説明 しますね。 この 4つ の数 ね,4隅 の数 の和 と,こ こ d e f
と,こ こと,こ こと,こ こ,こ の 4つ の和 が 同 じになってい る ことを見
g h i
(右 図 の

こと)が 4隅 の数 の和 に等 しい。

つ けて くれ ました。 もし時間が あ った ら後でや ってみ ましょう。 とりあ
えず,今 これ (真 ん中の数 e)と の関係 を聞 いたか ら,こ っちだけで い きます。 はい,他 に。
P4 まわ りの 4隅 のた した合計 と…,あ っ,真 ん中の数が まわ りの 4隅 の全部 の合計 と一緒 に
なってい る。

０ん
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T6

同 じじゃないか,同 じだ よな…。いい ?じ ゃあ,確 認 してみようか。 この場合 ,4隅 の数
の和 とい うのは,4+6+18+20(板 書 しなが ら)で すね。 P5さ ん,い くつ。

P5 48

T7

真 ん中の数 12,4倍 ,48で すね。確 かに これ等 し くなってい ますね。今 はここでや りまし
たよね,縦 に 3つ ,横 に 3つ 合計 9つ を囲み ましたけど,枠 で囲 つたのはここの部分 で した。

他 の部分 で も今 の こ とが い えるのかな。枠 の囲み方 はい っぱいあるで し ょう。縦 3,横 3の
所 ,ど こで もい えるのかな。 で は時間 をあげますか ら,ど こで もい えるのか よ く考 えて,こ
こ [WSの 解答欄 ]に どこで もい えるか い えないか,そ してその下 に理 由を書 いて くだ さい。
カ レンダー はどれ を自由に使 って くれて もいいですよ。
(し

ば らく間 をお く)WSl

T8

今質問が あって,ど こで もとい うと 31は どうす るんだ。31は ,9つ を囲 もうとす ると囲
め ますか…。囲 めない よね,困 ったね。 ですか ら,先 生が「 どこで も」 ときいて い るのは
囲 める所 はどこで もこの性質 が い えますか,そ う考 えて ください。 (し ばらく間 をお く)
,

T9

それ じゃあち ょっ ときいてみ ます。どこで もい えると思 う人 どの くらいい ますか。(大 部分
が挙手 )多 いですね。 どこで もい えるとは限 らない とい う人。 1人 。 はい どうして。
(こ

T12

の生徒 は計算間違 いであった。 このや りとりに P6〜 P8,T10,T llが あった。)
ここで もな りますね。今,ほ とん どが い えると言 った。P7君 は勘違 い して い えない と言 っ

た けれ ど も。 じゃあ,ど こで もい えるのか,と い うことになる。 その理 由 は。

P9
T13

計算 してで きたか ら。
計算 してで きたか ら。 ち ょっ と言 ってみて。

他 で囲 ってみた所 が,3+5+17+19=44
T14 はい,11× 4=44,等 しいですね。 どこで もい えると…。 1,
等 しいね…。 これで いいのかな。 はい,P ll君 は。
Pl。

2, 3箇 所。 いいですね

,

P ll 枠 で囲 った ところが,そ れ以外 で も,合 計 が他 の所 … あ ぁ,間 違 えました。
T15 間違 えました ?書 いて ある と思 った けどな。さあ どうで し ょうか,今 ,み んなに,ど こで
も,ど こを囲 って も, 4つ の数 の和 は,真 ん中の数 の 4倍 にな りますか,ど こで もな ります
か とい う質問 をしたんだ よね。 その ときに,み んなの確認 したのは,こ の 3箇 所 は今 ,実 際
にや りました よね。 その 3箇 所や っただけで,ど こで もい えると言 って いいの ?

P12
T16

先生 ,そ の計算だ けでですか。

そ う,こ の計算や った よね。 3箇 所 みんなで確認 した よ,こ れで もうどこで もいいんだ。
いい と思 う人。 (18名 挙手 )こ れではだめだ とい う人。 (な し)ど っちだ と思 う…。 それでは,

先生 が これか ら言 うことはいつで も成 り立 ち ますか。東葛西中 は男子校 で ある。なぜ な らば

,

A君 も男子 だ し,B君 も男子 だ し,C君 も男子 だ し,D君 も男子 だ し,E君 も男子 だか ら。
だか ら,東 葛西 中 にい る生徒 はみんな男子 です。男子,男 子 ,男 子 ,男 子 ,男 子 だか ら,み
んな男子 だ。 なんで い けないの。
P13 女子 はどうなるの。

P14 女子 も男子 ?

T17

もう一度言 うよ,東 葛西 中 は男子校 で あるとい う人 が い ます。男子,男 子 ,男 子 ,男 子

男子,だ か らみんな男子 だ。

P15

みんな男子 とい うのはおか しい,女 子 もい るか ら。並 んで い る所 が違 う。

,
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T18 (列 を変 えて)だ って,彼 も彼 も彼 も彼 も彼 も男子 じゃない。
P16 クラスの中 に男子 と女子 の別れ た列 が あ ってその塊 が あるか ら。
T19 だって,東 葛西中の中の何人 か を とった ら,み んな男子 だつた とい うん じゃだめなの。

P17数 による。
T20 じやあ,ど の くらい調べ ればいいの。
P18
T21

全部 じゃないですか。
全部調 べ なきゃい けない んで しょ。 じゃあ聞 くよ。枠 で囲 つた所,3箇 所確認 しました。

どこで もあの性質 が い える と言 っていいんですか …。 どうですか。 いい と思 う人 どの くらい
い ますか。 はい。何 で。 P19さ ん何 で。
P19 真 ん中 の数 が奇数 の ときは,4隅 の数 が全部奇数 で,真 ん中の数 が偶数 の ときは,4隅 の
数 が全部偶数 になるか ら,真 ん中の数 が奇数 か偶数 かで分 けて 2種 類確認すれ ばよい。
T22 P19さ んが今言 お うとして い ることは,真 ん中 の数 が奇数 の ときは,4隅 の数 も全部奇数
になる,ど こで囲 って も。偶数 の ときは, 4隅 の数 が全部偶数 になる とい う こと。 だか ら
,

奇数 の場合 と偶数 の場合 に分 けて,両 方 ともい えればよい とい う ことか ? P19さ んは,こ こ
か ら先 どのように説明 しようとして い るの… ? まだそ こまでは考 えてい ないか。 じゃあ
,

P20さ んは ?

P20 横 は全部 1ず つ増 えて,縦 は全部 7ず つ増 えるか ら,囲 む所 が違 って も 4倍 になる。
T23 わかつた人。5人 。今 い ろんな人が い ろんな説明 して くれ て,焦 点 がぼけて きて い ますか
ら,も う 1回 聞 きます よ。 みんなは,ど うい う囲み方 して も,ど うい う所で囲んで も, 4隅
の数 の和 は,真 ん中 の数 の 4倍 だ とい うことがい えそうだ と判断 したんです よね。 いぃ ,そ
こまで ? その理 由 は と聞 かれた ときに,と りあえずみんなで 3箇 所確認 しました よね。 3
箇所 だけの確認 で,ど こで もい える と言 っていいんですか,と い う質問には どうですか。い っ
てい いんですか。いい とい う人。い けない とい う人 。わか らない。なるほ どね。じゃあ,さ っ
きの東中の例 はどうなっちゃったの。

P21 男子 とかの場合 は,形 とい うか,人 数 とか は決 まって いな くて,カ レンダ早 の方 は,縦 は
7ず つで,横 は 1ず つで決 まって い るか ら,そ れ は男子校 の場合 とは別 だか らい えて い る と
思 い ます。

T24

なるほ ど。 とい うことは,規 貝J性 が あるか らとい うこと。横 の増 え方,縦 の増 え方で規則
性 が あるか ら,い くつか調 べれ ば もうそれで いいんだ。 なるほ どね,ど うで し ょうか。 その
規貝U性 の ところをうま く説明 した人 い ませんか。さっき P20さ んがち ょっ と言 つて くれたね
横 は 1ず つ,縦 は 7ず つ,だ か らいつ も 4倍 になるんだ。 みんなわか る。 もうち ょっ と付 け
加 える人 いないかな…。 じゃあ逆 に聞 くよ。何 で,横 に 1ず つ;縦 に 7ず つ増 えると, 4の
,

数 の和 が真 ん中の数 の 4倍 になるの。 P20さ ん何 で。
P22(P20)9個 の数 が全部 7だ とした ら,4隅 の数 をたす と 28に なるか ら,だ か ら,7× 4で
44店 になってい る。

T25

全部たせ ば 4倍 にな ります よね。今 そ うじゃな くて,1ず つ横増 えて,7ず つ縦増 えて い

るわ けで し ょ。

P23 真 ん中 の数 は,右 上 の数 か ら 6だ け大 き くて,左 上 は 8だ け大 きい,左下 は 6だ け小 さい
右下 は 8だ け小 さい。 だか ら,正 負 の数 の考 え方 …。
T26 ち よつ と待 つて (P23の 考 え方 を図式化 して板書 しなが ら),正負 の数 の考 え方で い くわけ
,
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ね,左 上の数をもとにすると,真 ん中の数 は 8だ け大 きい,こ れ (右上の数)よ りは 6だ け
大 きい,こ れ (左 下の数)よ りは 6だ け小さい,こ れ (右 下の数)よ りは 8だ け小さい。 そ
うすると…,ど うぞ。

P24(P23)全 部たす と0に なる。だから 4倍 になる。
T27 わかつたoわ かった人 どれだ けいる。 (7名 )増 えてきましたね。
(こ の後,P23の 考 え方を教師が再度説明 し,こ の授業 の流れを整理 して終了す る。
)

2)WSlの 記述の分析
WSlに は、「 4隅 の数の和が真ん中の数の 4倍 になる」ということが どこで もいえるかどう
か を判断 させ、 その理由を書かせている。
生徒の判断 は、
「 いえる」が 30名 (内 1名 は「 いえるんじゃないか」
)、 「 い えない」が 1名 、
が
1名
であった
自紙
。
「 いえる」 とした生徒が書 いた理 由は、次のように分類 できた。
aタ イプ…文字を使 って正 し く説明 しているもの
《1名 》
bタ イプ…カレンダーの数の規則性 に注目して説明しようとしたもの
bl… 枠 ごとず らして考 えた説明

《4名 》

(1名

)

[例 ](筆 者注 ;真 ん中が 11の 場合の確認あり。
)

1つ とな りにずれた場合 として、

+1

+1
3→ 4 5→ 6
+1

10

11‑→ 12

+1
17→

(枠
3 4 5

13

+1

1o

17

ごとずれ る。下図筆者 )

4 5 6

ll

18

12

19

‑→

18

11 12 13
19 20

1819→

" べ て 1ず つ大 き くなってい るか ら、 4隅 の数 の和 は、
とい うわ けで、 4隅 の数 が す
前 より 4大 き くなってい る。
4隅 の数 の和 ÷4=真 ん中の数 (真 ん中が 11の 場合 の こ とをい ってい る。)
だか ら大 きくなった分 の 4つ を 4で 割 る と 1に なる。 それを真 ん中の数 に合わせ る
と考 えれば、 その関係 は保 たれ る… ? 縦 にずれた場合 は+7!?

b2… 真 ん中の数 を基 にして、 4隅 の数 に注 目 して い る説明

(1名

)

(1名

)

[例 ]ど こでやって も、 4隅 の数 は中央 の数 と同 じに変 えられるか ら

b3… 4隅 の数 を基 にして、真 ん中の数 に注 目 して い る説明

[例 ]ど の数 も縦 に 7ず つ増 えてい る。真 ん中の数 は、右上 の数 か らは 6だ け大 きくて、

左上の数 か らは 8だ け大 き くて、右下 の数 か らは 8だ け小 さ くて、左下 か らは 6
だけ小 さい。真 ん中 と 4隅 の数 は (こ こで途切れて い る。)
b4・・1縦 横 の数 の増 え方 の規則性 に着 目 して い る説明

(1名

)

[例 ]横 は 1ず つ増 えて、縦 は 7ず つ増 えて い るか ら、 どこでやって も同 じになる。

Cタ イプ…帰納的 に説明 してい るもの
Cl・

"こ とばによる説明
[例 ]・ や り方が同 じだか ら、 どこでや ってみて も、 4倍 になる。

《11名 》

(3イ

リ
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0だ いた いの 4隅 を確 かめてみたか ら
C2・

書 いて二重線 で消す)

(と

(5名

"こ とば と具体例 による説明

[例 ]計 算 してで きたか ら (数 箇所 の例 を示す)
C3… 真 ん中の数 が偶数 か奇数 かによって、場合分 けしようとしてい るもの
[例

)

(3名

)

]4隅 の偶数 の和 は真 ん中の偶数 の 4倍 で ある。奇数 も同 じ。

dタ イ プ… その他・ 白紙・ 意味不明 の もの
《14名 》
dl… 真 ん中の数 を aと す る と、対角線上 の 3数 の和 が3aに なる ことに気付 いてい るもの

(1名 )

(1名

d2… 規則性 に注 目 した説明 をしようとしてい るが、不完全 な もの

)

[例 ]順 番 に並 んで い るか ら

d3… 真 ん中の数 が偶数 か奇数 にこだわってい るが、説明 には至 らない もの
d4… 何 らかの計算 をした後 は残 されてい るが、理由の欄 は自紙 であるもの
d5… 白紙、意味不明
(3名

(2名
(7名

)
)
)

この a〜 dの タイ プ別 の人 数 は、表 2の 通 りである。
表 2「 いえる」と判断 した生徒のタイプ別人数 (n=30)
タイ プ

d

a

b:

b2

b3

b4

1111
人

数

1

C:

C2

C3

3

5

3

di

合計

d2 d3 d4 d5

11273

4

以上か ら、次 の ことが指摘 で きる。
ア、文字式 を使 って説明 した生徒 (aタ ィ プの解答 )は 1名 だ けであった。課題の中の数 の規
則性 がつかみに くかった ことと、文字式 を使 った説明 を知 らない生徒 に とって、文字 を使 う
とい うアイディアが浮 かびに くい ことが その原 因 であろう。
この ような実態 か らす ると、中 1で は、最初 に教師が文字式 を使 った説明 の仕方 を示 して
その意義 を述 べ る ことに よって、授業 を展 開す る ことも考 えられてよいで あろう。
イ、枠 ごとず らした説明 をした生徒 (blタ イ プの解答 )は 1名 だけであるが、面 白い着想 で あ
る。個人指導 な どを通 して大切 に指導 した い。
ウ、b2〜 b4タ イ プの説明 をした 3名 は、カ レンダーの 中の数 の規則性 に着 目 してお り、文字式
を使 った説明 の仕方やその意 義 を理解 で きれば、文字 を使 って説明 で きるようになる可能性
が高 い と考 えられ る。
工、帰納的 な説明 をした生徒 (Cタ イ プの解答 )は 11名 で、学級全体 の 1/3に 相 当す る。対象
が 中 1で ある ことを考 えると、 この説明 は自然 であろう。 これ までの学習経験 では、 ある こ
とが らが成 り立 つ ことの理由 として、帰納的 に認 めることはあって も否定す る ことはなか っ
たか らである。
このなかで、C3タ イ プの説明 をした 3名 は、d3タ イプの説明 を試 みた 2名 とともに、事前
調査 の偶数・奇数 につ いての問題 と混 同 した可能性 が ある と考 えられる。 (こ の ことは第 2時
に もあてはまる。)
オ、 その他・ 白紙・ 意味不明 の解答 のなかで、 d4タ イ プの説明 をした生徒 8名 は、帰納的 に確
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認 はした ものの、 それで説明 になって い るか どうかがわか らなかった り、 どう表現 してよい
かがわか らなかった もの と考 えられ る。
次 に、「 い えない」 とした生徒 について検討 す る。
この生徒 が書 いた理 由 は、「 (数 が)大 きくなると 4倍 じゃな くって、 5倍 とかにな りそうだ
か ら」 で あった。普段 の反応 か ら考 えると、直観的 に判断 したので あろう。 この生徒 は、授業
中 に、計算間違 えをして 4倍 にな らない ところが あ った と発言 してい る (P6,P7,P8)0反 例
が 1つ 見 つか った と思 い込み、 この直観的な判断が正 しい と思 い こんだのか もしれない。
判断 について「 白紙」 で あった生徒 は、何箇所 か数値 で確認 した跡 は見 られ るが、理由の欄
には何 も書 いていない。成 り立 ちそ うだ とは思 って も、 どう表現すればよいかがゎか らなかっ
たので あろう。

3)帰 納的な説明 に対す る生徒 の反応
この授業 では、帰納的な説明 を生徒 が どの ように とらえるかが大 きな意味 をもって いた。 こ
の こ とについて、詳 し く分析 してみる。
WSlの 記述 の後、 どこで もい えることを確認 し、 その理 由を問 うと、 それ に対す る生徒 の
反応 は P9「 計算 してで きたか ら」であった。発問 T13に 促 され、発言 Pl。 によってさらに もう 1
例 を確認 した。
それ を受 けて、発間 T16に よって、実際 に確認 した 3例 だけで「 どこで もい える」ことの理 由
として よいか どうか挙手 を求 めた ところ、
「 よい と思 う」が 18人 、
「 よ くない と思 う」はいなか っ
た。中 1で ある こ とを考 えると、教師 はこの反応 をある程度予想 していた。
そ こで、とりあえず帰納的な説明 では不十分 であることを理解 させ ようとして、T16の 後半 の
説明 (男 子校 の説明)を した。 この後 の生徒達 とのや りとりか らする と、発言 P18ま では教師 の
意図 した通 りの展開 の よ うに思われた。
続 く発問 T21で 生徒たちに挙手 を求 めた ときには、教師 は、ほ とん どの生徒 が否定的な反応 を
示すであろう、あるい は生徒 に葛藤 が生 じることによって、少 な くとも肯定的な反応 は示 さな
いであろうと考 えていた。 ところが、教師 の予想 に反 して、生徒達 は、 自分達 の思考 の拠 り所
となってい る帰納的な説明 を簡単 にはあきらめなかった。 カ レンダーの数 の規則性 に着 目 し、
それ を基 にした帰納的 な説明な らばよしとす る発言 P20〜 P24が 相次 いだので ある。
これは、帰納的な説明が生徒 に とって如何 に大 きな役割 を果た して いたかを示 して い る。 こ
の よ うな生徒の説明 に対 するとらえ方 を考 える と、 ある こ とが らが成 り立 つ ことを説明す る と
きに演繹的な説明 をす る必要 が ある とい う ことの指導 にあたっては、 きめの細 かい配慮 が必要
で ある。
その際、帰納的な説明 と演繹的な説明 とが 1生 徒 の中 に共存す るとい う、過渡期 にあた る時
が
期 存在 するもの と考 えられ る。 これ については、NO.13の 生徒 を例 に、後 で詳 しく述 べ る。
さて、予想外 の反応 に接 した教師 は、 ここで帰納的 な説明 を否定す る こ とをあきらめ、文字
式 を使 った演繹的な説明 につ な ぐために、まず、発言 P23,P24を 基 に、カ ンンダー の数 の規則
性 に着 目 させ よ うとした。 その関係 を とらえ、 NO。 13の 生徒 の解答 (aタ ィプ)を 紹介 して、
文字式 を使 った説明 の仕方やその よさを感得 させ ようとしたが、実際 には、残 りの時 間が少な
く、カ レンダー の数 の規則性 についての理 解 も不十分な ままに、 1時 間 の授業 を終 えた。(第 2
時 は予定通 り、次の課題 に進 む ことにした。)
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(2)第 2時 の授業

1)授 業記録

(1+2+3=6と

書 き,

6+7+8=,15+16+17=,82+83+84=

の各式 を板書す る
ごとに生徒 を指名 してその和 を答 えさせ る。 この間 に、 Tl〜 T3,Pl〜 P3の 応答 が あ った。)
T4 …何 か気がつかない。

P4

答 えが真ん中の数 の 3倍 になる。

T5

本当 ?

P5 1つ

本当だ。 じゃあ最初 に書 いた式 の この 3つ の数 どうい う数 ?
ず つ増 えて い る。

何 か条件 ある

T6 1,2,3と か,6,7,8と か書 きました。この ように続 いてい る 3つ の数 を連続 3整 数 と
いい ますが,こ うい う 3つ の続 いた整 数 をたす と,ど うも真 ん中の数 の 3倍 にな りそうです
ね。 ここまでの感 じで。 はい じゃあ問題 ,枠 の 中 に, 3つ の続 いた整 数 をた した もの は,真
ん中の数 の 3倍 にいつで もなるか どうか を書 いて,そ の理 由を書 きなさい。WS2

P6(各 自WS2に 記入
T7(机 間指導中 に 4名 を指名 し,板書 させ る)そ れではそ こで手 を休 めて ください。 P7さ ん
)

か ら説明 して ください。

P7

応 計算 して, 3倍 になるか調 べ るために,ま ず一番簡単 に 1か ら 10ま で を書 いてそれ

で,連 続す る 3つ の整数 を下 に書 いて,た してみて全部 や った ら,答 えが真 ん中の数 の 3倍
になって いた。

T8

なるほ ど。10個 確 かめたんだね。はい。それでは,P8

君。
こうや つて 1,2,3と きた ら,3の 1個 を 1の 方 に加

P3

えて,平 均 を出 して,そ の平均 の数 に 3を か けて,こ れ
らの個数 になる。

2×

3=6

T9

わかった。平均 の考 え方ね。 はい,じ ゃあ,P9君 。
P9 8か ら 1と って 6に 加 える と, 8は 7に なって, 6も

Tl。
Pl。

7に なって, 3× 7に なる。

で,真 ん中の数 の 3倍 。 P8君 の と似 て るね,同 じだよね。 それでは,最 後 Pl。 君。

真 ん中の数 を aだ とす る と,一 番小 さいのが a‑1で ,真 ん中が aで ,一 番大 きい のが

a+1で ,‑1+1が 消 えて a×

3に なる。

T ll じゃあ,今 ,P8君 の とP9さ んのは同 じような説明 です けど,図 になって い るか,こ とば
で説明 して い るか とい うだけですが, 4人 の説明 で よ くわ か らないのが あ った ら手 を挙 げて

￨

ください。

P ll P8君 のがわか らない。

T12 P8君 のは, 1,2,3と い うの を図で表 して くれたの,長 さで。 それを,こ この 3の 所 の
1個 を こっちに持 って くると全部平 らにな らされ る,平 均 され るで し ょう。 2個 ず つ 3個 あ
るか ら 2X3と い う こ とになる。わか る,だ か ら真 ん中の数 の 3倍 とい うこ とになる。
P12 わか りました。
T13 いい P8君 ,先 生の今 の説明 で。

P13(P8)(う

なず く)

P14 P10君 の意味 がわか らない。

T14

真 ん中の数 を aと す るんだって,大 丈夫 そ こまで。小 さい数 は真 ん中 の数 よ り 1小 さい
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ね,だ か ら a‑1。 それ と真 ん中 の数。大 きい数 は真 ん中の数 よ り 1大 きい,a+1。 その
3つ をた したの,こ の式の意味わ か る。はい,聞 いてみます。みんなは どの説明 で答 えたか。
これ以 外 の説明 した人 い ますか。

P15 3つ の数 の,例 えば,1+2+3で ,1と 3を た して,3つ の数 もた して,そ れか ら両端
の数 をひ くと真 ん中の数 になる。

T15

そ りゃ,3つ た したの と,両 端 た したのでひけば,真 ん中が残 るよね。先生 ち ょっ とわか
んないんだけれ ど…。 (し ば らく考 える)

T16

頭 の中 に真 ん中の数,何 だかわか らない とい うのが ある。いつで もとい う ことだか ら,真
ん中の数 は何 だかわか らない。 だか ら両端 の数 の和 をひいて,そ うすれば真 ん中の数 が 出 て
くるよとい う意味 か。 いい今 の先生 の解釈 で。 とする と,真 ん中の数がわか らない とき両端

の数わかる
P16 小 さい方' が 二 1。

T17

1と +1に すればいいんだね。 とい うことは,同 じような ことどこか にや ってない。

P17 P10君 。
これが君の頭 にはあるんだ。‑1と +1と い うのが。先生 はわか りましたが,み んなはい
い,今 の P15君 の…。 それで は聞 いてみ ます。手 を挙 げてね。 P7さ んのや り方でやった人

T18

,

い ろんな場合 をい くつか確 かめてみて,や っぱ り真 ん中の数 の 3倍 になってい るな とい う人
どの くらいい ますか。 (5名 )次,平 均 の考 え方 を図で もって表 した人 。 (1名 )式 とことば
で書 いてい った人 ,こ れ は多 いですね。 (13名 )文 字 を使 つて書 いた人 。 (1名 )
P18 文字 の所 が 8と か じゃい けないんですか。

T19

どうですか。 どうい うふ うにや ったわ けかな。言 ってみて。

P19(8‑1)+7+(6+1)で

,7+7+7=7×

3

T20

そ うす ると,頭 の 中 にこっちの考 え方 とこっちの考 えが両方あ るんだ。で も真ん中の数 を
基準 にして考 えて い る こ とには間違 えないね。 P18の はこっちの方 に入れてお こうか。
じゃあ,次 。 みんなの頭 で考 えた とき,い くつか確 かめてみるや り方,平 均 の考 え方 を も
とにして ことばで,あ るい は,図 で考 えて い くや り方,そ れか ら,文 字 を使 って説明す るや
り方。 どれが一番素晴 らしいや り方だ と思 い ますか。 まず これ [帰 納的 な説明](な し)。 次
,

図 をか く (な し)。 ことばで説明 してい くや り方 (4名 )。 このや り方 [文 字式 による説明]
(多 数 )。 これ 1人 しか い なかったんだ よ,い いの こん なに手 を挙 げて。なんで。
P20 aに は好 きな数 が入れ られ るか ら。決 め られてい ないか らどんな ときで も対応 で きる。

T21

じやあ,さ っきの P18の これ とは違 うね。例 えばだ よ,P18の とはち ょっ と違 うけ ど,こ
う書 いた とき [(7‑1)+7+(7+1)と 板書 ]は ,ど んな ときに も対応 で きるわ けじゃな

いの。 これはどんな ときなの。連続 した 3つ の整数 が どんな とき。具体的 にい くつの とき。
′
P21 6と 7と 8。

T22

うん,6,7,8の ときだけだ よね。だ けど,こ れが文字 だ と好 きな数 が入 ります よね。い

ろんな数 が入 ります よね。 だか らみんな こっちが いい と。他 には ?
P22 簡単 にで きる とい うか,数 を決 めてないか ら,そ の まま文字 です ぐ式 を立て られ る

T23 なるほ ど。 P23さ ん どう。
P23 見 やす い。
P24 (P18)こ とばを使 って説明す るよ り,文 字 を使 って説明 で きる。
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の後 T24で ,文 字式 を使 うと,そ の文字 には どんな整数 で もあてはまるか ら,す べ ての連続
3整 数 の和 が真 ん中の数 の 3倍 になることが説明 で きる こ と,あ ることが らが成 り立 つ ことを
一般的 に簡潔 に説明す るのに文字式 が使 われ る ことをまとめる。)
(こ

2)WS2の 記述 の分析
WS2に は、「連続 3整 数 の和 は、真 ん中の数 の 3倍 になる」とい うことがいつで もい えるか
どうか を判断 させ、 その理 由を書 かせて い る。
生徒の判断 は、「 い える」 が 30名 、「 ?」 が 1名 、 自紙 が 1名 で あ った。
「 い える」 とした生徒 が書 いた理 由 は、次 の ように分類 で きた。

aタ イプ…文字 を使 って正 しく説明 してい るもの
bタ イプ…連続 3整 数 の関係 に注 目 して説明 しようとした もの

《1′名》
《154L》

bl… 関数的 な見方 による説明
[例

]1+2+3=6
↓+1↓ +1↓

(1名 )

+1 +3

2+3+4=9
↓+1↓ +1↓ +1 +3
3+4+5=12
↓+1↓ +1↓ +1 +3

4 1 5 + 6 = 15

(13名
‑1,真
ん中が 0,右 が+1,右 の+1を 左 にやったら全部同じ数 になる。
[例 ]左 が

b2… 平均の考え方を使 った、式や ことばによる説明

)

同 じ数が三つになるから、 3倍 になる。
b2'… 平均の考 え方 を使 った、図 による説明
[例

(1名

)

]
→

2が 3つ とな り

,

2X3=6
Cタ イプ…帰納的 に説明 してい るもの
Cl・

《4名 》

¨ことばによる説明
(2名 )
[例 ]・ 例題 を見 てみると、本当 に 3倍 になってい る。だか らどれ もみんな真ん中の 3倍
になってい ると思 い ます。
・ さっきので何 の数 で もよか ったか らいい と思 い ます。 (と 書 いて二重線 で消す)

C2・

こ とば と具体例 に よる説 明
[例 ]・

(2名 )

計算 した ら 3倍 になっていたか ら。 (10箇 所 の例 を示す)

・ 同 じように、 ほかの数 でや ってみた ら 3倍 になった。 (数箇所確認 の跡 が ある)

dタ イ プ…その他・ 自紙・ 意味不明 の もの
d2… 規貝U性 に注 目 した説明 をしようとして い るが、不完全 な もの。

1044》
《

(2名 )

[例 ]順 番 に並んで い るか ら。

d3… 3整 数 のなかの偶数 や奇数 にこだわ るが、説明 には至 らない もの。

(2名 )
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23+24+25=72,72■ 24=3 (と 1例 で確認 をした後)

3つ の数 の中 に必ず奇数が入 って い るか ら。
・ 奇 +偶 +奇 か 偶 十奇 十偶 な ら、 3つ の整数の和 は真 ん中の 3倍 になる。
d5… 自紙、意味不明
この a〜 dの タイプ別 の人 数 は、表 3の 通 りである。

(6名 )

表 3「 いえる」 と判断 した生徒のタイプ別人数 (n=30)
タイプ

人

数

b

a

d

C

bi

b2

b2

1

13

1

Ci C2

d2

2

2

2

合

計

d5

2

6

4

以上か ら、次 の こ とが指摘 で きる。
ア、文字式 を使 って説明 した生徒 (aタ ィプの解答 )は 1名 だけで あ った。連続 3整 数 の関係
はつかみやす いが、 それが、文字 を使 って説明す るとい うアイデ ィア には結 びつ きに くい こ
とを示 してい る。
イ、関数的な見方 をした説明 をした生徒 (blタ イプの解答 )は 1名 だけであるが、 その考 え方
は、数学的帰納法 に も発展 しそ うな考 え方であ り、大切 に指導 した い。
ウ、平均の考 え方 を使 って説明 した生徒 (bl,b2タ イプの解答 )が 14名 いた。学級全体 の約
半数 に相当す る。前 の数、後 ろの数 が、 それぞれ (真 ん中の数)‑1,(真 ん中 の数 )+1と い
う関係 になってい る こ とが とらえや すかった ことを示 してい る。 なお、 それ を図 をか いて説
明 したのは、わずか 1名 であった。
工、帰納的な説明 をした生徒 (Cタ イプの解答 )は 4名 と少 なかった。 ウ、 で述 べ た平均 の
考
え方 による説明 が増 えた こ との結果 で あろうが、帰納的な方法 について考 えた第 1時 での学
習 が生かされた とも考 えられ る。
オ、 その他・ 白紙・ 意味不明の解答 が 10名 いた。 この うちの d2,d3タ イプの解答 をした計 4
名 は、連続 3整 数 の関係 には着 目た ものの、結論 に至 るまでの過程 を表現 で きなかった とも
考 えられ る。
次 に、「 ?」 とした生徒 について検討す る。
この生徒 は、観察者のメモ によると、 しば ら く考 えた上で「 いつで もなる と思 う」 と書 き、
それ を全部 二重線 で消 してい る。 そ して、理由の欄 には「 3つ の数 が 1つ ず つふ えてい く数 で
あれば、 3つ の整数の和 は真 ん中の数 の 3倍 になる と思 う ?」 と書 いた後、 これ も全部二 重線
で消 し、 その後、
「 8‑1+7+6+1=7+7+7 7×
3=21」 と書 いてい る。 これは、授
業終盤 の この生徒 自身 の発言 P18,P19,P24か らも明 らかなよ うに、真 ん中の数 を基準 にして
平均の考 えを使 って具体例で示 した もの と考 えられる。
だが、 ここまで考 えていた とす る と、判断 の欄 を「 ?」 とした理 由 は何 だったのか。 1つ の
具体例 だけでは一般性 が保証 で きない と考 えていたので あろうか。 それが,授 業中の「文字 の
所 が 8と か じゃい けないんですか」とい う発言 P18に つ ながった とも考 えられ る。この ように考
えると、教師の説明や他の生徒 の意見 を聞 いた後 の発言 P24で 、文字 を使 うよさに自 ら気付 いて
い る こ とも納得で きる。
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ところが,こ の生 徒 の事後調査での解答 は、文字 を使 わずに帰納的な説明 をしようとして い
る。 2週 間 で、文字 を使 うとい うアイデ ィアを忘れ て しまったのであろうか ? 文字 を使 い こ
なせ るようになる ことがいかに難 しいか、改 めて思 い知 らされ る。

3)い ろい ろな説明の特徴 の比較
この授業 で は、帰納的 な説明や平均の考 え方 による説明 な どの特徴 を、生徒 が どのように と
らえるかが大 きな意味 をもって いた。 この ことについて、詳 し く分析 してみ る。
生 徒 がWS2に 記入 して い る間、教師 は机間指導 をしなが ら、特徴あ る解答 をして いた 4名
の生徒 を指名 しその解答 を板書 させた。 その後、 その 4人 の生徒 にそれぞれの考 え方 を説明 さ
せた (P7〜 P10)。 それぞれ、帰納的 な方法、平均 の考 え方 を図で表 した もの、平均 の考 え方 を
ことば と式 で表 した もの、文字式 による説明 である。
表 3に 示 した ように、学級全体 では、文字式 を使 って説明 したのは黒板 で説明 した 1名 の生
徒 だけであ り、帰納的な方法 による説明 の生徒 が 4名 、平均 の考 えを使 って説明 した生徒 が 14
名 で ある。
これ らの考 え方の説明や それに対す る質問 を経 て、教師 の「 どれが一 番す ばらしいや り方 だ
と思 い ますか」とい う発問 T20に 対 して,ほ とん どの生徒 が文字式 を使 った説明 を選択 し、その
理由 として、文字 や文字式 の もつ一般性 (P20)、 簡便性 や明確 さ等 (P22,P21,P22)ヽ 的 を得
た解答 が あがった。
しか もここで注 目すべ きは、第 1時 で生徒 たちが思考 の拠 り所 として いた帰納的 な説明 を支
持す る生徒 が一人 もい なかった ことで ある。 その理 由 として、次 の ことが考 えられ る。
・ 文字や文字式 を使 った説明 を知 らなかったために、 自 ら説明 はで きなかったが、説明 を受 け
てそのよさに気付 いた。
・第 1時 や本時 で、苦労 して 自分 な りの説明 をした ことや他 の い ろい ろな方法 の説明 を聞 いて、
文字式 による説明 の特徴 が浮 き彫 りにな った。
この授業直後、あ る生徒 が第 1時 の課題 も文字式 を使 えば説明で きる ことに気付 いた と伝 え
に来 た。 また、次 の授業 で第 1時 の課題 を改 めて考 えさせた ところ、文字式 による説明 をした
生徒 が増 えた こと、 また、事前調査 では 2名 で あ つた <水 準 Ⅱ>以 上の生徒 が事後調査では 12
名 に増 えてい る ことか らも,こ の 2つ の理 由 はある程度納得 で きるものであろう。
5。

生徒 の長期的 な変容

今回 の授業 では、 2時 間 とも、性質 を発見 しそれ を帰納的 に確認 した後、 その性質が いつで
もい えるか どうかを判断 し、 その理由をWSに 記述 してい る。 また、授業 の 2週 間後 と約 5か
月後 には、事前調査 と同一 の問題 で事後調査 1, 2を 行 ってい る。
ここでは、 それ らの記述 の分析 を通 して、今 回の 2時 間 の授業 において、一人 ひ とりの生徒
が問題 を解決す るのに文字 や文字式 を使 お うとしたか どうかの変容 につ いて検討 す る。

(1)学級全体 としての変容
学級 32名 の生徒 の文字使用 に関 して、各WSで の解答 のタイプ、お よび事後調査での解答 の
水準 を分類す ると、表 4を 得 る。 なお、表 4で は、事後調査での文字使用の有無 について まず
分類 してある。また、これ以降の記述 で は、各生徒 に通 し番号 をつ けて生 徒 NO.1,NO.2,… ,
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と表す こ とにす る。
なお、WSの 解答 のタイ プ分 けは前述の通 りであるが、各時間 とも、次 のように共通 な使 い
方 をしてい る。
aタ イプ…文字 を使 って正 し く説明 してい るもの

bタ イプ…課題 の中の数 の規則性 に着 目 して説明 しようとした もの
Cタ イ プ…帰納的 に説明 してい るもの
dタ イプ… その他・ 白紙・ 意味不明 の もの
表 4か ら、次 の ことが指摘 で きる。
ア、事前調査、 2回 のWS、

2回 の事後調査 の いずれ において も一貫 して文字式 を使 って説明
したのは、NO。 13の 生徒 1名 だけである。中 2、 中 3に なって もなかなか文字 を活用 で きな
い生徒 の多 い こ とがわかって い るが、今回は特 に対象 が 中 1で あ り、それ までに文 字 を使 っ

て説明す るとい う学習がなかったせ いであろ うか、 ほ とん どの生徒 は授業 で文字式 を使 って
説明 しようとい うアイデ ィアは浮かばなかった。
表4
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しか し、事前調査 と比 べ ると、事後調査 で「論証能力」の水 準 が上が った生徒 は 11名 お り、
その うちの 10名 が <水 準 Ⅱ>以 上である。 なお、事後調査 で文字 を使 った生徒 は 12名 で あ
る。 これは、第 2時 の終盤 で、生徒 NO.13に よる文字式 を使 った説明 Pl。 を聞 いてその よさ
に気付 いた生徒 が、 その後、積極的 に文字式 を使 って説明 しようとしたためであろう。中 1
で あって も、指導 によっては <水 準 0><水 準 I>か ら<水 準 Ⅱ>以 上 へ と水準 が上昇す る
ことが期待 で きる。
イ、事後調査 1と 2の 結果 を比 較 す ると、約 5か 月 の隔 た りが あるに もかかわ らず、 その結果
はほ とん ど変わ らない。一 たび文字 を使 うことの意義 を理解 した生徒 は、文字 を使 お うとい
う姿勢 を崩 さなかった とい うことがで きる。 ア、 で述 べ た こ ととともに、中 1で も、ある命
題 を文字式 を使 って説明す る ことを指導す る ことの意義 が認 め られ よ う。
一 方 では、文字式 を使 うことの意義 を理解で きなかった生徒 や文字 を使 い きれなかった生
徒 が 20名 いて、その後 の指導 で も水準 は上が って いない とい う実態 もある。この ような指導
を中 1で 行 う場 合 には、 きめ細 かな配慮 をす る必要がある こ とを示 してい る。
ウ、事後調査で文字式 を使 った生徒 (<水 準 Ⅱ>以 上の生徒 )12名 のWSの 記述 を調 べ てみる
と、 a,bタ イ プ、および dl,d2タ イ プが 10名 い る。 この こ とは、問題解決 に当たって、
問題 の中 の数 の関係 に注 目 し、 その関係 を とらえてい る ことが先決 で ある ことを示 して い る
と考 えられ る。 その後、文字式 を使 って説明 してみようとい う姿勢のある生徒 は、他 の説明
で はな く、文字式 による説明へ と進 む ことがで きると考 えられる。
特 に,第 1時 よ りも第 2時 の方 に この タイ プの解答 が多 い。 その理 由は、第 2時 の課題 の
方が、問題 の中の数 の関係 が把握 しやすかった ことに よるのであろう。 したがって、第 1時
で文字式 による説明 を紹介 していれば、第 2時 のWSに は aタ ィ プの記述 が もっと増 えて い
た と予想 で きる。
工、第 2時 のWSの 記述 には、 Cタ イ プの解答 が 4名 しかなかった。 これは、 ウ、 で述 べ た よ
うに、連続 3整 数 の関係 が把握 しやすかったために、文字式 を使わな くて もい ろい ろな説明
が しやすかった こととともに、第 1時 で帰納的 な説明 の不十分 さについて議論 された ことの
結果 で もあろう。

(2)個 々の生徒 の変容
ここで は,観 察生徒 や興味深 い反応 を示 した生 徒 の様相 について,個 別 に述 べ る。
・ 生徒

NO.13

この生徒 は、事前調査、 2回 のWS、 2回 の事後調査 のいずれ にお いて も一貫 して文字式 を
って
使
説明 した生徒 である。
WSlで は、性質 を帰納的 に確認 した後文字式 を使 って説明 し,そ の後、 4隅 の数 の和 を表
す式 と、 その計 算結果 で ある中央 の数 の 4倍 を表す式 に中央 の数 を代入 して確認 してい る。W

S2で は、帰納的 に確認 した後、文字式 を使 って説明 し、 その後 さらに文章 で説明 し直 してい
る。指名 されて板書 しようとした ときに も、「 どのや り方 を書 けばよいですか ?」 と逆 に問 い直
していた。
また、 この生徒 は、第 1時 の帰納的な説明 の不十分 さを議論 して い るときの
T15「 3箇 所 や っただ けで、 どこで も言 えるとい っていいの ?」
P12「 先生、 その計算 だけでですか」
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T16「 そう、 この計算や った よね。 3箇 所 みんなで確認 した よ、 これで もうどこで もいい ん

だ。 いい と思 う人 。 (18名 挙手 )"・ 」
とい う場面で挙手 した一人 で もある。 ここでの考 えについて、授業 2日 後 の面接 で確認 しよう
としたが、 この生徒 自身が忘れ て しまっていて確認 で きなかった。 それほ ど意識 がなかった と
い う ことであろ うか。
以上 の こ とを考 え合わせてみる と、 この生徒 は、一見安定 して文字式 を使 ってい るように思
われ るが、 まだ完全 には文字式 を使 って説明す る ことの意義やその方法 について理解 が深 まっ
てはいな い もの と考 えられ る。文字式 を使 って説明す る ことと、帰納的 な方法 や こ とばによる
説明 な どをほぼ同一 の レベル で認 めて い るよ うで ある。 この生徒 は、今後機会 ある ごとに文字
式 による説明 の意義や よさを学習 してい くことに よって、 その理解 をい っそう深めてい くもの
と思われ る。
・ 生徒 NO.32
この生徒 は、文字式 による説明 の仕方 を知 るとす ぐにその特徴 を的確 に とらえ、以後文字式
を使 お う とい う姿勢 が見 られ るようになった。
授業 でのWSに は bタ イ プの解答 を残 してお り、第 1時 での発言 P20で も、数 の関係 に着 日 し
た説明を しようとしてい る。 この こ とが前提 となって、第 2時 の終盤 で文字式 による説明 の仕
方 を知 ると、授業後す ぐに第 1時 の課題 も文字式 によって説明すればよい こ とに気付 き、授業
者 に確認 にきて い る。
この連続授業 が きっか けとなって、大 き く変容 した生徒 の一人で ある。
・ 生徒

NO.18

この生徒 は、 この連続授業 によって文字式 による説明 を完全 にマ ス ター した と考 えられる。

WSlで

はdlタ イプの解答 して い る。ただ し、対角線上 に並ぶ 3つ の数 の和 が真 ん中の数 の 3
倍 になることを使 って解決 しようとしたために、正答 には至 らず説明不足 の状態 であった。
この生徒 は、普段 の授業 の反応 か らして も、既 に文字 の もつ一般性 には気付 いて いた と考 え
れ るが、 それだけに第 2時 で文字式 による説明 の仕方 を知 ると、 それ以後 は一貫 して積極的 に

文字式 を使 って説明 で きるようになった と考 えられ る。
・ 生徒 NO.1
この生徒 は,第 2時 の終盤 で、文字式 による説明 の一般性 についての発言 P20を した生徒 で あ
る。 この生徒 は、事前調査、 2時 間 のWSの いずれ において も、文字式 を使 った形跡 は見当た
らない。
授業後 の面接 で、 なぜ この よ うな発言 をしたのか尋 ねてみた ところ、 この章 の導入 で碁石 を
正三 角形状 に並 べ る課題 を取 り扱 った ときに、 1辺 に並ぶ碁石 の個数 を一般的 に文字式 を使 っ
て表 した ことを思 い出 したか らとい う答 えが返 ってきた。
この生徒 は、
第 2時 の終盤 に文字式 による説明 を知 るまでは、
文字式 を使 お うとい うアイディ
アは全 く浮 かばなかったが、文字式 による説明 を聞 いた とたんに導入時 の記憶 につ なが り、一
挙 に文字式 による説明 の一般性 に気付 いた もの と考 えられ る。 2回 の事後調査 で も文字式 によ
る説明 をしてい る ことか らも、 この生徒 に とって、第 2時 の終盤 で文字式 による説明 を知 った
こ とが、大 き く変容す るきっか けになった こ とは間違 いない。
6。

中 1で の文字式 の学習指導 についての示唆
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ここで は、以上検討 して きた ことに基 づいて、中学校第 1学 年 での文字や文字式 の学習指導、
に「
特
文字式 による論証」 に関す る問題点 を考 える。
① 中 1で の指導 の可能性
これ までの調査結果 によれば、
課題解決場面 に直面 した ときに文字式 を使 お うとした生徒 は、
中 1で 6%,中 2で 35%,中 3で 60%と 学年 が上が るにつれて増 えてい くものの、中 1で は極
端 に少 ない。 この ことは、中 1で 「式 の利用」 が明確 には位置付 けられて いない とい う教育 の
現状 か らす る と当然 の結果 であろう。 だが、文字 がいろいろな値 をとる ことや、数量 を文字式
に表現 した り、表現 された数量 を読 み とることについて指導 されて いて も、 それが、課題 に直
面 した ときに文字式 を使 う とい うアイディア につなが らない とい うのでは、学習 の効果 も弱 い
ものになる。
今回の実験授業 では、事前調査 や授業 中のWSの 記述 で、文字式 を使 って説明 した生徒 は 1
名 であった。それに もかかわ らず、第 2時 の授業 の終盤 に文字式 を使 った説明 を知 った後 には、

32名 の うちの 12名 (37.5%)が , 2回 の事後調査 で文字式 を使 お うとした。
これは、 カ レンダーの中の数 や連続 3整 数 に関す る具体的 な課題解決場面 を通 して、文字式
を使 った説明 を知 った こ とが大 き く影響 した結果 で あ ろう。中 1に 対 して も、具体的 な場面 を
通 して このよ うな指導 を行 って い くこ との可能性 を示 して い ると考 えられ る。
また、文字式 を使 って説明 しようとす る構 えがひ とた びで きると、 それは容易 には消 えない
とい う こ とがで きる。
ところが一 方、残 る 20名 (67.5%)の 生徒 は、文字式 を使 つて説明す るとい うことがWSや
調査問題 の解答 に表れ ていない。 この割合 は中 2の 場合 と変わ らないのであるが、 もし中 1で
指導す る とする と、 どの ように行 うか を十分 に検討 す る必要がある。
② 文字式 を使 った説明 の取 り上 げ方
中 1の 生徒 に とって、 ある ことが らが成 り立 つ こ とを説明す るのに文字 や文字式 を使 うとい
う学習 は、 ここが初 めてである。 それだ けに、 どの ような課題 を用意 し、 どの ような方法で指
導す るかが大 きな問題 となる。
これ までの中 2や 中 3を 対象 とした実験授業 の結果 によれば、文字式 による説明 に対 して、
帰納的 な説明 で よしとす る生徒 が数多 くい る こと、 また、学年 が進 むにつれて文字式 による説
明 と帰納的 な説明以外 はあまり見 られな くなる ことが明 らかになってい る。
で は、中 1が 対象 の場合 はどうか。
今回の授業 では、小学校 との関連 も踏 まえて、 い ろい ろな説明 の仕方 と対比 し討論す る こと
を通 して、文字式 による説明 の意義 に気付 かせてい くとい う方法 を取 った。実際 には、第 1時
では課題 がやや難 しかった こともあ り、 どう説明 してよいかわか らずに混乱 していた生徒 が多
かった。 しか し、第 2時 では第 1時 の経験 が生か されたのであろうか、帰納的な方法、平均 の
考 え方 を図で表 した もの、平均 の考 え方 を ことば と式 で表 した もの、文字式 を使 って説明 した
もの とい う、 4通 りの説明がみ られた。続 いて、 それ らの方法 を比較検討す る ことを通 して、
文字式 を使 って説明す る方法 に収束 す ることがで きた。
このよ うな生徒の課題解決 の際 の考 え方か らす ると、中 1を 対象 に文字式 による説明 の意義
を指導す る場合 には、 それ と対比 し検討す る説明 の方法 として、帰納的 な説明 だけを取 り上 げ
るのは不十分 であると考 えられ る。小学校 との関連 も踏 まえて、 い ろい ろな説明 の仕方 と対比
し検討す ることを通 して、文字式 を使 って説明す る こと、 お よびその意義 を知 らせてい く必要
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が あろう。
この ような指導方法 に対 して、最初 に教師が文字式 を使 った証明 の進 め方 を示 してその意義
を述 べ、徐 々に段階 を踏 んで、生徒 自 らが文字式 を使 って説明する ように高 めてい く授業展開
も考 えられる。文字式 を使 って説明す るとい うことについての学習 の初期 だか ら、 まずその方
法 を示そ うとい う考 え方である。今回の 2時 間 の授業 で、 自ら文字式 を使 って説明 した生徒 が

1名 で あった ことを考 えると、中 1で は、 この ような方法 も考 えられてよいで あろう。
どち らが どの よ うに好 ましいのか、実証的 に検討す る必要がある。
③

帰納的な説明の扱 い

今回の授業 の第 1時 で も再 確認 された こ とで あるが、生徒 は帰納的 に考 える ことに強 い信頼
を置 いて い る。 これは小学校以来 の学習 にお いて、帰納的 に考 える こ とが、 ある こ とが らが成
り立 つか どうかを調 べ るのに有効 で あったわ けであるか ら当然 の ことで あ り、 また、 その よう
な方法 を駆使 して調 べ ることがで きるのは大変価値 の ある ことである。
だが、帰納的な方法 と文字式 を使 って説明す る方法 とが 同一の レベル の まま、一人の生徒の
中 に共存 して しま う こともある。 つ ま り、ある ことが らが成 り立 つか どうか を調 べ る方法 とし
て、帰納的な方法 と文字式による方法の 2通 りがあって、 どち らで説明 して もよい、あるい は
両方 で確 かめな ければい けない と考 えてい る生徒 もい る。
それぞれの方法の特徴 を十分 に理解 させ る必要 が ある。
なお、 これ とは逆 に、 あまりに帰納的 な方法 の限界 を強調 しすぎると、性質 の予想 の場面 で
も帰納的な方法 をとってはい けない、文字式 を使 って考 えなければい けない ととらえて しまう
生 徒 も、時 には出 て しまう。注意 した い。
④

指導 のね らい

中 2、 中 3で の「式 の利用」 につ いての学習 や、中 2か ら始 まる図形の論証 につ いての学習
を併 せ考 えると、中 1で の指導 のね らい に関 しては、生徒 自 らが文字式 を使 って きちん とした
証明がで きる ことをね らい とす るよ りもむ しろ、文字 や文字式 を使 って説明す る方法があるこ
とを知 り、 また、その説明 によれば一般性 が保証 され る等、文字式 を使 う こ との有用性 を知 る
ことを主 なね らい とすれば十分 で あろう。すなわち、数量 を一般的 に表現 した りある ことが ら
が成 り立 つ ことを説明す る一 方法 として、文字や文字式 が使 われ ることを徐 々 に理解 してい け
ばよい と考 える。
今回の連続授業のね らい は、第 1時 では文字式 を使 った説明 の もつ一般性や簡潔性 な どの特
徴 に気付 かせ、第 2時 では前時 を受 けて、積極的 に文字式 を使 って説明する ことで あった。 し
か し、実際 には第 1時 で は、課題 の中の数 の関係 の難 しさもあって、文字式 を使 って説明 した
生徒 がいた もののそれ を紹介 で きず に終 わ ってい る。
第 1時 で、
事前 のね らい通 り文字式 を使 っ
た説明 の もつ一般性や簡潔性 な どの特徴 に気付 かせ る こ とがで きていたな らば、第 2時 では積
極的 に文字式 を使 った説明 を試 み る生徒 が もっ と増 えていた とも考 えられ る。 この点 に関す る
実際 については今後 の課題 にした い。
⑤ 取 り上 げる課題
ここで考 えてい るような課題 の解決 に当たっては、課題 に現れ る数 の関係 をとらえることが
まず要求 され る。
第 1時 のカ レンダー の課題 は、生徒 に とっては身近な ものである。 したがって、横 に 1ず つ
増 えて い くことや、縦 に 7ず つ増 えて い くことについて は、比較的容易 に気付 いて い る。 しか
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し、中央 の数 を基 準 とす ると、 4隅 の数 の うちの左上の数 は‑8、 右上の数 は‑6、 左下の数
は+6、 右下 の数 は+8に なって い るとい う、 4つ の数 の関係 にはなかなか気付 かない ようで
ある。 それ は、WSlに この ことを書 いてい る生徒 が 2名 しか い ない ことや、 その 4隅 の数 の
「わか った」と挙手 した生徒 が 7名 だけであつた こ とか
関係 を説明 した発言 P23,P24を 聞 いて、
らもわか る。
これに対 して、第 2時 の連続 3整 数 についての課題 は初 めか ら数学 の舞台 に載 って い るもの
であるが、それ らの数の関係 自体 は気付 き易 い ものである。授業 で も最初 の方 で生徒 P5が それ
を指摘 して い る。
これ らの課題 を解決す るには、現れ る数 の関係 を見抜 き、 それ らを文字式 によって表現す る
必要 が ある。 この点 か らす ると、第 1時 では連続 3整 数 についての課題 を、第 2時 ではカ レン
ダー についての課題 を取 り上 げる ことも考 えられ る。実証的 に検討 した い。
ここで、事後調査 で文字式 を使 って説明 しようとした 12名 の授業時 の解答 を調 べ てみる と、
この うちの 10名 はt文 字式 を使 ってはいない ものの、課題 の中 の数 の関係 は とらえてい る。文
字式 を使 つて説明す るためには、 まず課題 の中の数 の関係 を とらえる ことが要求 され るか ら、
取 り上 げる課題 の この点 での適否 が、 このよ うな授業 が成 り立 つか どうかに大 きな影響 を与 え
ることになる。
よ りね らい にあ った課題 を用意す る ことについて も十分 に検討 す る必要 がある。
目的 に合 った式変形
の
今回 授業 では文字式 を使 って説明 しようとした生徒が少なかったために、あ まり前面 に出
て こなかった こととして、文字式 による表現、 目的 に合 った式変形、式 の意味 を読 み取 る こと
⑥

に関す る内容 が ある。
第 1時 でのカ レンダーの課題 につ いては、 どの数量 を文字 aを 使 って表す かによって、次 の
ような 2通 りの思考活動 が考 えられ る。
ア)真 ん中の数 を aと す ると、

と表 され る。
4隅 の数 は、 a‑8,a‑6,a+6,a+8
この和 を計 算す ると 4aに なるか ら、 4隅 の数 の和 は真 ん中 の数 の 4倍 である。

イ)4隅 の数 の うちの左上 の数 を aと す る と、

4隅 の数 は、 a,a+2,

a+14, a+16 と表 され る。
この和 を計 算す ると、4a+32=4(a+8)
a+8は 真 ん中の数 を表 してい るか ら、 4隅 の数 の和 は真 ん中の数 の 4倍 である。

また、第 2時 の連続 3整 数 の課題 につ いては、次 の 2通 りが考 えられ る。
ア)真 ん中の数 を aと す ると、

表 され る。
連続 3整 数 は、 a‑1,a,a+1と
この和 を計 算す ると 3aに なるか ら、連続 3整 数 の和 は真 ん中の数 の 3倍 で ある。
イ)初 めの数 を aと す ると、
連続 3整 数 は、 a, a+1,a+2と 表 され る。
この和 を計 算す ると、3a+3=3(a+1)
a+1は 真 ん中の数 を表 してい るか ら、連続 3整 数 の和 は真 ん中の数 の 3倍 である。

いずれ の課題 において も、アの ような解答 の場合 には、数量 を文字式で表 して、求 めるもの
を計 算す る と、 その式 が結論 の式 になって い る。 ところが イのような解答 の場合 には、計算 し
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た結果 の式 4a+32を 4(a+8)の ように、 また 3a+3を 3(a+1)の よ うに変形 し、 その
式 の意味 を読 み取 る ことに よって、 ようや く結論 が示 された こ とになる。
イのような解答 をしようとす る ときには、 この ように、計算 の結果 を目的 に合 った ように式
変形す ることが生徒 に要求 され る。 この「 目的 に合 った式変形」 とい う活動 は、生徒 に とって
大変抵抗がある。
文字式 を決 まった方法 で簡単 にした り計算 した りす ることはよ く行われ るが、
ある意図 をもって式 を変形す る とい う学習経験 は、 それ までにほ とん どなかったか らである。
また、文字式 の学習 に続 く方程式や関数 の学習 において も、 この ような活動 はほ とん どないた
めに、 目的 に合 った式変形 をす る能力 はい っこうに強化 されない。 この点 か ら考 える と、中 2
や 中 3で の「式の利用」 についての生徒の学 習上 の抵抗 はもっ ともな こ とか もしれない。
ある こ とが らが成 り立 つ ことを文字式 を使 って説明す るとい うような場 面 で、生徒 が行 うで
あろう「 目的 に合 った式変形」 について、 よ り詳細 に検討す る必 要 が ある。
なお、例 えばカ レンダーの課題 で、真 ん中の数 を aと すると、 4隅 の数 は a̲8,

a+6,a+8と

a‑6,

表 され る、 とい うような「表現」についての能力 の育成 も重 要 で ある ことは、

言 うまで もない。

Ⅳ

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 に中学校第

1学 年 での「文字式 による論証」の学習指導 の あ り方 について、授業研究 を通 して検討 した。
そ こでの子 どもの理 解 の様相 や提示する課題 の特質等が明 らかになったが、今後 さらに実証的
に考察 を深 めてい く必要がある。 また、
「文字式 による論証」が もつ中学校数学科 での学習指導
にお ける意義、 お よびその位置付 けを考察す る必 要が ある。
この中 1で の「文字式 による論証」 の学習指導 のあ り方 に関する考察 は、 それだけに とどま
るものではない。中 2、 中 3で の「文字式 による論証」 の学習指導 との関連 を明確 にする とと
もに、中学校数学科 での指導内容全体 を見通 して、あ る命題 が成 り立 つ ことを証明す るとい う
ことについての学習指導の意義 、 お よびその方法 について検討す る必 要が ある。 そこでは、図
形 の論証 に関す る学習指導 を視野 に入れ る ことは当然 である。
数学嫌 い、数学離れが喧伝 され る今 日、中学校数学科 での学習指導 にお いて、一般的 に証明
す るとい うこ とをないが しろに した実践報 告 が見 られないわけではない。一例 えば、中 3で あ
×

るにもかかわらず、
「 /T/丁 =2× 3=6=7寂 ;=νπ 9だ から、一般 に /a/b=拓 Fが
成 り立 つ」 とい うような確認 の仕方。定理の証明 はいい加減 にしてその適用練習 に多 くの時間

を費やす、しかも長 さや角の大 きさを求 めることが中心一 このような指導が行われる背景 には、
生徒 の理解度の問題が影を落 としていることは十分 に予想できる。 それでは、中学校数学科で
の学習指導の目標 はなにか。一般的 に証明する、系統性を重視するとい う点を捨 ててしまって、
何 のための数学指導なのであろうか とい う思いにもなる。 このようなことか らも、ある命題が
成 り立 つことを証明するとい うことについての学習指導の意義、およびその方法 について検討
し、それを明確にする必要がある。
また、
「 文字式 による論証」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
に
解 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、 Iで も述 べた ように、子 どもの「文字や文字式 についての理解」 を「文字認知」
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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。 この うちの子 どもの「文字認知」 の様相 について は、あ る
程度明 らかになっってい るが、「文字式 による論証 についての理解」の様相 について は、一 層明
「論
確 にす る必要 が ある。「文字式 による論証 についての理解」については、現在「論証能力」と
つい
ての様相 を明
証 の もつ一般的 についての理解 」 との両面 か ら検討 してい るが、特 に後者 に
らかにす る。
さらに、中学校数学科 での学習指導 の前段階 として位置付 けられ る、算数科 での「 ことばの
式」や「□や○ を使 つた式」 についての小学生の認知発達 の様相 を、授業研究 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 )、 熊倉啓 之 (筑 波大学附属駒場 中・ 高等学校 )
中西知真紀 (東 京都狛江市立第 一 中学校 )、 川村雄司 (静 岡県浜北市立北部中学校 )
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