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要ロ
・
本稿では,焼 津市における算数 数学指導研修会 の活動 について,こ れまでの経緯 と本年度 の活動の様子を報
告する。本研修会は,平 成 21年 度に準備 が行われ ,平 成 22年 度 から 「数学指導研修会」 として活動を開始 し
平成 27年 度まで継続的に行われてい る。 6年 間の活動 は,大 きく分けて第 1期 (計 画・ 組織作 り・ 活動 の実
施),第 2期 (校 長会 との連携に よる活動),第 3期 (小 学校 への活動 の広が り)に 分けられ,地 域 と大学 (教
育学部)と の連携 の 1つ のモデル といえる。 これ らの活動について,ま ず これ までの経緯を述べ,次 に本年度の

,

活動 の様子を報告 し,最 後 に成果 と課題をま とめた。 これ らの活動 の成果 として,① 授業実践を通 した研修であ
るため,子 どもの表れや研究協議か ら授業力 の向上につ ながる学びがあつた こと,② 本会 の実績が校長会でも
徐 々に認 められ,自 校 の若手を参加 させたい とい う校長 の要望 も開かれるようになつたこと,③ 算数・ 数学指導
研修へ と範囲 を広げた第 3期 では,小 ・ 中学校の教員が互いの指導や子 どもの表れを見る意義 は非常に大きかっ
たこと,な どを挙げた。
キー ワー ド :
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はじめに
校教育が抱える課題 の複雑・ 多様化 に適切に対

そ こで,本 稿 では,教 育学部数学教育講座 の教科教
育教員 が ,焼 津市 の小学校 。中学校 と連携 した算数・

応 できる,高 度な専門性 と実践的指導力を兼ね備えた
教員の養成及び現職教員の再教育 の一層の充実を図 り
教員 の資質能力 の 向 上 を図 る ことが求 め られ てい
る。 J(文 部科学省 ,21116)と 述 べ られてい るよう
に,教 科教育において も,教員の資質・ 能力を一層高

数学指導 研修会 の活動 について報告す る。 ます これ ま
での経緯 について述 べた上で,次 に本年度 の活動 の様

'学

,

子 を報告 し,最 後 に これ らの活動 を振 り返 つて成果 と
課題 をま とめる。
この活動 は,平成 21年 度に計画・ 組織作 りを行 い

,

平成 22年 度 か ら

める試みが求められてい る。 さらに,中 央教育審議会
の教員姜成部会は,「 国立の教員養成を目的 とする大
学・ 学部は、地域 の■―ズを踏まえつつ,(中 略)課

学指導研修会 Jと して活動 を開
'数
始 し,平 成 27年 度 まで継統 的に行 われてい る。 6年
間 の活動 は,大 き く分 けて第 1期 (計 画・ 組織作 り・
活動 の実施 ),第 2期 (校 長会 との連携 による活動),
第 3期 (小 学校へ の活動 の広が り)に 分 け られ,地 域

題に対応 した取組を率先 して実施することにより、国
立大学に置かれる意義・ 目的を明確にするとともに、
他大学・ 学部 におけるモデル を提示 して、その取組を
普及・ 啓発 す ることが重要である。 Jと 述べ ている

と大学 (教 育学部)と の連携あ 1つ のモデル とい える。
後述 の ように,本 研修会は,地 域 の教員 が集 まって,
算数・ 数学教育 について議論 し,互 いの授業力向上 を
め ざす ものであ り,こ の よ うな研修会は他 の地域 に も
い くつ も存在す る 。。 しか し,本 研修会は,勤 務 時間

(中 央教育審議会・ 教員養成部会 ,2015)。

̀焼 津市立東益津小学校
・・ 焼津市立大村中学校
・・・ 焼津市立豊田中学校
・
・・・ 焼津市立大井川中学校

内での活動であるた め,授 業研究会 を核 として研修で
きる点に,最 大 の特色があるとい えよ う。

・・
・・・ 焼津市立豊田小学校
° °・
・
'・ 静岡大学学術院教育学領域
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了したが,焼 津市・ 大学側双方で数学指導研修会を継
続することを確認した。第 1期 と同様,活 動 6回 開催
原則 として,勤 務時間中の出張となることを校長会で
認められ,活 動を行つた。なお,メ ンパ■の うち数人
の変更はあつたが,第 1期 と構成は同様であつた。第
2期 の研究授業は以下の通りである。
く平成 24001か 年凛>

これまでの囃●
(1)第 1期 (計 ■・組織作り・ 活疇の実出)
本活動は,科 学研究費『 大学と教育委員会連携に基
づく「5年 後問題」解決のための教師教育プログラム
の開発』 (平 成 21〜 23年 度)の 一環として,焼 津
市立東益津小学校・ 羽日明夫校長 と静岡大学教育学部
数学教室・ 國宗進教授で計画がなされた (肩 書きは当

,

時).具 体的には,平成21年 8月 に國宗教授から羽
田校長に構想相談 。人選依頼,同 10月 に羽田校長 と
園宗教授 で相談・ 教員分布等把握,同 12月 に焼津市
教育委員会佐藤美代志学校教育課長へ羽 田校長 と國宗
教授 とで説明と依頼を行い,了 解 を得た。
平成 22年 度には,名 称 を「数学指導研修会Jと し

て発足 した。平成 22年 5月 に行われた第 1国 会合
(発 足会)で は,国宗教授 より「 22,23年 度 の継
続実施 とその後もサー クル として続けたいことJの 趣
旨説明が行 われ,羽 田校長より「研修計画の立案・ 方
向性 の確認」を行 つた。
なお,メ ンパーは 30歳 前後の教員 5名 ,30歳 代

・福中惇●教愉

(豊

田中学校)3年 「相似な図形」

・ 河合志保教諭 (大 富中学校)2年 「三角形・ 四角
形J
く平威 2600■8p年 魔 >
・ 坂元光延教綸 (東益津中学校 )2年 「連立方程式」
。河合志保教簡 (大 富中学校 )3年 「関数 Faχ 句
・ 茂木哲律教綸 (港 中拗
3年 「相似な図形」

く平成 260mO年 凛 >
・ 茂木哲律教輸 (港 中学校)3年 「 2次 方程苅
・福中惇也教論 (豊 田中学校)2年 「 1次 関数J
・戸塚二人教論 (大 井川中学校)2年 「図形 の性質 の
調べ方」

後半教員 2名 ,校 長 1名 ,及 び大学教員 3名 であり
活動は,各 年度 とも 6回 開催,原 則 として,勤 務時間
中の出張 として扱われた。
各年度の活動は次の通 りである。第 1回 は,そ の年
度の活動方針 の確認 と, 3つ の授業研究の 日程,授 業
者の確定を行 う。第 2回 以後は,各 授業研究に関 して,
授業者 から提案 される単元計画,本 時の学習指導案 の
,

平成 27年 度のメンパーは小学校教m2名 ,中 学校
教諭 4名 ,教 頭 1名 ,校 晏 1名 ,及 び大学教員 2名 で
あり,活動は次に示すように,第 1期 ・第 2期 と同様
6回 開催,原則 として,勤 務時間中の出張として扱わ

,

全体の位置 づけ,及 び関連する数学教育 に関する論文
や綸考をl13介 し,互 いの理解 を深める。
なお,各 年度の最終回にはメ ンパーに対 して授業に
関するアンケー トを行い,教員 の意識や参加 しての効
果を集詢 した。第 1期 の研究授業は以下の通 りである。

く平成 22●010年度 >
・坂元光延教論 (東 益津 中学牧う 1年 「一次方程式 の
(大 富中学校

れた。

3
(1)会

今年度 〈
平成 27年凛)の 洒働

合
第 1回 平成 27年 6月 2日 (火 )
場所 :焼 津市立大村中学校
内容 :趣 旨説明 。研修計画の立案
平成 27年 7月 17日 (金 )
:焼
津市立豊 田中学校
場所
内容 :授 業研究・研究協議

第 2回

)2年 「図形の性質の調

単元 3年 「2次 方程丸
授業者 福中 惇也 教諭
第 3回 平成 27年 8月 12日 (水 )
場所 :静 岡大学教育学部附属静岡小学校

く平成 230010年 度>
・茂木哲律教輸 〈
港中学校)2年 「連立方程式J
・ 小畑智緩教諭 (豊 田中学校)3年 「2乗 に比例する
関数J
・ 川島久実教諭 (大 村中学校)2年
らべ方 (星 形三角形)J

3鋼 O卜 学校への着nの 広が り)
平成 26年 度までの中学校数学教員 の指導力の向上
の成果を受け,さ らに,小 学校算数 の指導の向上の必
要性が挙 がつた。そ こで,校 長会 の承認を得て,小 学
校教論をメンパーに加 えて,「 数学指導研修会」か ら
r算 数・ 数学指導研修会Jへ と名称を変更して,活 動
を行つた。

事前検討を行 う。授業研究当日は,授 業観察,事 後 の
協議会 を設定して議論する。夏季休業申には半 日を当
てて,時 間的に余裕をもつて事前検討を行 う。授業研
究に当たらない研修会において は,事 前検討に続 く後
半に,大 学教員の側から,授 業での教材 の背景や単元

利用J
・ 稲熊紀昭教瞼
べ方J

(3)第

内容 :研究授業事前協議
①単元 中学 2年 「一次関数」
授業者 永野 翔― 教論
②単元 小学 6年 『比例・ 反比例」

形の性質のし
'図

(校 曇全 との遭備による活動)
の
前述 科学研究費のプログラムは平成 23年 度で終

(2)第 2期

授業者

64

杉浦 芳久 教論

焼津市 における算数 ・数学指導研修会の活動

平成 27年 10月 1日 (木 )
場所 :焼 津市立大井川 中学校
内容 :授 業研究 ・研究協議
単元 2年 「一次関数」

第 4回

り返 りは平方完成 を用いて解 く考 えを,図 や言葉 を用
い て説明 させ るよ うに構想 した。
・ 援業の実際
く導入 >

場所 :焼 津市 立豊 田小学校

教科委員 (生 徒)が 出題 し復習問題 に取 り組む。本
時 につ なが るよ うに,① χ2=5② (χ +3)2=5
の 2題 を出題 し,平 方根の考 えを使 った解 き方 を復 習

内容 :授 業研究・研究協議
単元 6年 「比例・ 反比例 」

した。答 え合わせでは,図 形 を用い て教師が解説 し
前時まで の流れ を確認 した。次 に本時 の課題 「 χ2+

授業者
第

5回

平成 27年

授業者

永野 翔一 教論

11月 19日

杉浦 芳久

(木 )

,

6χ =5Jを 示 した。予習 を している生徒数人 が平方
完成 を用 いて解い ていたが, 6を 左辺 に移 項 して も因
数分解 できないため,ほ とん どの生徒 が悩 んでいた。

教識

平成 28年 2月 12日 (金 )
:焼
場所
津市 立大村 中学校
内容 :研 修 のま とめ

第 6回

そ こで悩みを共有す るために,教 師が式 を図形 で表 し,
正方形 な ら平方根 の考えを使 つた解 き方で解 けること

(2)研 究機 業の権要 と事後協議会での議瞼
①

を確認 した。
く展 開 >

中学校 3年 『 2次 方程式」

本 時の課題 「χ2+6χ =6」 の左 辺 を上方形 にす
る こ とを,画 用紙 で作 つた 1辺 χ の正方形 ,縦 が κ
で 横が 1の 長方形 , 1辺 1の 正方形 の 3種 類 の図形 を

<研 究授業の颯書 >
・ 本時の目標

χ2+6χ =5の 方程式を,因 数分解 を使った解 き
方で解 こ うとす る生徒が,図 形を元に考 えることで
(χ +p)2=qの 形に変形すれば解 けることを理解
するこ とができる。
・ 研究授業の位置づ けやね らい
2次 方程式の単元を通 して,図 形を用いて操作的活

用 いて考えた (写 真 1)。 その際 ,小 集団 にす ること
で,具 体物 を操作 しなが ら共に考 え られ るよ うに した。
また,予 習 してきた生徒 も正方形 にす る活 動 を行 うこ
とで,式 の意味 を理解す る よ うになる と考 えた。

動をすることで,視 覚 で提えることにより, 2次 方程
式の理解が深まるだろうと考えた。また,因 数分解 の
単元で も, 1辺 χ の正方形,縦 が χ で横が 1の 長方
形, 1辺 1の 正方形の 3種 類 の図形を用いて,共 通因
数 で くくる因数分解や公式による因数分解 の授業を
行 つた。そのため,生 徒 は図形を用いて考えることに
慣れてお り,因 数分解を使 つた解き方や平方根 の考え
を使 つた解 き方でも図形を用い る方法を理解できると
考 えた。
また,学 習指導要領解説

(文 部科学省 ,2008)で
は, 目的に応 じて式を変形することや式 の意味を読み
取るこ との重要性を述べてい る。本時 の題材 の平方完

写■ 1 準備した敬具

成は,生 徒 にとつて式を変形することの必要性や変形
した式の意味の理解 が難 しい単元であると考える。そ
こで,こ の題材において図形を用いて授業を行 うこと
が,生 徒 の理解につながると考え授業を構想 した。
次 に,静 岡県の授業づ くり指針 (静 岡県教育委員会
2012)に あるよ うに授業を構想す る際には,「 押 さ
える」 「仕掛ける」 「確 かめる」が重要視 されている。
その中でも数学の中での 「確かめるJの 位置づけが授
,

業者 自身あいまいなため,本 授業で実践す ることとし
た。本授業 は因数分解 の考 えで解けない 2次 方程式を
図形を元に考え,平 方の形に変形することによつて
2次 方程式が解 けることを理解 させる授業である。本
授業 の振 り返 りとして,式 を変形する必要性や意味を
,

,

写萬 2 駆活動と研修メンバーによる機彙観察

理解 しているかを確 かめたいと考 えた。そのため,振
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生徒 は正方形 に似た形 にはできるが,欠 けてい る部
分 を どうす るか悩む よ うになった。 それ を全体で取 り
上 げ,考 えを共有 した。そ の後 ,小 さな正方形 を足せ
ばいい ことに気 づいた班 がでてきたため (写 真 2),
全体で発表 させ ,教 師 の補足 と共に解決 につ なげた。
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の 問題だ・
と 2を した ときに 2乗 と 2倍 が等 しくな る
た め考 えに くいのでは と意見が出た。 また, χ の係
数 に注 目して解 く方法は次時に取 つ てお き, χ の係
数 が奇 数 の問題 を扱 い ,正 方形 に しに くい と生徒 が

くま とめ >

困 つた ときに,必 要感 に迫 られて考 え させ る方が よい
のではないか とい う意見が出た。 さらに,振 り返 りで

発表 され た考 え方 (写 真 3)を ,図 を動 か しなが ら
式 を書 き,平 方完成 の考 え方 をま とめた。

は,図 や言葉 を用いて説明をさせ た。 これは,観 点別
評価 の 4つ の観点の うちの「見方・ 考 え方」 を振 り返
らせ るものであつたが,問 題 を解 き答 えを出す もので
もあつたため 「技能」の振 り返 りにもなっていた。本
時の 目標 は,平 方完成を理解 させ るこ とであるため,
評価 が「知識 :理 解」であつたこ とか ら,振 り返 りの
方法が適切ではなかった。 したがって ,ね らいに沿 つ
た振 り返 りをさせ ることが大切である。
・ 全体 を通 して
単元全体で図を用いたが ,図 はあ くまでも解 くため
の道具であるため,ど の タイ ミングで図か ら脱却 し
,

式 で考 え られ るよ うにす るかがポイ ン トであるとい う
意見 が出た。 また,図 で考 えてい た生徒が,マ イナ ス
写真 3

を含む問題 に出会 った ときにつまず きが生 じることも
頭 に入れ る必要がある。図を用いて操作的・ 視覚的 に

3■ の発表の構手
2+4χ

2+

=7, χ
そ の後 ,練 習 問題 に 2間 (χ
2χ =5)に 取 り組 んだ。 問題 は χ の係数 が偶数 の
もの とし,平 方完成 の考 えが使 いやすい問題 に した。
とん どの生徒 が平方完成 を使 つて 2次 方程式 を解 く
ことがで きたが,式 だけでな く図 をかいて解 いてい る

:ま

生徒 が多かつた。そ のため,答 え合わせ の時に正方形
を毎回作 ると大変なので簡 単 にで きないか と問いかけ

,

κ の係数 を 2で 割 つて 2乗 した もの を両辺 にたせ ば
2+
よい ことを確認 した。最 後に振 り返 りとして, χ
8χ =3を 言葉や図で説明 しなが ら解 かせ た。図をか
いて説明す る生徒や χ の係 数に注 目して言葉でま と
める生徒がいて,ほ とん どの生徒が授業のポイ ン トを
お さえなが ら振 り返 るこ とができた。
く事後協議会での厳瞼 >
・ 「導入Jに ついて

復習 問題 を(χ +3)2=7と い う問題 に したため授
業 内での正方形 の考 えが出やす くなる手立て となつて
いた。 しか し,教 師 の解説時 に図形 を用いた ことはよ

かったが,正 方形を提示するときに小さい正方形を使
わず手でかいたため,本 時の内容 とつながりにくかつ
たのではないかとい う意見が出た。授業者は空いてい
る方が,欠 けてい るから足そ うと考えに至ると考 えて
いたが,授 業 を振 り返ると小 さい正方形を敷き詰めた
方がよかつたと思われる。
・ 「まとめ」について
2+4χ =7を 扱 つたが,そ の後 χ
練習問題 に χ
の係数 に注 目させて考えさせ る上で, χ の係数 が 4

導入 を しなが ら,図 か ら式 を意識 して授業づ くりを し
てい くことが大切である。

② 中学崚 2年 『―麺 数J
く覇晩撮業の概要 >
・ 本時の目欄
事象を一次関数 とみなして考え,表・ 式・ グラフ
を用いて未来を予想することができる。
・ 研究授業の位置づけやね らい
本時は一次関数を学習 してきた生徒が,「 一次関
数 の活用」 として取 り組む課題である。前時は,水
を熟 し,水 温 と時間の関係を一次関数 とみなして考
える活動 をしている。生徒 は,与 えられた資料から
決められた答を求 める活動の経験が多 く,そ の資料
も整数値だった り,問 題がきれい に解けるように設
定 された資料であつたりすることが多い。そのため
関数のよさを授業の中で実感 している様子はほとん
ど見 られない。 日常生活 では規則正 しく並んだデー
タは少なく,ば らつきの ある資料を概数で とらえた

,

,

り,関 数 とみなして考 えた りすることが多い。
そ こで 「一次関数の活用」の最後 として,本 時は
全校生徒数の推移 とい う生の資料を用いた。一見不
規則に見える資料を一次関数 としてみなす ことで

,

,

未来が予測 できるとい う経験を通 して,生 徒が一次
関数を活用す るよさや,表・ 式・ グラフの有用性を
実感することをねらいとした。
・ 糧業の奥瞭
く導入 >
資料 1は ,大 井川中学校の全校生徒数 の推移である。
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資料 1 大井川中学校の全生機数の推移
生徒数 (人 )

年

2000
2001
2002
０一

ｎｖ

2004
2005
2006
2007

894
891
862
765
784
756
762
722

年

2008
2009
2010
2011
2012
2013

2014
2015

個人や ,小 集団活動では以下 の よ うな考 え方が 出 され
た。
ア 表 の数値 をもとに計算す る
・ 毎年 の増減 を調 べ減 り方の平均 をだす と,平 均 して

生徒数 (人 )

683
677
650
686
653
628
598
620

18人 ず つ減 ってい ることが分か るので ,2015年
か らの 5年 間で 18× 5窯 90人 減 り, 620‑9

0‐ 530人 になると考 えた。
イ yを χ の式で表 して求める
。15年 間で約 300人 減少 してい るので,変
合 は‑300■

・ 2000年 と

この うち 2年 分 を課題 とともに提示 した。 この意図
は,す べての資料 を見せて しま うと生徒 の思考が安 易
￨こ

化 の割

15=‑20と なるので
y=‑20χ +900と 表 され る。 χ=20を 代入
す ると, y=500と なる。
,

2016年 の 2つ の点か ら, 2点 を通 る直

線 の式 を求 めると,

y=‑18χ +894と

で, χ=20を 代入す る と,y=534人
ウ グラフを描いて求 める (写 真 5)

r全 校生後数 は減 つてい る」 とな つて しまわないた

めで あ り,ま た,生 徒 か ら 「2年 分 だけでは判断がで

なるの

となる。

・ 2000年 と 2015年 を直線で結ぶ。
・ だい たいすべ ての点 の近 くを通 るよ うに直線 を引 く

きない」 とい うことに気づ かせ るた めで もある。
譲

と, 470人 くらいになる。
・ 2011年 か ら 2014年 の点 を直線 で結ぶ (2015年 は特

大井川 中学校 の 2020年 の全校生徒数 は何人だろ
うか。

異点 とす る)と

, 420人 くらいにな る

.

2014年

2015年

598人

授業では,電 卓 を 自由に使 えたため,減 り方の平均

620人

を求 めてい る生徒が多 かった。 2000年 か ら 2005年
2005年 か ら 2010年 な どと,区 切 る場所 を試 しなが

,

ら平均 を出 してい る生徒 の姿 も見 られた。

課題提示 の後 ,生 徒 に予想 させ ると, f600人 く
らいJ「 500人 くらい」 と, あま り変わ らないか

しか し, r減 り方 の平均」が,今 まで学習 していた
「変化 の割合」だ と気づ く生徒は少 な く,多 くがアの
よ うな考 え方であった。減 り方の平均 か ら式 に して考

,

少 し減 つてい る と予想す る生徒 が多 か った。 これだ け
では判断 できない とい う声 を うけ,す べ ての値 を与 え

えた生徒 は,一 次関数 の よ さに触れ ることができたが

た。点 が とつてあ るグラフ用紙 を配市 し (写 真 4),
これ か ら先 も減 つてい きそ うだ とい うことを共有 した:

,

そ うでない生徒は一次関数 を利用 してい る とい う意識
は低か つた と考 え られ る。 グラフを中心に考 えていた
班 では,「 様 々な直線 が考 え られ るが , どの直線 が一
番通 してい るか」 とい う議論 がな され ていた。 また,
この先 も直線 が伸 び る とす る と,2050年 くらい にな
る と全校生徒数 が 0に なるこ とも話題 に上がった。

写凛 4 点がとつてあるグラフ用紙
く展開 >
個人 で考 える時 間を とつた後 ,全 体で グラフを使 っ
た考 え方 を 2つ 紹介 した。 同 じグラフを使 った考 えで

写真 5 グラフを用いた解決方法

も結果 に差 があるため,「 班で工 しい答 に近い もの を

多くの班が答を出すのに精いつぱいで, どぅしてそ

考 えよ う」 とFIIlい か け,小 集 団活動 の時間を とった。
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の 2点 を選ぶ のか,よ り近 い答を求 めるには どう考え
た らいいか を話 し合 う姿はあま り見 られ なか つた。

見があつた。

くま とめ >

また,今 は一次関数 しか学習 してい ないため,直線
で しか考え られないが,指 数 関数 のよ うな曲線で も考

全体 では,上 記 ア,イ ,ウ の方法 を一つずつ取 り上
げた。3つ の考 え方の共通点を探 り,す べ て一次関数

え られ る。先 の数学 との関わ りについて触れ ることも
で きるのではないか とい う意見 もあつた。

を利用 した考 え方であ り,一 次関数 としてみなせ ば未
来 の ことも予測 できることを確認 した。

O小

報 0年 『暉 ・ 反躙 J
く研究機彙の●I>
・ 本時のね らい
面積が 24¨ ぽ の長方形の縦 と横の辺 の長 さを調べ
る活動を通 して,一 方が増えると,も う一方が減る2
つの量について,そ の変わ り方などを見つ け,比 例 と
は異なる関係である χ の値 が 2倍 , 3倍 ,… となる
と,yの 値 は 1/2倍 , 1/3倍 ,… になる反比例 の
意味を理解する。 (知 識・理解)

しかし, どの答がよいのかがはつき りせず,す つき
りしない様子 の生徒も見 られた。
く事後協mで の出曲 >
・一次関数 とみなす ことについて
生徒 は,ば らつ きのある資料を扱 う経験 が少なく
「一次関数 ではないJと とらえる生徒もいる。 ここで
,

は,一 次関数 としてよいか悪いかを議論す るのではな
く, r一 次関数 として考えれば予測す る ことがで き
る」 とい うことを生徒に実感 させたい。
そ こで,導入では生徒に困り感をもたせたい。数値
を 2つ ではなく3つ 与えれば,減 り方が一定ではない

・ 研究曇彙の位置づけやわ らい
研究授業①中学校 3年 「2次 方程式J,研 究授業Q
中学校 2年 「一次関数Jを 受けて,小 学校で行 う学習
が, どのよ うに中学校 に素 がってい くのかとい う視点
で考え,中 学校 2年 『一次関数」と同 じ,関 数領域 の
「比例・反比例」の研究授業を行 つた。

とい う困 り感 から,「 一定に してみよう」 と,自 然 と
一次関数 とみなすのではないかとい う意見があつた。
また,生 徒は根拠を明らかにすることを今までも大
切 にしてい るため:最 初の予想で,「 もっと説得力の
ある予想はできないかJと 問 うことで,今 まで学習 し
た一次関数を活用す ると考えられる。
さらに,み なし方に差があり答 えにばらつきがある
ため,答 え方は,「・・・ とみなせば,2020年 は。
人 となるJと い うように,一 次関数 とみなす ことを前
提 とすることが大切であるとい う意見もあつた。
・ 生徒の様子について
生徒は,一 次関数 と認識 して活用 している生徒もい
れば,深 く考 えることなく直線を引いた り,減 り方 の

小学校 5年 では 「口が 2倍 , 3倍 ,… になると,o
も 2倍 , 3倍 ,… になるとき,oは 日に比例するJと
い うことを,表 を用いて知る程度に学習 している。小
学校 6年 で行 う比例の学習 では,既 習内容をもう一度
振 り返 り,数 量の関係を比例の場合 についてまとめて
いこ うとするものである。また,比 例・ 反比例の学習
は,中 学校 1年 で負の数 も含めて,よ リー般化 されて
い き,そ の後, 1次 関数を学習する。 したがつて:本
単元では,生 活 の中に,一 方が変わると,も う一方が
変わるとい う関係 がたくさん存在 して,そ の一部が比
例・ 反比例 とい う特男Jな 関係であるとい うことを,単
元を通 して理解す ることが大切であると考えた。
本学級 の子 どもは,計 算を した り,立 式 した りする
ことについては,で きる子 が多い。 しか し,全 体の前

平均を出 した りしている生徒もいた。
そこで,「 減 り方の平均を出す ことJ「 変化の割合
を求めることJ「 直線 で結ぶことJが ,同 じことを表
してい るとい うことを全体で確認 したい。そ うするこ
とで,生 徒 は表・ 式・ グラフのつなが りを実感するは
ずであるし,そ の有用性 に気づ くことにもつながる。

で自分の考えを説明する場面では,算 数で用いられる
用語を活用 し,筋 道を立てて説明することに課題があ
る。子 ども自身が 1時 間 ごとにつ けるべ き力がついた
かを振 り返 り,評 価することが子 どもの思考力や判断
力を伸ば し,筋 道を立てて説明する力を伸ばす ことに
つ ながると考えた。そ こで,単 元を通 して, 2つ の取
組を行 うこととした。1つ 日は,「 したがつてJ「 ま

実際 のデー タを使 うことに意味はあるが,出 た答 を
「クラスは何 クラス減るだろうJな どと現実世界に戻
す ことで,さ らに生徒は一次関数の有用性を感 じるの
ではないか などの意見が出された。
・ 教材 について
生徒は考えやすいよ うに整理された資料に慣れてい
るため,こ のよ うな実際の資料を使 うことは意味があ
る。一次関数 の活用 として,最 後には生徒 に一次関数

とめるとJ「 κ の値」 r伴 つてJな ど説明するとき
に役立つ算数 で用い られる筋道を表す用語などを使 う
指導することで,論 理的に説明する力をつ けさせたい
と考 えた。 2つ 目は,毎 時間,評 価 の観点に合わせて
振 り返 りを書かせた り,問 題を解かせた りすることで
その 1時 間でつけるべ き力がついたかを把握するとと
もに,算 数科における言語活動 の充実につなげたいと

の有用性を感 じてもらいたい。
そ こで,今 回のよ うに現実に どのように活用 されて
いるかを実際 に考えることは,数 学と日常生活のつな

,

,

が りに気づ くために大切な ことである。各学年 で,繰
り返 し取 り入れてい くことが必要ではないかとい う意

考えた。
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くま とめ>
反 比例 の理解 を深 めるた めに,周 りの長 さが 24
cmの 長 方形 の横 χ と縦 yの 辺 の長 さの関係 (反 比

・ 授 業の実瞭
く導入 >
第 3回 の会合 (研 究授業事前協議)の 際に ,面 積 が
な る長方形 の横 の辺 の長 さ χcmと 縦 の辺

例 していない数量関係)は ,反 比 例 してい るかにつ い
て考 えた。一部 の子 は,χ の値 が 2倍 , 3倍 ,̲に

2 4 cll12と

の長 さycmの 組 を見つ けるこ とに子 どもた ちが戸惑

なる と, yの 値 は 1/2倍 , 1/3倍 ,… になる もの
だ と安易 に考 えた り,反 比例 の定義 を理解 してい な

うだろ うとい うことが話題 に止がった。 そ こで,本 時
では面積 2 4om2の 長方形 を 1つ ノー トにかかせ るこ
とで,横 χ と縦 yの 辺 の長 さの組 を抵抗な く見つ け
られ るのではないか と考 えた。実際 ,大 部分 の子が

か つた りしてつ まず く子 がいた。 そ の一方 で: χ の
値 が 2倍 , 3倍 ,̲に なると,yの 値 は 1/2倍 , 1

,

横 Ocm縦 4cェ や横 8 cIIl縦 3● mの 長方形 な ど, 2
つの数量 を見つ け られ るこ とができた。その後 に,ク

/3倍 ,… になつていないことから,反 比例ではない
と根拠を持 って発言できる予もいた。本時のねらいの
観点が知識・理解であつたため,あ えて反比例ではな
い問題 を解かせたことは,理 解 を深 めることにつ な

ラス 全体 で様 々 な横 χ と縦 yの 組 を表 にま とめて
い った。 ま とめ る際には , χ の値 が増 える と,yの
値 が減 るな ど,比 例 とは異 なる 2つ の数量の変化 に気
づ かせ るよ うに,画 用紙で作 つた 2 4 cll12の 曇方形 を

がつていた。 また,振 り返 りでは, f反 比例 とは
〜」 と文頭 の書き出 しを限定することで,知 識・ 理解
の定義を図ることに繋がっていた (写 真 7)。
,

使 い ,視 覚的に板書 して支援 を図 った (写 真 6)。

鼈
事喜 フ 授業終 了時の板書の様子
く事後協議会での議雄 >
・ きま りを探 す活動 について
子 どもか ら反比例 の定義 を出 させ るために,面 積 2
写真 6

口用紙で作 つた 2 4om2の 長方形の輛示

4● ll1

2の

長 方形 の横

xと 縦 yの 辺 の長 さのきま りを

く展開 >

探す活動 は有効 であつたか について議論 した。 きま り
を見つ ける活動 を行 つた ときに,反 比例 の定義以外 に

前時まで学習 して きた比例 の表 と比 べ る ことで,今
回 の表が,比 例 の定義 「ともな つて変 わ る 2つ の数 量

子 どもか ら反 比例 の式や比例 定数 な ど,多 くの意見 が
出て きた とい う点では有効で あつた。 しか し,そ の 1

,

χ とyが あって, χ の値 が 2倍 , 3倍 ,… になると
yの 値 も 2倍 , 3倍 ,… になる。 Jに 当てはま らない
こ とか ら,面 積 2 4cm2の 長方形 の横 χ と統 vの 辺

つ 1つ の考 えを丁寧 に間 くこ とは ,本 時 ではで きな

,

かった。せ っか くの よい意見 が軽 く扱 われて しまった
ため,出 て きた意見 を板書の隅や ホフイ トボー ド,画

の長 さの きま りを探す活動 を行 つた。
横 χ と縦 yの 値 について きま りを見つ ける個別学

用紙 に書い て残 した り,比 例 と比較 しなが ら今後 の学

習 におい て,横 χ の値 と縦 yの 値 の積 が一 定である
とい うきま りを見つ ける子や χ の値 とyの 値 が逆か

中心に意見が 出 された。また,反 比例 の定義 をす る場

習課題 に活か した りしては どうか と,中 学校 の教諭 を
面 では,発 見 したきま りをた くさん出 させ るよりも
前時 の学習 を活 か して比例 の関係 とどのよ うな ところ
,

ら並 んでい ることに気 づ く子 , χ の値 が 2倍 , 3倍 ,
… とな る と, yの 値 は, 1/2倍 (■ 2), 1/3倍
← 3)に な る こ とを表 に書 き込む子 が多 くいた。 ま
た,説 明す る際 には,算 数 で用 い られ る用語 を積極的

が違 うのかについて話 し合 うな ど,も つ と視点を絞 つ
て活動 させ るこ とによつて,反 比例 の定義 に近 い考 え
を子 どもたちが出す ことにつ なが っていったのではな
いか とい う意見 も出 された。

に使お うとす る子 どもの姿 も見 られた。 また,見 つ け
たきま りを出 し合 う中で ,比 例 の定義 を見つ けた時 と

・小学校 と中学校 の関数 の捉 え方 の違い について

もなって変わ る 2つ の数量 χ とyが
同 じよ うに
'と
あ って , χ の値 が 2倍 , 3倍 ,… にな る と, yの 値

本 時で行 つた よ うに,小 学校 では表 を横 に見 るため
χ の値 が 2倍 , 3倍 ,― にな る と, yの 値 も 2倍 ,

は 1/2倍 、 1/3倍 ,… になる とき, yは χ に反

3倍 ,― になる とい う定義 を してい る。本実践 で扱 っ
た長 方形 の縦 の長 さと横 の長 さは, どち らも独立変数

比例す る。」 とい う反 比例 の定義 を子 どもか ら出た用
語 を使 つて確認す ることもできた。

(χ
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考 の中では ryは χ に反比例する」 と「 χ は yに 反
比例す る」の違いを理解 させることは難 しかった。 一
方,中 学校以降 の関数 の提え方は,表 を縦に見てい る。
χ の値 が決まって, yの 値が決まるため,「 yは χ

なつた (写 真 8)。 また ,研 修生は,普 段意識 してい
ない ことを考える機会にな り,そ の単元で教 えるべ き
本質的なことに着 目す ることで,教材研 究 の視点が広

に反比例す るJ考 え方の理解につながるのではないか
とい う意見 が出た。そ して,小 学校段階でも 「努力

うになった。

が り,以 前 よりも教 材研究 を深 めて授業実践 を行 うよ

χ (説 明変数 )と 成果 y(目 的変数)」 のよ うな表を
経に見る例題 を解かせることが必要である。例 えば
24ペ ージある本を読んだペー ジ数 χ と残 りのペー
ジ数 yの 関係 を表 にま とめる活動 をす ることで, χ
,

が決まってからyが 決まるとい う考 え方の素地を小学
校 か ら養 つていきたい。また,中 学校教諭 か らは,子
ども達 の発 言 の 中 に 「 したが つて 」 「 χ の値 」
「伴 つてJな ど算数で用い られる筋道を表す用語など
を積極的に使 う姿が見 られ,小 学校段階からこのよ う
な指導があると中学校へ行 つた時にも論理的に説明で
きる子が育つ といつた意見が出された。
・ まとめについて
反比例 の定義を学んだ後に,理 解 を深めるため,あ
えて反比例ではない表を説明させたことは,本 時のね
らいに迫る手立てとなつていたかについて協議 した。
子ども達の書 いた説明を見ると, 20%ぐ らいの子が
反比例でない数量関係を反比例 と説明していた。その
,

原因 として,・ 2と X1/2が 同 じ意味で あるとい う
理解 ができていなかったことや,形 式的にきれいに並
んだ数 を見て安易に説明を書 くことが考えられる。そ
のため,導 入 で解 いた面積が 2 4cm子 の長方形 の横
χ と縦 yに ついて考えを出し合 ったときに,も っと■
2と X1/2に ついて取 り上げた り,具 体的に計算を
した りしてお く必要があつたとい う意見が出された。

写■ 8 事後協臓会での議由の様子
・校 内研修 と違い,算 数・数学を専門に学んでい る教
員からの意見や示唆をたくさん間くことができるため
算数・数学の授業を見る視点,学 習内容 の見方や考え

,

方等を研修することができた。
・ 定期的に授業を見ながら算数・数学指導について協
議ができることに価値がある。指導案検討や研究協議
は,型 にはまることなく,全 研修員が大学教授を交え
てざつくばらんに語 り合 うことができる。また,実 践
重視 の協議 のため,授 業案検討も,「 こんなことがで
きるので はない かJと い う視点からの発言 も多 く
「や つてみようJと い う,授 業の可能性を追究する検
,

また,本 時では,反 比例 している 2つ の数量関係 の間
題 のみを扱い,次 の授業の導入 で,反 比例 していない
2つ の数量関係 の問題を行 つた方が,子 どもの定着 に
つながつていつたのではないかなどの意見も出された。
・全体を通 して
ね らいに迫る問題の精選をする必要性や小学校・ 中
学校 9年 間における関数領域の系統性を考えてい く必
要性を改めて感 じた。今回,小 学校教論 と中学校教諭
専門的観点か らの大学教授が一同に揃い話 し合 うとい
う点で,大 変有意義な場であつた。
,

4 威凛 と課題
(1)磁

討 ができるよさがある。
126年 度には,藤 枝市立広幡中学校で行われた研究
授業に参カロし,藤 枝市との授業交流を行った。数学の
授業実践を通 して,地 域を越えて数学指導 の研修がで
き,有 意義であった。27年 度は他地区との授業交流
は実施 しなかったが,今 後他地区 との授業を通 しての
研修も模索 していきたい。
・ ここ数年の本会 の実績が校曇会でも徐 々に認められ
自校 の若手を参加 させたい とい う校長 の要望も間かれ
るようになった。市をあげての若手教員 の育成 に,本

,

会が寄与す る形になつてきている。
・従前の数学指導研修か ら,本 年度より算数・数学指
導研修へ と範囲を広げ,小 学校の教員 を交えて研究授
業及び研究協議を行 つた。小・ 中学校 の教員 が互いの
指導や子 どもの表れを観察する意義は非常に大きかっ
た。 このことによる成果が何点か上げられ る。

・ 研修生にとつては,机 上の研修 とは違い,授 業実践
を通 した研修であるため,子 どもの表れや研究協議 か
ら,授 業力の向上につながる研修 となつた。特に,研
究協議において大学教員 か らの直接 の指導や助言を受
けられることで,単 なるピンポイン トの指導の良 し悪
しに終わらず,数 学的な見方や考え方 の指導の充実 に
焦点が当てられ ,算 数 :数 学教育の本質 に迫る研修 と

ア 小学校の教員 が中学校の授業を見ることで,子
どもがどんなところでつまずいてい るのか,4ヽ 学
校での学びがどんなところでどんな形で生きてい
るのか を,具 体的な姿 として見ることができた。

Ю

焼津市における算数・数学指導研修会 の活動

小学校で指導 していることの学びの先 が見えたこ
とで,中 学校 の学び を意識 して指導す るように
なつた。 さらに,子 どもにも今 の学びが中学校 に
どうつ ながるのか を機会をとらえて話す ことが増
え,子 ども自身が中学校数学を意織す ることにつ
ながった。 また,中 学校 の子 どものう ますきを見

核 当校 の職員 の事後研修 で生 まれた疑問や課題
に対 して,本 会 の研究協議 が活か され る ことは
,

大きな喜 びあ り,本 会が該 当校 の研修 に も寄与す
るよい事例 とな った。

(2)今 後 の口■
・ 小・ 中学校 の教員 が授業実践 を踏 まえて,算 数・ 数

ることから,小 学校で何をきちんと指導 しておく
べ きか,ガ ヽ
学校 の学習がどう生かされるのかなど
学びのつ なが りを知ることができた。
イ 中学校 の教員 が小学校の授業を見ることで,想
像以上に丁事に深 く指導 していること,反 対に想

学指導 を協議す ることは大変意義 がある。 このた め

,

,

来年度か らは,系 統性 を意識 して 2領 域 ,具 体的には
小・ 中学校で 2回 ずつ,合 計 4回 に研究授業 を増や し
たレヽ
。
・ 本年度 までは,研 究授業 を行 う単元や内容 は授業者

像以上に扱いが浅いこ となどの発見があつた。 こ
のこ とにより,中 学校 では,こ れまで子 どもが理
解 していることとして指導を進めていた内容につ
いて,ス パイラルに扱 う必要があることを実感 じ

に任 され てい た が ,授 業 を行 うに 当た つて統 一 した
テーマや関連性等 の視点 を共通 に設 けた上で,研 究授
業 の単元や内容 を決 めたい。
・ 研 究授業 の内容 は,全 国学力学習状況調査 か ら見 ら

た。 また,小 学校 では,子 どもが積極的にたくさ
んの意見を発言するが,中 には数学的に価値 があ
るもの,な い ものがある。そ ういつた 1つ 1つ の
発言の価値,あ るいは発言 について,授 業の 日標
(ね らい)に 関連 させなが ら,ど の ように扱 って

れ る課題や ,子 どもが苦手 とす る分野,学 習内容等 を
考慮 して授業案 を作成 してい る。 しか し,さ らに視野
を拡大 してい くた めに,先 進 的 な取組僕 践例)の 情報
を入手 し,そ の実践例 を元 に授業案 を作成 して取 り組
みたい。 これ によ り,新 しい指導 の視点や ,新 たな授

い くことが適切 であるのかを研究協議 してい くこ
とを通 して,研修員が算数・ 数学の本質に追 つて

業実践 を学 んでい きたい。

い くことができた。

・ 小学校 と中学校 の実践か ら,子 ともの意見の取 り上
げ方,ま とめ方等に相違 があった。例 えば,小 学校 の
授業参観後に,中 学校の教員からは,子 どもの意見に
含 まれた様 々な数学的価値及びその取 り上げ方に関す
る指摘があった。 このため,中 学校の教員が小学校 で

ウ 全国学力学習状況調査で も課題 として取 り上げ
られる 「関数領減 Jに ついて,小 ・ 中学校 の指導
を見合 うことを目的に,本 年度 (平 成 27年 度)
は,小 学校で 「反比例 の意味J,「 中学校で一次
関数 の利用Jを 取 り上げて研究授業・研究協議を

授業を行 う,反 対に小学校の教員が中学校 で授業を行
う実践も視野に入れたい。交流授業は,小 学校か ら中
学校への系統的な学びや指導の研究に役立つ と考 える。
・本年度小学校で研究授業を行 つた際,授 業者の該当

行 つた。学びのつなが りや学習内容 の系統性等の
視点,子 どもの見方や考え方,理 解等 の視点で
小・ 中学校 の教員 それぞれにとつて,新 たな発見
,

や気付きがあつた。
工 小学校で研究授業 年生の授業で実施)を 行 つ
た際,懐 当校 の 6年 部 の職員 も授業を参視 した。
後 日 6年 部 の職員 で この授業 の事後研修 を行
なつた時に,い くつかの疑問や課題が生 じた。 こ
れに対 して,授 業者は,本 会 の研究協議で得 られ
た意見や助言,示 唆等について伝えた ところ,6
年部 の職員からも,と ても勉強になると好評を得

学年職員 が,学年研修のために授業を参視 した。時間
の都合あるいは会 の性質上 ,研 究協議には参加 しな
かつたが,研 究協議を聴講する形で参加 し,学 年研修
に生かすことも可能である。今後は,授 業を行 う学校
の研修にも寄与できる可能性をさらに模索 していきた
い。
・ 第 2期 までは大学教員 が 3名 体制であつたので複数
の教員で研修会に参加できたが,第 3期 (平成 27年

例えば,「 理解を深める問題として,長 方形の
縦 ,横 ,周 りの長 さの関係 について扱 つたが,子

度)か ら2名 体制になったため,複 数での参カロ
が困難
になった。元 の人数 になるように依頼すると共に,複
数 の大学教員 が参加 できるようにスケジュール を組ん

どもがやや混乱 してい るよ うだつた。 問題 は適切

でい きたい。

た。

だ つたか。 Jと い う 6年 部職員 か ら出た疑 間に
対 して,研 究協議 で検討 された 「問題 の内容 を把

附記 平成 27年 度の研修会メンパーは以下の通 り。
飯塚 秀実 (焼 津市立東益津小学校・校長)
人本 邦明 (焼 津市立大村中学校・教頭)
茂木 哲律 (焼 津市立港中学校・ 教論)

握 す ることが難 しい事象 なので,反 比例の関係 だ
けを確認 したいのな らば,も つ と問題 を簡素に し
ては どうか。例 えば,読 んだペー ジ数 と,残 りの
ベ ー ジ数 との関係等 が考 え られ る。 」 とい う内容

海野久美子

(焼 津市立焼津中学校・教綸 )

について伝 えた。

福中 惇也

(焼 津市立豊田中学校・ 教論)

71

飯塚秀実・八木邦明・福中惇也・永野翔一・杉浦芳久・熊倉啓之 袷元新一郎

永野 翔―
杉浦 芳久
石塚

将大
啓之
熊倉
格元新―郎

(焼 津市立大井り
‖中学校・ 教愉 )
(焼 津市立豊田小学校・教輸)
(焼 津市立大富小学校・ 教輸)
(静 岡大学学術院教育学領域・教授 )
(静 岡大学学術院教育学領域・ 教授 )

辮
静岡大学名誉教授・ 國宗進先生には,研 修会の資料
の提供 と研修会の進め方に対 してご助言を頂きま した。
また,静 西教育事務所所長・羽田明夫先生には,本稿
に対 してご助書を頂きました。 ここに感謝 の意を表 し
ます。
註 D 例 えば,中 学校数学教員 の集ま りとして,西
部サー クル (浜 松地区),数学授業を語る会 (志 太 Ⅲ
榛原・ 小笠地区),数 学同好会 (静 岡地区)な どがあ
る。
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