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１ はじめに 

 『学習指導要領（平成 29年度告示）解説』より，

中学校数学科の目標には，「数学的活動の楽しさや

数学のよさを実感して粘り強く考え」という一節

がある。これは，数学を学ぶことへの意欲を高める

とともに，数学的活動に主体的に取り組むことを

大切にするとの趣旨によるものである。私は，「数

学を学ぶ意欲を高めるにはどうしたらよいだろう」

と日々悩み，考えながら，授業を行ってきた。 

本校生徒にアンケート調査を行うと，「学習内容

を日常生活で使えるか」ということに興味・関心を

示す生徒が多く，数学と生活の結びつきを期待し

ているのではないかという示唆を得た。このこと

から，「生活で数学を利用する学習」を効果的に取

り入れることで，数学を身近に感じ，考えることを

楽しみ，学ぶ意欲の向上を図ることができるので

はないかと考えた。 

 

２ 研究の目的と方法 

（１）目的 

   「生活で数学を利用する学習」を取り入れる

ことで，数学を身近に感じ，考えることを楽し

み，学ぶ意欲を高めることのできる授業をつ

くる。 

（２）方法 

  次の手順で研究をすすめることにした。 

 ①「生活で数学を利用する学習」を取り入れるた 

めの理論研究 

 ②目的を達成する授業をつくるためのポイント 

の設定 

 ③実践とその考察 

 

３ 理論研究とポイントの設定 

「生活で数学を利用する学習」に関わる先行研

究として，柗元（2009）はその実践の手立てとして

次の手順を示している。 

 

（１）数学の題材を探す 

（２）題材を数学に変える 

（３）学習計画を立てる 

（４）授業をつくる 

（５）授業では話し合いを重視する 

 （１），（２）は教材づくりの段階である。ここで

は，「生徒に現実感のある，しかもより興味を持ち，

内在する数学内容が子どもに合うような題材を探

す」こと，「学校の地域性，生徒の実態，指導目的，

指導法，評価などを考慮しつつ教材を作っていく」

ことが挙げられている。どんな教材を扱うかで，生

徒をひきつけられるかが変わってくる。このこと

から次のポイントを設定した。 

ポイントＡ  

生徒にとって身近な内容で，「考えてみたい」と

興味を持てるような教材をつくる。 

 

 （３）の学習計画を立てる段階では，「発問によ

って子ども思考を狭めずに促進すること（中略）を

伴った学習計画が必要である。」と述べられている。 

 過去の授業を振り返ると，発問にヒントを散り

ばめ，教師側が用意した手立てをなぞらせようと

することが多かった。そのような展開では，生徒の

考える楽しみを奪ってしまう。 

課題解決への手立てを生徒から引き出すことで，

「主体的に取り組んでいる」という実感が湧き，考

えることを楽しめるのではないかと考えた。 

 また，（４）の授業づくりの段階では，「導入の際

に具体的な問題場面を想起できる」ようにしたり，

「実験や調査をして生徒自身がデータを集める」

活動を取り入れたりすることが述べられている。

これらも，「主体的に取り組んでいる」という実感

につながるだろう。 

 以上のことから，次のポイントを設定した。 

ポイントＢ 

 生徒の主体的な取り組みを生かして，課題解決

に向けて意欲的な活動となるような展開にする。 
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 ２つのポイントを達成するには，生徒が問題に

対して「考えたい」と感じ，問題の解決に向け主体

的に考え，学んでいく展開である必要がある。その

ために，相馬（1997）が提唱する「問題解決の授業」

の形で実践するのがよいと考えた。「問題解決の授

業」とは，次のような流れの授業である。 

  ＜授業の流れ＞    ＜生徒の心理＞ 

 Ⅰ 問題を理解する 「おや？」 

 Ⅱ 予想する    「たぶん～だろう」 

 Ⅲ 課題をつかむ  「考えてみよう」 

「やってみよう」 

 Ⅳ 課題を解決する 「なるほど」「わかった」 

 Ⅴ 問題を解決する 「解けた」「できた」 

 Ⅰ～Ⅲの段階では，問題を解きたいという必要

感を持たせ，課題設定につなげることが重要であ

る。ここにポイントＡを位置づけて，身近な内容か

ら問題に興味を持たせ，解きたい，考えたいという

気持ちを喚起することをねらいとした。 

 Ⅲ～Ⅴの段階では，生徒が主体的に課題の解決

方法を考え，問題の解決に向かうことが重要であ

る。ここにポイントＢを位置づけて，課題解決への

手立てを教師側で用意するのではなく，生徒の思

考を生かすことで，より生徒主体で意欲的な学習

活動となることをねらいとした。 

 

４ 授業実践 

 私なりに手応えを感じた授業例と，改善点があ

ると考える授業例を紹介する。 

（１）手応えを感じた授業 

中学校第１学年「８章 データの分析」 

【学習内容】度数分布表，ヒストグラム，範囲， 

代表値 

【目標】度数分布表，ヒストグラム，代表値などを 

用いて，データを読み取り，表現できる。 

【問題】深川市の 2020年 9 月は異常に暑かったの 

だろうか。 

※単元の導入と学習内容を合わせて５時間を通し 

て実施 

 「去年の９月は，９月なのに暑かったのを覚えて

いる？」の問いかけに，当時を思い出し「暑すぎた」

「おかしかった」など様々な反応があった中で問

題提示をした。 

異常に暑かったかを調べるには，データが必要

であること，比較対象があるとよいことが出され

た。気象庁のサイトに気温のデータがあることを

紹介した上で，それを Google スプレッドシートに

まとめたもの（図１）を提示し，予想させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ スプレッドシートにまとめた気温データ 

 

なお，2018 年のデータを比較対象としたのは，

学習内容に照らし合わせ，次のようなねらいを持

ったためである。 

・最も気温が高い日，低い日がともに 2020年にあ 

ることから予想が割れることを期待し，比較の 

必要感を高めたい。 

・度数分布表やヒストグラム，範囲には異なる特徴 

がある。一方，代表値には大きな差が生まれない 

意外性がある。これらのことを使って，それぞれ 

の意味やよさ，関連性を考えるきっかけにした 

い。 

予想は「30℃超えの日が 2020年にしかないから，

2020 年の方が暑い」というものが多数だったが，

議論させると，次のようなやり取りがなされた。 

 S1：でも，気温が低い日もあるね。 

 S2：本当だ。一番低い気温は 2020 年にあるね。 

 S3：寒い日もあるから，2020年の方が暑いとは 

言い切れないかもしれない。 

 下線部のように異なる予想が出されたところで，

「2020 年の方が暑いと言えるのだろうか」と課題

を設定した。←ポイントＡの実践 

課題解決の方法を考えさせると，多くの生徒が

平均値を挙げたが，少し考えさせると，小学校で習

ったことを想起し，他の代表値や度数分布表，柱状

グラフ（ヒストグラム）などの方法が出された。こ

れらを使ってデータを分析していくことを確認し，

授業を展開した。←ポイントＢの実践 

 度数分布表，ヒストグラムの時間では， 

・度数分布表から，2020年にのみ 30℃以上の日 

が 3日あるので，2020 年の方が暑かった。 

・ヒストグラムを見ると 2020 年の方が形にばらつ 

 きがある。 
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といった考察が出された。 

代表値の時間では， 

・平均値は 2020 年の方が 1℃高いので，2020年の 

方が暑かった。 

（一方，1℃ならほぼ変わらないという意見もあ 

った） 

・中央値がほぼ同じなので，それより気温が高か 

った日も低かった日も日数はほぼ同じ。異常と 

は言えない。 

・最頻値がどちらも 23℃で，その階級の度数も同 

じなので，平年並みの日が多かった。 

といった考察が出された。度数分布表，ヒストグラ

ムとは異なり，違いがほぼないという結果に生徒

たちは驚いていた。 

 これらの結果から，「2020 年は 9月全体で見ると

異常に暑いわけではないが，日ごとに見ると異常

に暑い日があった」と，代表値による見方，分布に

よる見方，それぞれの視点の考察をまとめること

ができた。 

 

（２）改善点があると考える授業例 

中学校第１学年「５章 比例と反比例」 

【学習内容】反比例の活用 

【目標】ランドルト環に隠された反比例の関係を 

見つけ，考察し表現できる。 

【問題】視力が 2.0の人は，5m先からどれくらい 

のすき間が見えているのだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 資料（実際は実物大で配布） 

 誰もが経験のある題材で，視力 2.0 に憧れを持

つ生徒も多かった。実物大のランドルト環を配布

したことで「1.0 でも思ったより小さい」といった

声が聞かれ，生徒たちの興味・関心は高かった。 

 「視力が高くなると，それに伴ってすき間は小さ

くなる」ことを生徒に問いながら確認すると，反比

例か，比例定数が負の場合の比例か，という予想が

出された。「視力とすき間の関係を見つけよう」と

課題設定した。←ポイントＡの実践 

生徒自身でデータを集め，主体的に考えること

をねらい，すき間を実測させた。その結果を基に，

表にまとめたり，座標をとったりして反比例であ

ることを発見し，表や式を用いて，視力 2.0のラン

ドルト環のすき間を求める，という流れで問題を

解決した。←ポイントＢの実践 

その後，練習問題として視力検査表にない視力

8.0のランドルト環のすき間を求め，「小さすぎ！」

という感想とともに授業を終えた。 

＜改善点＞ 

 ２つのポイントを押さえたつもりで，意欲も高

く取り組む様子は見られたが，授業後に「環自体の

大きさはどうなんだろう」という疑問が出された。

生徒の視野の広さに感心するとともに，私が問題

提示の時点で生徒の思考を狭めてしまっていたこ

とを痛感した。 

「すき間」と限定せず，生徒の思考を生かして，

「環の大きさ」や「環の太さ」など，ほかの変数に

まで考えることをねらうといった工夫が必要であ

る。生徒が主体となって考えることを楽しむため

に，思考を狭めず，多様な考えを引き出せるように

したいと，改めて感じた授業であった。 

 

５ 成果と課題 

（１）成果 

 ポイントＡをもとに，生活に即した身近な内容

を扱うと，生徒の「考えてみたい」という意欲から，

自然と課題設定に向かうことができた。また，数学

が苦手な生徒も，生活に即した問題の方が，数学の

世界の問題よりも予想する活動に参加できた。導

入の時点で取り残されてしまうことが減ったとい

える。 

１人でも多くの生徒が意欲も持って考えようと

するために重要なポイントであると考えられ，私

自身も，教材研究をする際に，どんな題材が使えそ

うか，興味を持ってもらえそうかと考えるのを楽

しんでいる。 

ポイントＢをもとに，課題解決の手立てを生徒

の思考から引き出すことで，「どんなことを使って

解決するか」の見通しが持てるので，主体的に考え
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ようとする生徒が増えた。また，課題解決の手立て

を，話し合いなどを用いて共有する時間を適切に

設定することで，低位の生徒も考え始めることが

でき，「わかった」「できた」という経験をするチャ

ンスを得ることにも改めて気付かされた。このこ

とは，「生活で数学を利用する学習」に限らず，ど

の授業でも意識するようになった。 

 

（２）今後の課題 

 両方のポイントについて，発問で思考を狭めな

い工夫が必要である。普段の授業から生徒の思考

を狭めない姿勢を示し，自分たちの考えが生かさ

れている実感を持たせると，より主体的に考える

ことができるだろう。 

一方で，思考が広がればその分，解決までの時間

もかかる。今までも，広がりすぎて収拾がつかず，

時間がオーバーすることが度々あった。 

「何を学ばせるのか」というねらいを持ち，思考

を狭めすぎず，広がりすぎないよう，バランスを考

えて教材，発問を考える必要がある。 

 

６ おわりに 

「生活で数学を利用する学習」に関わって，生活

と数学の結びつきに関連した調査の結果を見てみ

ると，令和３年度全国学力・学習状況調査の質問紙

調査（表１）では，数学で学んだことを生活に活用

できるか考える生徒が約 50％しかいないことがわ

かる。自校の生徒に同様の質問をしても，「数学を

学習しても将来使わない」という回答がまだ多く

聞かれる。 

 

(56) 数学の授業で学習したことを，普段の生活

の中で活用できないか考えますか 

当てはまる どちらかと

いえば当て

はまる 

どちらかと

いえば，当て

はまらない 

当てはまら

ない 

19.7% 30.8% 31.9% 17.4% 

表１ 令和３年度 全国学力・学習状況調査より 

 

 「生活で数学を利用する学習」の経験を重ねるこ

とが，生徒たちが数学を生活に活用できるか考え

られるようになるきっかけとなるはずだというこ

とも期待し，今後も効果的な「生活で数学を利用す

る学習」の在り方について研究していきたい。 
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