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⼦どもたちの
未来

学校教育の
対応

学校教育の
課題

課題への
対応

変化が加速度
を増し、
複雑で
予測困難な
社会の到来

こうした社会を
よりよく⽣きる
ために必要な⼒
＝「⽣きる⼒」

しかし、
「⽣きる⼒」
の育成は道半ば

「⽣きる⼒」を
改めて捉え直し、
⼦どもがしっか
りと発揮できる
ようにする

学習指導要領改訂の趣旨とは…？

学習指導要領と数学的活動01

⽬標の
整理

指導を通した
実現

そのために、
指導を通じて
育成すべき資
質・能⼒を、
「三つの柱」
に沿って整理

「主体的・対話的で深
い学び」の視点からの
学習過程の改善が必要

算数・数学科の対応
数学的活動を通して、

その実現を図る。

三つの柱
知識・技能

思考⼒・判断⼒・表現⼒等
学びに向かう⼒・⼈間性等

1 2

3 4



2

中学校数学科の新学習指導要領「第３ 指導計画の作成と内容の取
扱い」には…

１ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
⑴ 単元など内容や時間のまとまりを⾒通して、その中で育む資

質・能⼒の育成に向けて、数学的活動を通して、⽣徒の主体
的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際、
数学的な⾒⽅・考え⽅を働かせながら、⽇常の事象や社会の事
象を数理的に捉え、数学の問題を⾒いだし、問題を⾃⽴的、協
働的に解決し、学習の過程を振り返り、概念を形成するなどの
学習の充実を図ること。

学習指導要領と数学的活動01
これを受けて、中学校数学科の教科⽬標には…

数学的な⾒⽅・考え⽅を働かせ、数学的活動を通して、数学的に
考える資質・能⼒を次のとおり育成することを⽬指す。

(1) 数量や図形などについての基礎的な概念や原理・法則などを
理解するとともに、事象を数学化したり、数学的に解釈したり、
数学的に表現・処理したりする技能を⾝に付けるようにする。

(2) 数学を活⽤して事象を論理的に考察する⼒、数量や図形など
の性質を⾒いだし統合的・発展的に考察する⼒、数学的な表現
を⽤いて事象を簡潔・明瞭・的確に表現する⼒を養う。

(3) 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、
数学を⽣活や学習に⽣かそうとする態度、問題解決の過程を振
り返って評価・改善しようとする態度を養う。

学習指導要領と数学的活動01

ところで、数学的活動が初めて学習指導要領に明記されたのは平成
10年告⽰の学習指導要領から。

平成10年告⽰学習指導要領 中学数学科の⽬標
数量、図形などに関する基礎的な概念や原理・法則の理解を深め、数学的な表現や処理の仕

⽅を習得し、事象を数理的に考察する能⼒を⾼めるとともに、数学的活動の楽しさ、数学的な
⾒⽅や考え⽅のよさを知り、それらを進んで活⽤する態度を育てる。

平成20年年告⽰学習指導要領 中学校数学科の⽬標
数学的活動を通して、数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則についての理解を

深め、数学的な表現や処理の仕⽅を習得し、事象を数理的に考察し表現する能⼒を⾼めるとと
もに、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し、それらを活⽤して考えたり判断したりしよ
うとする態度を育てる。

学習指導要領と数学的活動01
20年前に登場した数学的活動が、その後、新学習指導要領まで綿々

と引き継がれ、その充実が現在でも求められ続けていることは、20
年経っても⼗分な成果が得られていないということ。
新学習指導要領の全⾯実施に向けて、数学的活動の⼀層の充実を図

るために、今何が必要なのだろう…？
そのことを理解するためには、数学的活動が「楽しさ」とセットで

登場した意味を考える必要がある。

学習指導要領と数学的活動01
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今回の改訂では、⽬標に「数学的活動の楽しさ」が加えられた。
これは、教課審答申の算数・数学の改善の基本⽅針に「実⽣活にお
ける様々な事象との関連を考慮しつつ、ゆとりをもって⾃ら課題を
⾒つけ、主体的に問題を解決する活動を通して学ぶことの楽しさ
や充実感を味わいながら学習を進めることができるようにするこ
とを重視」するとあるのを受けたものである。

⽂部科学省「中学校学習指導要領解説 数学編」、平成11年9⽉

数学的活動と「楽しさ」02
「数学を学ぶことの楽しさ」の実態について、国際教育到達度評価学
会（IEA）が、国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）において、中
学校２年⽣を対象に⾏った質問紙調査のうち、「数学の勉強は楽し
い」について、「そう思わない」及び「まったくそう思わない」と否
定的に回答した⼦どもの割合を、過去３回の調査結果と⽐較。

実施年 平成７年 平成11年 平成15年
⽇本 ５４％ ６１％ ６１％

国際平均値 ３７％ ３１％ ３５％

諸外国との⽐較

調査結果の分析…数学は国際的には好かれているが、わが国では数学
が好きな⽣徒は多くない。また、わが国の⽣徒は、ほかの国の⽣徒と
⽐較して次の点が明らかになった。
数学をあまり楽しんでいない
数学をやさしい教科であるとは思っていない
数学は⽣活で⼤切であるとは思っていない
数学を使う仕事をしたいとは思っていない

そして、数学への全般的な態度については国際的には肯定的であるが、
わが国は肯定的な割合が最も低い国となっている。

諸外国との⽐較

こうした数学教育にとっての厳しい状況を前提として、数学的活動

には、その「楽しさ」を通して、活動に取り組む⼦どもたちの学習

の現状を改善することが期待された。

数学的活動を授業に取り⼊れ、数学を学ぶことに対する⼦どもたち

の意識を変えたいという思いが込められていた。

数学的活動と「楽しさ」02
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数学的活動と「楽しさ」02

では、数学的活動を通して⼦どもに何を楽しませるか？

数学を学ぶことで得られる楽しさは様々あるが…

ここで⼤切にしたいのは､考えることの楽しさ

では、「考える」とは…？

01

03

02

04 しかし…
「考えてみよう」と⾔われただ
けで考えられる⼦どもはどのく
らいいるだろう？

確かに…
授業で教師が「考えてみよう」
と⼦どもに投げかけることは

少なくない

「考える」とは…
⾃分として納得できるように
問題状況の解消を⽬指すこと

⼦どもが考えることを
楽しむためには…
教師の意図的な仕組みづくりが
⽋かせない！

数学的活動と「楽しさ」02

では、
教師は何を

仕組むのか？

⼦どもの主体的な
学びを引き出す

指導

⼦どもの「やらされ感」が軽減された学び

「なぜだろう…？」
と疑問を持たせる
指導

「もしかしたら…？」
と予想を⽴てさせる
指導

「こうすれば…」
と解決の⽅針を
⽴てさせる指導

「それならば…」
と解決の結果やその
過程を評価・改善･
発展させる指導

数学的活動と「楽しさ」02
⼦どもの主体性を⾼め、「考えることの楽しさ」を実
感させることで、よりよい学びへ導こうとする試みは、
問題解決の授業として、すでに算数･数学科の指導で⻑
年⾏われてきている。

しかし、最近の問題解決の授業には、こうした本来の
⽬的から離れ、少なからず変質したものが増えてきて
はいないだろうか。

数学的活動の現状03
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例えば、
グループワークを取り⼊れるなど形式を優先した

授業
話し合いや発表をすることなど活動⾃体が⽬的化

した授業 など

数学的活動とは、こうした変質した問題解決の授業に
対し、その本来在るべき姿という側⾯から光を当てる
ことで、実質的な授業にするための視点を与えようと
するものである。

数学的活動の現状03
では、問題解決の授業の本来あるべき姿とは？

授業の⽬標を実現するために、⼦どもが⽬的意識を持って主体的に
問題の解決に取り組み、その過程で新たな知識や技能、数学的に考
え表現する⼒などを⾝に付けることができるようにする授業

これを普段の授業で実現するために⾏われるのが
数学的活動を通した指導である。

数学的活動の現状03

多くの教師が、普段
の授業で数学的活動
を通した指導に取り
組むためには…？

誰でも取り組む内容
を数学的活動を通し
て指導することから
始めよう！

型やマニュアルを求
めるのではなく、⾃
分の得意とする教え
⽅を⼤切にしよう！

数学的活動を「⼦ど
もの学習」ではなく
「教師の指導」とし
て捉えよう！

指導を通して⼦ども
の活動を意図的に⽣
み出すための⼯夫を
共有しよう！

そのために、指導の
視点を明確にして授
業デザインに取り組
もう！

６つの視点に基づく授業デザイン04
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実際にどんな数学的活動の授業ができるの？05

明治図書，2018年

今⽇の話について，
「もっと詳しく知りたい」，
「具体的な事例を知りたい」
という⽅は…

ホントに
普段の授業で
できるの？
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明治図書，2021年

「何を教えるのか？」
の数学的活動から、

「どう教えるのか？」
の数学的活動へ！

07

明治図書，2022年１⽉

ICTでも、
授業のバリエーションを
広げよう！

08

明治図書，2022年７⽉
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