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【実践研究】

中学校数学科におけるミックスドメソッドアプローチによる
「深い学び」の喚起に関する研究
―「数学史」を取り入れた授業を通して―

仲宗根亜矢子・小林稔
琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・南風原町立南風原中学校

琉球大学大学院教育学研究科（教職大学院）

Study on encouraging of the “deep learning” in the lower secondary school mathematics class, with 
the use of mixed approach method. Analysis of the class implementing history of mathematics

Ayako NAKASONE,  Minoru KOBAYASHI

１．背景

　アクティブ・ラーニングは、大学教育における質的転換に向けたキーワードの１つとして「学生が主体
的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修」とされ、平成 24 年８月中央教育審議会（以下、中教
審）答申で提唱された。それを受けて、平成 29 年７月に示された中学校学習指導要領解説（以下、解説）
においては、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けたいわゆるアクティブ・ラーニングの視点に立っ
た授業改善の推進が求められている。
　このような状況の中、OECD の 2015 年における PISA 調査では、日本の数学的リテラシーが国際的に
みると 2012 年に引き続き平均得点が高い上位グループに位置していた（国立教育政策研究所 2015）。さ
らに、IEA が 2015 年に実施した国際数学・理科教育動向調査 TIMSS の質問紙調査結果では、「算数・数
学は楽しい」と思う児童生徒の割合が 2011 年の前回調査と同様に増加しており、中学校においては、国
際平均との差が縮まっている傾向がみられた。加えて「日常生活に役立つ」、「将来、自分が望む仕事につ
くために、良い成績をとる必要がある」という生徒の割合が増加しており、国際平均との差が縮まってき
ている（国立教育政策研究所 2015）。ところが、筆者の普段の授業を振り返ると、生徒からよく「なぜ、
こんな勉強をしているの」「どこから、こんな発想が思いつくの」など疑問を持ち出してくる。このこと
は生徒が、数学の原理や規則性などの根本的なところを求めているのではないか。例えば、当たり前のよ
うにある数直線やグラフは、実は数学を創造していく上で、出てきた発想であるということを生徒が体感

要　約

In this study, a hypothesis, that deep learning can be induced by introduction of the history of 
mathematics into the class, was analysed with the mixed approach method. According to the result of 
repeated two-way analysis of variance in the quantitative analysis using “self evaluation measure of 
deep learning”, no statistically significant difference has been observed between the research group and 
the control group. On the other hand, according to the qualitative analysis with the use of KH-coder, it 
was established that the data from around 3 months after implementation of the history of mathematics 
shows aspects of deep learning being achieved. 
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すれば、その素朴な疑問の氷解に繋がるだろう。これに関連して吉田（2003）は、「『数学は創るもの』で
あり、喜怒哀楽に揺れ動くという生身の人間の営みの中から生まれた、まさに『人の技』であることへの
理解、その認識の欠落が、現代の数学教育を極めて困難なものに変じさせているのではないか」と警鐘を
鳴らしている。他にも片野（1992）は、「数学を学ぶ意義は、どうしても数学の歴史から考えてみないと
わからない」と述べており、同様に塚原（2002:62）も「『数学史』は、そのプロセスにおいて、数学的な
考え方の現実的世界を提供し、ものの見方に対する深い洞察と問題解決に向けての示唆を与える」と報告
している。一方、昨今のアクティブ・ラーニングの実践に関して、松下（2016a:1）は、往々にしてグルー
プワークやディスカッション、そしてプレゼンテーションなどの活動を組み込んだ授業形態というレベル
にとどまっていることを指摘するとともに、松下（2016b）は、文部科学省の「深い学び」では、問題発見・
解決が強調されて、概念や原理に基づく理解という側面が相対的に弱く、初等・中等教育で以前から問題
視されてきた「活動あって学びなし」になることを懸念している。つまり、この懸念を払拭させるためには、
今現場で浸透しつつある学習の形態に焦点をあてる「アクティブ・ラーニング」と学習の質や内容に焦点
をあてる「ディープ・ラーニング」を組み合わせてつくった概念であるディープ・アクティブラーニング
に焦点をあてることだと主張している。このディープ・アクティブラーニングの定義は「学生が他者と関
わりながら、対象世界を深く学び、これまでの知識や経験と結びつけると同時にこれからの人生につなげ
ていけるような学習のこと」である（松下 2016a:1）。従って、「数学史」を取り入れたディープ・アクティ
ブラーニングの授業から「深い学び」の様相をより明確にすることが重要なのだろう。

２．研究目的

　本研究の主な目的は、ディープ・アクティブラーニングを用いた授業の中で、「数学史」を取り入れる
ことによって、どんな「深い学び」がより喚起するのかを、ミックスドメソッドにより明らかにすること
である。

３．先行研究と「解説」における「数学史」と「深い学び」の関連について

　背景に示した数学史に関する先行研究以外にも、例えば、長岡（2003）は数学史について、「数学史と
は、さまざまの数学的概念や数学的理論あるいは数学的技術を、時間（時代）と空間（地理）を軸とした
多重の拡がりの中で相対化してとらえることで、数学の歴史を、単に、知識蓄積的な前進過程としてでは
なく、おのおのの時代の数学的文化を他の時代の数学的文化と、敢えて並列的にとらえることを通じて、
我々が無条件に前提としている現代の数学観、その数学観に根拠をおく近代科学とその上に成り立ってい
る思想を批判的にとらえる学問的基盤を構築するための道具である」と述べている。他にも国外における
数学史に関する先行研究として、塚原（2002:90-93）は、Arcavi（1982）の実践について、「数学史は、学
習者が数学的概念・原理・法則を関係的・構造的に理解することに役立ち、学習の過程の中で理解の仕方
についての認識を深めることができる」と有用性を示している。同様に、Hallez（1992）の実践について
は、数学史の学習を通して「数学的な見方・考え方のよさを深く認識することができる」とする事例を報
告している。一方、「解説」においては、「深い学び」を実現する上で欠かすことができないものとして「概
念や原理・法則の理解」とあり、「『深い学び』の鍵として、「見方・考え方」を働かせることが重要になる」
と記されている。

４．本研究における「深い学び」の捉え

　先述したように、「解説」では、「概念や原理・法則の理解」をすることにより「深い学び」が実現でき
るとある。同様に中教審（2016）では、深い学びについて「習得・活用・探究という学びの過程の中で、
各教科等の特質に応じた『見方・考え方』を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、
情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりす
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ることに向かう」と規定しているが、これらの深い学びの捉えはきわめて抽象的な表現であり、「深い学
び」を学校現場で浸透させるためには、1 つには「深い学び」をより具現化する必要がある。もう 1 つに
は深い学びの捉えをより広くする必要があるのではないだろうか。すなわち、平成 29 年 3 月に改訂され
た学習指導要領の審議の過程において、松下（2017）が提唱するディープ・アクティブラーニングの「深
さ」の重要概念が参照され、深い学びの文言に反映されたにもかかわらず、前述したように「深い学び」
が限定的な捉えになっていること、また、すでに記したが文部科学省が規定する「アクティブ・ラーニン
グの視点に立った深い学び」については、「活動あって学びなし」になることが懸念される（松下 2017）。よっ
て本研究では、文部科学省が提唱する「深い学び」の規定をそのまま援用するのではなく、松下（2016a:11-19）
の「深さの系譜」の論に依拠する。具体的には、深い学びを「深い学習あるいは学習への深いアプローチ」
注 1）「深い理解」注 2）および「深い関与」注 3）の３つの深さの重要概念を複合したものと広義に捉える。

５．研究方法

　⑴　対象と時期

　本研究の対象者は沖縄県内の公立中学校Ａ校とＢ校の１年生で、実践グループ（５クラス、男子
85 名、女子 78 名）、対照グループ（５クラス、男子 89 名、女子 79 名）である。調査は、2018 年４
月 12 日から７月中旬に実施した。

　⑵　「数学史」を取り入れた単元指導計画

　第１学年、単元名は１章「正負の数」、２章「文字と式」で、それぞれ指導計画は 20 時間と 16 時
間である。１章から２章にかけて、「数学史」を導入した箇所を表１、表２で示した。

　⑶　対照グループへの対応

　対照グループに関しては、東京書籍株式会社（2017）「新編新しい数学１」の年間指導計画及び指
導書に沿って、授業を展開・実践した。尚、対照グループについて、実践グループと同様に、ディー
プ・アクティブラーニングの手法を用いた。また研究の時期が終了次第、「数学史」を取り入れた授
業を展開・実践した。

　⑷　検証方法

　　①　ミックスドメソッドアプローチを取り入れる理論的背景
　量的研究法と質的研究法を融合させるミックスド・メソッド（mixed method）は、ビトウイー
ン・メソッド（between method）、クロスパラダイム（cross paradigm）等（平山 2006）とも言
われ、邦語では混合研究法と呼ばれている。ミックスドメソッドは、1990 年代以降、教育、医療、
看護、福祉といった応用分野において積極的に取り入れられるようになった比較的新しい研究アプ
ローチであり、Journal of Mixed Methods Research も発行からわずか６年で影響度指標（impact 
factor）の高さが、Sage 出版発行の社会科学・学際系学術雑誌 92 誌の中で上位４位にランクされ
るまでなっている（抱井 2014）。このことからも、世界的にみてミックスドメソッドに対する関心
と期待が急速に高まっていることがわかる。さて、表３は、量的研究と質的研究の特徴について報
告した抱井（2015）の言説をまとめたものであるが、同時に「混合研究法（ミックスドメソッド）
はもともと質的研究と量的研究のハイブリッドとしてうまれたものであり、混合研究法そのものが
いわば多様性を具現化したような研究アプローチである」と記している。さらに、古代ギリシャの
哲学者アリストテレスの名言「全体は部分の総和に勝る」を引用しつつ「（名言は）質的・量的研
究のそれぞれの強みを活かし、それぞれの弱点を補い合うことでシナジー効果（相乗効果）を実現
しようとする混合研究法の核心をつく言葉である」と述べている。
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表１「数学史」導入直後（１章「正負の数」）の実践グループと対照グループの学習活動内容

＊波線は「数学史」導入
＊本表は、「数学史」導入箇所のみ記したものであって、ディープ・アクティブラーニングについては、実践グループ、
　対照グループともに実施している。
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表２「数学史」導入約３か月後（２章「文字と式」）の実践グループと対照グループの学習活動内容

＊波線は「数学史」導入
＊本表は、「数学史」導入箇所のみ記したものであって、ディープ・アクティブラーニングについては、実践グループ、
　対照グループともに実施している。
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図１　実践グループ「数学史」導入直後（１章「正負の数」）
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図２　実践グループ「数学史」導入約３か月後（２章「文字と式」）
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図３　対照グループ検証約３か月後（２章「文字と式」）
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表３　量的研究法と質的研究法の特徴について

　また大谷（2006）は、質的研究法であるエスノグラフィ法と量的研究法を融合したバーリナら
（1975）の研究を説明する中で、量的研究について、信頼性確保の手続きが、質的研究よりも優れ
ているとしながらも「研究の初めに設定した（量的研究の）仮説の根拠は、状況文脈的でなく要因
分離的であり、（中略）信頼性を偏重した単純な実験デザインによる知見では、授業にまったく歯
が立たないことを物語っている。」と述べるとともに、授業研究においては、質的研究と量的研究
の長所を生かしたミックスドメソッドを推奨している。
　したがって、本研究では、状況文脈的な学校現場における実践の中で、集団に対して数学史を導
入する仮説検証型であることから、ミックスドメソッドアプローチによる分析が適切と判断した。

　　②　テキストマイニングと KH Corder について
　テキストマイニングは、計量テキスト分析（樋口 2018:i）とも呼ばれ、「自由記述やインタビュー
の記録、新聞記事などの文章を、コンピュータを用いて言葉を抽出し、統計的に分析していく手
法」（福島 2016）である。また、質的分析法を数的に処理したフリーソフトウエアが「KH Corder

（Ver.3.0）」である。越中ら（2015）は、「KH Corder は、語の選択にあたり恣意的となり得る『手作業』
を廃止し」と述べていることから、客観性を重視するために有効な手段であるといえる。よって、
本研究では、質的データの解釈の妥当性を高めるために、データを量に変換する KH Corder を用
いることとする。さらにいうなら、樋口（2018:i）は、KH Corder について「KH Corder を使用し
た研究事例は 2013 年９月現在、論文と学会発表とをあわせて 500 点を数えている」と報告してお
り、学術的研究に十分に耐えうるフリーソフトウエアといえよう。また、利用者のニーズに応じて、
KH Corder のソフトは改良を重ねてきている事実もあることから、今回、KH Corder は 2018 年７
月 26 日に改訂され、バージョン 3.0 が公開されている。本研究では本ソフトを活用した。実際の
方法としては、毎時間の生徒の自由記述で得られた文字データを「KH Corder（Ver.3.0）」にて抽
出し、共起注 4）回数および単語の出現頻度をまとめる。その際、分析対象の品詞を「名詞」「動詞」「サ
変動詞」「形容詞」「形容動詞」「副詞可能」の６つとし、最小出現回数を５回以上と定めた。さらに、
共起の程度が強い語を線で結ぶ共起ネットワークを作成した。この図の特徴として、語と語の関係
が多く出現しているものは線が太く、語そのものが多く出現するものは円が大きくなる。

　　③　振り返りシートの比較分析（実践グループ 13 名および対照グループ 13 名の比較） 
　すべての授業において授業終了後、振り返りシートを用いて自由記述で感想を書かせた。その際、
感想には、「気づいたことや疑問に思ったこと、学んだことが使えることなど」を書くように促した。
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また、本研究の対象全体に関しては、一定の規模があるため、質的な分析にあたっては、集団の代
表を選定しなければならない。その選定にあたっては数学の理解度のバランスを考慮した。具体的
には、実践グループおよび対照グループ（下位６名のサンプル記述 36、中位４名のサンプル記述
24、上位３名のサンプル記述 18）の各々 13 名（サンプル記述 78）を抽出し、KH Coder3 を用い
てテキストマイニングを実施した。尚、下位、中位、上位のグループ分けに関しては、まず初めに
実践グループについて授業前の４件法のアンケートで、小学校の算数が「とても嫌い」と「まった
く理解していない」に回答した者を下位、同様に「とても好き」「とても理解している」と回答し
た者を上位グループとし、さらに、「とても嫌い」、「まったく理解していない」、「とても好き」及
び「とても理解している」に回答しなかった者を中位とした。ただし、教員が評価した結果、明ら
かに下位に入らない者２名と上位３名については除外し、下位、中位、上位を合わせ 13 名となっ
た。他方、対照グループについては、下位、中位、上位とも実践グループと同じ手続きで同人数を
抽出した。次に 13 名の記述について、共起ネットワークを描画した。また、「１つ文書に含まれる
語の数が少なく、それぞれの語が一部の文書中にしか含まれていないようなデータでは、語と語の
関連を見るために Jaccard 係数を使用するとよいだろう（樋口 2018:154）」と述べていることから、
本分析では共起関係を Jaccard 係数により検討した。尚、自動的にテキスト形式へと変換させるた
めに、円周率を表すπは「パイ」へ、個人名は「友達」とし、２つの語句のみ表記し直した。
　尚、生徒の記述例の解釈に関しては、共著者による「仲間同士での検証」（メリアム 2004）を行
うとともに、公立Ａ中学校数学科教員によるＹ、Ｏ、Ｎ、教員の「メンバーチェック」（メリアム 
2004）を受けた。

　　④　深い学びの自己評価尺度による分析（実践グループおよび対照グループに向けて実施）
　本授業分析において量的な分析を取り入れる意義に関しては、ミックスドメソッドアプローチを
取り入れる理論的背景の稿で述べたが、それ以外にも担当する教員の心理的な要因をあげることが
できる。つまり、日常の授業はクラス全体を対象に行われており、分析を実施しようと計画した授
業について、対象としたクラスが集団としてどのように変わったのかを知りたいという欲求を教員
がもつことは、至極当然のことである。また、このような欲求の問題だけでなく、集団を対象に授
業を実施しているので、教員にはその集団がどのように変化したのかについて評価する責務が生じ
ていると捉えるべきであろう。総じて、集団としてどう変わったのかを量的に検討する意義は大き
いのである。ただし、分析の結果として、集団では変化のみられない場合もあるが、それは分析に
あたって「サンプリングした評価項目についてのみ」、且つ、「集団という単位」で実践の効果が認
められなかっただけであって、実践の効果そのものがなかったわけではない。もし、他の評価項目
であれば統計的に有意な変容がみられたかもしれない。さらにいうなら、集団として変容がみられ
なかった評価項目でも、個人レベルでは、変化が認められる場合が往々にしてある。したがって重
ねての説明になるが、数学史導入の実践の教育効果を検証するために、本研究では、集団の動きを
量的に捉えるとともに、個々の変容を質的に捉えようとミックスドメソッドを導入したのである。
そこで、本研究における具体的な量的分析にあたっては、中学校数学科における「深い学び」の自
己評価尺度を使用する（小林ら 2018）。この尺度は、「規則性追究」「振り返り」「批判的精査」「協
働的伝達」「日常生活関連」「見通し・仮説」の６因子 24 項目から成っている。また、小林ら（2018）
は「各質問項目を詳細に読みとることで中学校数学科における「深い学び」の子供の様相をある程
度把握することができるようになった」と記しているので、実践の前後において、本尺度を用い、
一定程度、客観的に「深い学び」がどのように変容したのかを検討した。
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６．結果

　⑴　質的分析（振り返りシートの時期比較と群比較）

　　①　実践グループ（13 名全体）における「数学史」導入直後と「数学史」導入約３か月後の比較
　　　［実践 36 時間］

　数学史を取り入れることにより、質的にどんな「深い学び」が喚起されているのかを見るために、
共起ネットワークを用いて実践グループ全体の変容を検証した。その結果、図１では、７つのコミュ
ニティ注 5）が見いだされた。また、「深い学びの喚起」の具体については、コンコーダンス注 6）を検
討することにより明らかにした。表４に「数学史」導入直後のコンコーダンスの記述例を挙げる（カ
ギカッコは共起関係にある抽出語）とともに、記述例に関連する因子名を記した。同様に、図２は
数学史導入約 3 か月後の共起ネットワークであり、８つのコミュニティが見いだされた。また表５
は同時期のコンコーダンスである。

表４　「数学史」導入直後のコンコーダンスと深い学び

表５　「数学史」導入約３か月後のコンコーダンスと深い学び
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　　②　実践グループ（下位、中位、上位）における「数学史」導入直後と「数学史」導入約３か月後の
比較数学史を取り入れることにより、下位、中位、上位の生徒の「深い学び」が、どのように喚起
されているのかを見るために、13 名の記述の変容を表６に示した。

表６　「数学史」導入直後と約３か月後における同生徒の記述

　　③　「数学史」導入約３か月後における実践グループ（13 名）と対照グループの比較（13 名）
　数学史を取り入れた場合と取り入れていない場合では、「深い学び」の喚起がどのように違うの
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かを見るために、共起ネットワークを用いて対照グループ全体の変容を検証した。その結果、図３
では、５つのコミュニティが見いだされた。表７に検証約３か月後のコンコーダンスの記述例を挙
げる（カギカッコは共起関係にある抽出語）とともに、記述例に関連する因子名と学習活動を記した。

表７　対照グループにおける検証約３か月後のコンコーダンスと深い学び

　⑵　量的分析（振り返りシートの時期比較と群比較）

　　①　授業前後における生徒の主観評価に関するグループ比較
　数学の授業はどの程度好きですか。嫌いですか。」「数学の授業をどの程度理解していますか。理
解していませんか。」の２つの質問に関して、授業前後に４件法で尋ねた。実践グループと対照グ
ループの間で授業前後の変化に違いがあるかどうかを検討するため、各々の割合を算出するととも
に、独立性の検定（χ2検定）を行った。結果は、表８と表９の通り、両質問項目とも、統計的に
有意な関連性は見いだせなかった。よって生徒の主観レベルでは、数学史導入の効果はみられな
かった。

　　②　授業前後における「深い学び」の自己評価尺度に関するグループ比較
　表 10 に示す通り、交互作用がすべての下位尺度および全体（以下、深い学び）において、統計
的に有意ではなかったので、数学史の導入効果は認められなかった。結果を詳細にみると、時期の
主効果に関して、振り返りと日常生活関連を除く、すべての下位尺度と深い学び（全体）で統計的
に有意であり、事後の得点が高かった。総じて、実践グループと対照グループとも深い学びが喚起
されていた。

７．考察

　⑴　質的分析より

　本研究は、ディープ・アクティブラーニングを用いた授業の中で、「数学史」を取り入れること
で、どんな「深い学び」がより喚起するのかを、ミックスドメソッドにより明らかにすることだっ
た。量的分析では、両グループとも深い学びが喚起されたことが明らかになったが、数学史の導入
によっていかにより喚起したのかを検討するため質的分析の結果から解釈した。
　そこで質的分析にあたっては、「数学史」に関連する共起関係の語と、文部科学省が定義した深
い学び（中教審 2016）（以下、定義）の具体的様相を比べるとともに、「深い学び」の自己評価尺度（小
林ら 2018）の下位尺度（以下、下位尺度）の定義および従来の「深い学び」に関する理論の一つ、
すなわち、Biggs ＆ Tang（2011）の提唱をもとに、松下（2016a:46）が「活動の動詞から見る学
習への深いアプローチと浅いアプローチの特徴」について作成した表（以下、「深い・浅いアプロー
チ」）の学習活動と照らしあわせ検討した。

　　①　実践グループ（13 名全体）における「数学史」導入直後と「数学史」導入約３か月後の比較
　　　［実践 36 時間］
　　　Ａ．数学史導入直後
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　表４の「数学史」導入直後のコンコーダンスより、01 は、表 1 第 10 時の実践の記述例であり
抽出語として「魔」「方陣」が出現した。実践の内容は、縦、横、斜めの３つの数の和が、すべ
て同じである古代中国の九星術（魔方陣）のもとになっていることや、版画家 Albrecht Dürer

（1471-1528）の作品「メランコリア」に現れている「魔方陣」に触れたものである。これは表１
にも示しているが、上垣（2014:18-23）の実践研究をもとにした授業である。KH Coder ３では、「魔」

「方陣」と２分割され抽出されているが、本稿では、それらをコーディングし「魔方陣」と記す。
生徒の記述例を詳しくみると「最初は『魔方陣』のやり方がわからなかったけど、「友達」に「教
えて」もらって分かりました（原文そのまま、以下同様）」と述べており、周囲の者との相互作
用により学びが成り立っていったと考えられるので、これは下位尺度の「協働的伝達」がかかわっ
ており、それと関係する深い学びが喚起されたと推察される。
　次に 03 は、表１における第 11 時の実践のコンコーダンスの記述例であり、抽出語として「自分」

「増えて」が出現した。第 11 時の実践は、小林（2011）が開発した教材をもとにした実践であり、「外
挿法」と呼ばれるＡの「発見的アプローチ」と、日常事象をもとに負数乗法を解釈するＢの方法「物
理的アプローチ」の２つの方法を比較し、知識構成型ジグソー法の手法を取り入れた内容である。
つまり「負の数×負の数は何かを考える」授業であった。具体的に生徒は「『自分』はＡの方法
の４ずつ『増えて』いくことに気づいたので、これがいいと思った」と記している。この中で「～
４ずつ『増えて』いく～」は規則性の意味を含んでいるが、「～を気づいた～」は、単なる認知
である。よって、下位尺度の「規則性追究」とは部分的に合致しているといえよう。
　続いて 04 は、表１第１時の実践のコンコーダンスの記述例であり、抽出語として「自然」「学び」

「数学」が出現している。実践の内容は、森田（2015:13-22）の記述をもとに、導入で、数学を意
味する mathematics という言葉が、ギリシャ語のμα' θηματα （ 学ばれるべきもの）に由
来することで、数学は学び直しであることを生徒に伝えた。続けて、数の成り立ちを実感させた。
具体的な記述例は、「『自然』数など、今まで知っていた当たり前のありふれていた正の数や負の
数を『学び』直す（『数学』の語源に振り返る）ことができた」とある。この中で「今まで知っ
ていた当たり前のありふれた正の数や負の数」の記述は、歴史的な数の成り立ちを学んだことで、
数そのものの見方が変わったと捉えられる。また、この記述からは、従前の学習内容と照らし合
わせた行為をうかがい知ることができるので、下位尺度の中でいうなら「振り返り」と判断でき
よう。
　同様に 05 は、表１第３時の実践のコンコーダンスの記述例であり、抽出語として「直線」「使っ
て」が出現している。この時の実践は、これまでとは異なる数直線の見方を広めたイギリスのジョ
ン・ウォリスの発想をもとにした授業であった。生徒の具体的な記述例として、「数『直線』を『使っ
て』考えてみると分かりやすくなることを実感した。」が示されているが、この実践では、数の
大小を扱っており、それらを比べる際に数直線という道具を適用させるとわかりやすいと体感し
たのであろう。したがって、「深い・浅いアプローチ」でいうところの「身近な問題に適用する」
に相当すると考えられる。

　　　Ｂ．数学史導入約３か月後
　数学史導入約３か月後の共起ネットワークに関しては、図２の通りであった。また、そのコン
コーダンスについては表５に示している。表５の 01、02 および 04 は同じ授業におけるコンコー
ダンスであり、表２第 14 時に実践の記述例でみることができる。01 では抽出語として、「先生」「誕
生」「π」「使われ」および「分かった」が、また、02 では「疑問」、04 では「続く」が表出した。
　これらの実践は、教科書（2017:262-263）で取り上げられている「πへの挑戦」と題した「ア
ルキメデス」の努力や足跡を扱った内容である。01 の具体的な記述例をみると、「『先生』の『誕
生』日は、２「『π』− 1 で、円周率が『使われ』、自分の『誕生』日は３『π』− 21 だと『分かっ
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た』」と記されている。このことは、学んだ内容である円周率「π」を、身近な自分の誕生日と
関連させ３π− 21 と示していることから下位尺度の 1 つである「日常生活関連」が関与してい
ると推察される。よって、日常生活関連にかかわる深い学びが喚起されたのだろう。加えて、「深
い・浅いアプローチ」と照らしあわせるなら、「関連づける」と「身近な問題に適用する」といっ
た深い学びの喚起を指摘することができる。
　続けて 02 の具体的な記述例をみると、「アルキメデスは、なんでπを求めようとしたのか『疑
問」に思った」となっている。尺度の原文における「批判的精査」の項目には、単なる疑問を含
んでいることから、この記述例は下位尺度の「批判的精査」という深い学びに関連していると判
断できる。
　また、04 の具体的な記述例には「πはロケットの帰還に重要なことだと言っていたが、永遠
に『続く』πをどうやって解明していくかが今後の楽しみだ」がある。永遠に続いていくπに対
して、解明していこうとする思いや考えの記述が見られることから、下位尺度では「見通し・仮
説」にあたると考えられる。次に、表２第２時の実践におけるコンコーダンスの記述例 03 およ
び 06 について考察する。03 と 06 の実践は、文字を使った式で表す内容であり、03 では、抽出
語として「友達」「教えた」「出来る」が、また、06 では、「文字」「理解」が出現した。03 の具
体的な記述例として「『友達』に文字式のことを『教えた』から理解『出来る』ようになった。」
とあることから、友達に文字式を教えたことにより、相互作用が成り立ったと考えられ、下位尺
度では「協働的伝達」に関係していると推察される。「深い・浅いアプローチ」では、「説明する」
があてはまるだろう。一方、06 の記述例は、「『文字』が出てきてとまどったけど、具体的な数
字で考えていくことで『理解』することが出来た」であった。さらに 06 に関して、生徒は文字
に直面して戸惑っているところを「具体的な数字で考えていく修辞的代数」で捉え、そこから「記
号的代数」を理解しようとする記述が見られる。したがって、「深い・浅いアプローチ」にあて
はめると「言い換える」「関連づける」がおおよそ合致する。
　最後に、05 は、表２の第１時の実践のコンコーダンスの記述例である。この時の実践内容は、
正方形をつなげた棒の本数の求め方を式や図を使って説明することであった。具体的に生徒は、

「何かが増えていくみたいな『規則』性を『求めて』いくことが、雷やリアス式海岸につながり、『フ
ラクタル』になることがすごいと『思った』」と書いている。つまり、下位尺度では「規則性追究」
や「日常生活関連」と一部合致し、一方の「深い・浅いアプローチ」においては、「関連づける」、

「身近な問題に適用する」にあてはまると考えられる。
　　　Ｃ．「数学史」導入直後と導入約 3 か月後の比較

　数学史を取り入れることにより、質的にどんな「深い学び」が喚起されているのかを見るため、
共起ネットワークの「数学史」導入直後（図１）と「数学史」導入約３か月後（図２）を比較した。
その結果、「深い学び」と関連する抽出語のうち、図２（導入約３ヶ月後）のように図１（導入直後）
にはなかった「楽しい」「難しい」「取り組む」「疑問」が抽出された。松下（2016a:17）は「深
い関与」とは、いわば「熱中、没入、忘我の状態」と言っており、「楽しい」「難しい」「取り組む」
は、その一部を含んでいると考える。つまり「深い関与」の一部の喚起が確認された。さらに、「疑
問」とは、下位尺度の「批判的精査」の項目の一部と考えられ、約３ヶ月後はこの種の「深い学び」
が喚起されたと判断できる。
　さらに、時期の比較にあたっては、「気づいたことや疑問に思ったこと、学んだことが使える
ことなど」を記入するよう、同じように生徒に教示したにもかかわらず、導入直後のコンコーダ
ンスは、120 文あったが、導入約 3 か月後は 143 文に増加していた。一つの見方として、文章量
自体が増えており、「熱中、没入、忘我の状態」とはいえないものの、少なくとも数学の授業に
対する興味・関心は高まったと考えられる。



− 130 −

仲宗根ほか：中学校数学科におけるミックスドメソッドアプローチによる「深い学び」の喚起に関する研究

　　②　実践グループ（下位、中位、上位）における「数学史」導入直後と「数学史」導入約３か月後の
比較
　はじめに表６の下位生徒に着目する。生徒Ｙの友達から教えてもらったことに関する表記につ
いて、「数学史」導入直後では、単に「友達から教えてもらったから分かった」とだけ記している。
対して、約３か月後（事後）には、「薬師算の碁石の求め方はいろいろあったけど、全部同じ式に
なることを友達から教えてもらってから分かった」とある。事後の授業は、表２第 12 時の授業実
践であり、その時間のねらいの一部として「複数の考え方をもとにした式を比べて１つの同じ文字
式で表されることを理解する」とあり、それが達成されている。ねらいの一部が達成されたことか
ら「深い・浅いアプローチ」に対応させると、「中心となる考えを理解する」にあてはまるだろう。
　生徒Ｋの魔方陣に関する記述の比較では、「数学史」導入直後では「魔方陣を考えるのはむずか
しかったけど、友達に教えてもらったのでわかった」とある。一方、約３か月後の同じ魔方陣を扱っ
た授業では「同類項の計算を魔方陣の中にいれることで、係数どうしの計算がわかった」とある。
その時間のねらいは「文字の部分が、同じ項の１つの項にまとめることができる」であり、つまり、
Ｋは、魔方陣を通して、魔方陣と関連付けて係数どうしの計算がわかり、本時の目標である「１つ
の項としてまとめる」ことができたのだろう。このことは、定義にある「知識を相互に関連付けて」
にあてはまると考えられ、深い学びが喚起されたことがうかがえる。
　続いて、中位の生徒に関して着目すると、まず初めに自然数を扱った授業での記述を比較すると、
生徒Ｓは、「数学史」導入直後では、「自然数の表を完成することができた」と表を完成することが
目的になった記述になっている、それに対して「数学史」導入約３か月後では、「n ＋ n ＋（n − 2）
＋（n − 2）は、４n −４になり、同じ文字式になることが分かった」とある。「n ＋ n ＋（n − 2）＋（n
− 2）」と「４n −４」はともに教室の前にでた友達の発表からの情報であり、それらを見比べて（精
査して）両者が同じであると理解したのだろう。「情報を精査して考えを形成したり」と定義では
あり、これは深い学びが喚起したエビデンスと捉えられよう。
　最後に上位生徒に着目する。生徒Ｋの魔方陣に関する記述の比較では、「数学史」導入直後では「項
だけの計算（式）は、＋（たす）を省いて、正の数、負の数だけを残して計算することが、魔方陣
から分かった。」とある。約３か月後（事後）では「同類項の計算は魔方陣で解くことで、理解が早まっ
たけど、最後のチャレンジ問題の４マス×４マスは、色々と文字をあてはめながら、なんとかクリ
アした」であった。
　一般的に魔方陣は、縦、横、斜めの数の和が同じであるが、本実践の魔方陣では、比較的レベル
の高い問題になっており、縦、横、斜めのすべてにおいて、一つだけ空欄を設けている。よって、
すぐに解が求められない。したがって、事後に記した「色々と文字をあてはめながら、なんとかク
リアした」からどのような深い学びが喚起されたかを考察すると、「色々」と「なんとか」という
表記が象徴するように、試行錯誤した様子が伺え、これは松下（2016a:16-17）がいうところの「『内
化と外化』注 7）の繰り返し」が適合する。また、色々と文字をあてはめる際には、生徒自身で仮説
をたてた上であてはめていると考えられるので、下位尺度における「見通し・仮説」の喚起の可能
性もある。
　主観ではあるが、下位、中位、上位を比べてみると、いずれも深い学びが喚起されてはいるものの、
上位になるにつれて、例えば、規則性追究だけではなく、規則性追究と日常生活関連など、二つ以
上の下位尺度にまたがって、すなわち複合的に深い学びが喚起されていることが推察される。

　　③　「数学史」導入約３か月後における実践グループ（13 名）と対照グループの比較（13 名）
　「数学史」の導入が「深い学び」の喚起と関連しているかを明らかにするため、描画させた共起ネッ
トワーク図から、深い学びと関連した抽出語を探索した。結果、３つの抽出語「規則」「理解」「使
う」を選択した。選択した３つの抽出語を検討したところ、「規則」については、規則性追究に包
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含されているとみなし、問題なく深い学びと関連する語として判断した。また、「理解」については、
松下（2016a:15）が、「『理解』は深い学習の特徴」と述べていることから関連する語として捉えた。
さらに松下（2016a:8-9）は、「内化と外化」の関係について「いったん内化された知識は、問題解
決のために使ったり人に話したり書いたりするなどの外化の活動を通じて再構築され、より深い理
解になっていく（内化が深まる）」と述べている。つまり、内化が深まるための、外化の活動の一
部として「使う」を指摘しており、よって本項における深い学びの関連語として、「使う」を選択した。
　まず初めに、実践グループと対照グループの抽出語の共起関係について比較する（図２と図３）
が、「理解」と「使う」については、授業内容にこれらの要因が含まれていないため、本稿では「規則」
のみの比較を行う。また、樋口（2018:39）が、Jaccard 係数について「Jaccard の類似性測度は０
から１までの値をとり、関連が強いほど 1 に近づく」と示していることから、本共起関係の比較では、
Jaccard 係数をベースとした。そこで実践グループでの「規則」に結びついている共起する抽出語
をみると、次の３つであった。共起の強さの順に「『フラクタル』においては、Jaccard 係数が 0.64（以
下、値のみ）」「思う（0.27）」「本数（0.25）」であった。対して、対照グループでは、共起関係とし
て４つの抽出語が出現しており、「見つける」が 0.40 で最も高く、続いて 0.23 の「本数」、「求める

（0.20）」、「授業（0.15）」だった。両グループにおいて最も共起の強かったのが、「フラクタル」であり、
数学史の導入による深い学びの喚起が確認された。
　深い学びの喚起をより詳細に検討するため、「規則」「理解」「使う」に関するコンコーダンスの
記述例を用いて、実践グループと対照グループを比較した（表５と表７）。これら３つの抽出語と
深い学びの喚起との関連については、すでに表５に示し詳細に前述しているので、本項では結論の
みを記す。「規則」に関しては、05 に示されるように「規則性追究」と「日常生活関連」にかかわ
る深い学びが喚起されていた。続いて、「理解」は、06 に示されている通り、「関連づける」とい
う深い学びの喚起であり、同様に「使う」は 01 に示す通り「日常生活関連」が喚起されていた。
　一方、対照グループのコンコーダンスの具体的な記述例として、「規則」からみていくと、「『今
日』の『授業』の棒の『本数』とつながっていくなと感じた。『規則性』を『見つけ』ていくこと
が鍵だ。」とある。この中で「規則性を見つけていく」は規則性の意味を含んでいるが、見つけて
いく行為が追究とまではいかないので、下位尺度の「規則性追究」とは一部しか重なっていないと
判断した。続いて「理解」については、03 のコンコーダンスの記述例に「『友達』の考えの 50 × 4
− 49 ＝ 151 になることが『理解』できた。」とある。このことは、周囲の者との相互作用により学
びが成り立っていると考えられるので、下位尺度の「協働的伝達」にかかわる深い学びが喚起され
たと推察される。「使う」に関して、04 の具体的な記述例をみると「『文字』を『使う』と『すべ
て』の『場合』を表せることが分かった。」とある。このことは、「深い・浅いアプローチ」の「言
い換える」にあてはめられるが、「言い換える」はそもそも浅いアプローチ（松下 2016a:46）であ
り、深い学びが喚起したとはいえない。Bigg ｓと Tang（2011）は、浅いアプローチの問題につい
て「『振り返る』『離れた問題に適用する』『仮説を立てる』『原理と関連づける』といった動詞を用
いた、高次の認知機能を用いた学習が欠如していることにある」と記しており、この解釈を逆に捉
えると、数学史を導入することで高次の認知機能を用いた学習を行っていることになるのだろう。
　「数学史」導入３か月後における実践グループと対照グループの比較した結果、総じて、「数学史」
導入によって、深い学びが喚起したといえよう。

　⑵　量的分析より

　本研究では、２つの単元の学習を介入としているが、グループ間で異なるのは数学史を導入したか、
導入していなかったかの違いであって、両グループとも、ディープ・アクティブラーニングによる授
業は実施していた。したがって、生徒の主観レベルでの差異がグループ間で認められなかったことや
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両グループとも深い学びの喚起がみられたことはディープ・アクティブラーニングの成果として捉え
られよう。ただし、量的分析の範囲では、結果にも限界があり、数学史の導入によって、深い学びが
より喚起するとのエビデンスをだすには至らなかったが、数学史の導入の効果を把握するには、量的
分析の限界を補う意味で、状況文脈的な分析、つまり質的分析による検討が重要な意味を帯びてくる。

［注］

１）意味を求めての学習（松下 2016a:44-47）
２）「これから数年たって、学生が詳細を忘れ去った後に、何を理解しておいてほしいか、何を活用できる能力があってほ

しいか？」という問いへの答えとなるような（永続的）理解であり、「学問の中心にあり、新しい状況に転移可能なもの」
（松下 2016a:15-17）

３）フローの概念に類似しており、いわば、熱中、没入、忘我の状態である。（松下 2016a:17-18）
４）自然言語処理の分野において、任意の文書や文において、ある文字列とある文字列が同時に出現すること（ウェブリ

オ株式会社 2018）。
５）グラフ理論の分野では、「比較的強くお互いに結びついている部分」のこと（樋口 2018:160）。
６）検索機能・検索結果のこと（樋口 2018:143）。
７）内化と外化は、知識の習得と知識を用いた高次の思考と表されており、学習サイクル全体のなかで相補的なものとみ

なすことができると述べている（松下 2016a：24）。
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表８　　実践グループと対照グループにおける授業前後
の「好き」の割合変化と独立性の検定の結果

表９　　実践グループと対照グループにおける授業前後
の「理解している」の割合変化及び独立性の検
定の結果

表 10　　単元「正負の数」と「文字と式」（36 時間）における、数学史導入の効果検証
［繰り返しのある２元配置分散分析の結果］


