
琉球大学学術リポジトリ

高校生の数学に対する情意面の肯定的変容を促す授
業事例の開発 :
数学的活動を中心とした三角比の指導

言語: ja

出版者: 琉球大学大学院教育学研究科

公開日: 2019-05-24

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 漢那, 初美, Kanna, Hatsumi

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/44511URL
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1 . はじめに

近年の国際的な学力調査(PISA, TIMSS)の結果から， 長崎(2018)は「日本の中高生は，数学の平均点

では高い水準にあるが，数学を学ぶ意欲や意義に関する意識や自己効力感では間題を抱え，そして，か

なりの生徒が数学の探究的な学びに参加していない」ことを指摘している。高校数学の授業において，

「一般的な教養としての数学の資質・能力を育て，将来，どのような職業に進んでも必要に応じて積

極的に数学に関わる態度を身に付け（文部科学省， 2018) 」るためにも，長い間課題として挙げられ

ている生徒の情意面に着目した授業改善を行う必要がある。

筆者は，この課題の解決のために，数学的

活動に注目した。新高等学校学習指禅要領解 ( ~ 算数・数学の問題発見解決の過程 l 
説数学編(2018)では，数学的活動を「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，協働的に解決する過程を遂行する

こと」と定義し， 現行の学習指導要領に引き

続き「数学的活動」を重視している。 さらに，

数学的活動の過程を「算数・数学の学習過程

のイメージ」（図 1)として詳しく提示し，こ

の過程を経た学びを行うことで「深い学び」

等を実現することが可能となり，更には数学 図 1算数・数学の学習過程のイメージ

を創造的に取り組もうとする態度を養うこと （文部科学省， 2018)

も期待されるとして，数学的活動を充実させた授業の実現を求めている。

また，中村(2017)が行った高校数学の必履修科目である「数学 I」の意識調査では，「図形と計量（三

角比）」は生徒にとって苦手な単元の一つであることを明らかにしている。さらに， 「三角比」を対

象としたアンケート調査の結果， 4件法による質間紙調査からは， 「役に立つ」に対して肯定的な回答

の割合が高かったにもかかわらず，自由記述では「どの場面で使えるか分からない」 「受験のための学

習であった」という，矛盾する回答がみられたことから，生徒が数学の有用性について具体的な状況や

文脈で捉えているわけではないことを示している。

そこで，本研究では，高校生の「数学」や「数学の学習」に対する情意面の肯定的変容を促すため

に，数学的活動を中心とした授業事例の開発を「数学 I」の「図形の計呈」を題材に行い，その実践

を通して生徒の変容を考察することを目的とした。
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2. 研究の方法

(1)事例開発

数学的活動を中心とした事例開発を行うにあたり，以下の 2つの視点を設けた。

① 「現実世界」の課題を数学化し解決するプロセスを踏む数学的活動

新高等学校学習指導要領解説数学編(2018)では，現実世界と数学世界を往還するような学習

（図 1の左側のサイクル）は，数学の学習に対する関心や意欲が麻くない生徒にも数学を学習する

意義を認識させ，意欲を高め数学的な力を伸ばすことにもつながる可能性があるとしている。

また，数学に対する情意面の肯定的変容を目的とした教材開発を行ってきた伊證(2018)の研究で

開発された教材群は，銀林(1987)の「数学的間題解決の図式」（図 2)の全過程を遂行することを主

眼としている。この銀林の図式と上述した文部科学省の「算数・数学の学習過程のイメージ」（図

1)の左側のサイクルはほぼ同じだが， 1点だけ差異がある。それは銀林の図式では「現実」問題

からその「解決」に向かっている矢印の向き（図 2の(4))が文部科学省の図式とは逆になっている

ことである。伊證(2018)は，この図 2(4)の数学による解が現実問題の遥切な解決となっているこ

とを「確認」するプロセスが「数学が現実世界で果たす役割の認識にとっても決定的である」とし，

情意面の肯定的変容を促す契機になると指摘している。

そのため，本研究では， 「現実世界」の課題として間題

を提示し，数学を通してその問題を解決する数学的活動を

授業の中に可能な限り位置づけ，単元の中に少なくとも一

度は図 2(4)の「確認」するプロセス（自然科学の実験に相

当する）を授業に組み込むことで，生徒が数学の有用性の実

感を持つことにつなげたいと考えている。

②問題を自立的・協働的に解決する数学的活動

戸 一 戸
＇ ＇ (4)行動 ＇確認

↓ 

戸 l

(3)解釈

j,,, 技法

~ 
図2 数学的問題解決の図式

（銀林， 1987)

藤村ほか(2018)は，内発的動機付けが喚起されるためには「知識を関連付けて『わかった』とい

う経験」が必要であることを指摘し，そのような経験が起こるために「協同する他者が重要な役割

を果たす」ことを明らかにしている。また，小寺(2018)も「多様な視点や発想が大事で，数学は自

由に考えてよいこと，一人ではなくいろいろな経験や考え方の人がいるからこそより深い学びがで

きる」として，他者と協働しながら数学を学ぶことの重要性を示している。これらのことから，自

立的・協働的に数学を学ぶことも数学の情意面に肯定的変容を促す可能性がある。さらに，協働的

に解決する様子を論点整理（中央教育審議会初等中等教育分科会， 2015)では， 「情報を他者と共有

しながら，対話や議論を通じて互いの多様な考え方の共通点や相違点を理解し，相手の考えに共感

したり多様な考えを統合したりして，協力しながら問題を解決していくこと（協働的問題解決）」と

具体的に示している。分かっている生徒から分かっていない生徒への知識・技能の一方向的な伝達

ではなく， 「共感」や「統合」がある活動になるためにも， 「多様な考え（解，解法，解釈，表現な

ど）が可能」な課題，藤村ほか(2018)は，これを「非定型間題」と定義した，を設定する必要がある

だろう。

(2)対象

ある商業高校スポーツ科2年生(36名）「数学 l」(2単位）の授業において，第4章「図形と計量」

の指導を行った（指導時期： 2018年 6月から 11月）。

(3)検証

① SD調査

「数学」や「数学の学習」に対するイメージの変容について，単元の授業実施前後に行った SD(S

emantic Differential)調査（授業評価観点表）の結果を分析した。これは， 「良いー悪い」など情
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緒的な対修飾語を両極端に配置した 25の尺度を準備して， 「数学」や「数学の学習」対する概念

の内包的意味を測定する SDによって，この単元実施前後においで情緒的なイメージや態度などが

どのように変化したのかを分析するための調杏である。なお， SDは前川 (1982)の開発した「授業評

価観点表」を，彼が課題とした一部項目を入れ替えて使用した。

②アンケート

「数学」や「数学の学習」に対するイメージと数学を学習する意義への意識を調べるために，単

元の授業実施前と実施後に以下の 2つの項目について自由記述式アンケートを実施した。

ア．数学や数学の授業へのイメージ(3つ以上）

イ．なぜ数学を学ぶのか

③振り返り用紙

「学習者の変容，学習や授業の成果などを検証」することや「生徒が自己評価」を行う手段とし

て，堀(2013)が開発した OPP(One Page Portfolio)シートを参考に振り返り用紙を作成し，毎時間

の授業後に実施した。

3. 授業の実際

(1)第 1節「三角比」 (12時間）について

第 1時では，相似図形の有用性を示すために縮図を作図して鉄塔の高さを求める課題を提示した。

第 2時では，第 1時の縮図と関連して tane (正接）を定義する意義を示し， taneを直角三角形の辺

の比としてではなく，隣辺の長さが 1のときの対辺の長さとして定義した。そして，小林(2018)の

実践を参考に，第4時で「校舎の高さを求める」測量実験を行った。この学習は，数学による解が

現実問題の適切な解決となっていることを「確認」 （図 2(4))する意図で実施した。第 1節前半(6

時間）の振り返りの記述では，数学の有用性を実感したと思われる生徒が 35名中 14名見られた。特

に，測量実験の様子を例に上げて述べる生徒が多数いた。また，この授業以前は居眠りが多く学習

に意欲的でなかった生徒が，この実験以降に授業への積極的な参加がみられた。

第 1節の後半では，坂道を進んだときの垂直距離，水平距離を求める問題を通して sine(正弦）

とcose c余弦）を定義する意義を示し，斜辺の長さ 1あたりの対辺の長さと隣辺の長さとして sin

0とcoseの定義を行った。また，長さによる三角比の定義の理解を深める学習具として， 「クル

クル」（江藤， 1978)を一人ひとつずつ持たせた。すると，生徒の振り返りの記述から，学習具があ

ることで理解でき，意欲的に取り組めたという回答が複数名得られた。特に，普段の指導では困難

を感じる鈍角の三角比への拡張も，学習具により操作的にわかる様子だった。また，学習具を使っ

て生徒同士が三角比の性質について話し合う場而もみられ，理解が深まったようだった。

(2)第 2節「図形と計量」 (8時間）について 表 1 第2節の内容

第 2節では， 「三角形を解く」という一貫した視

点を持って，主体的・協働的な問題解決を行う数学

的活動が行えるように内容を構成した（表 1)。平岡

• 永田 (2005)は， 「三角形を解く」ことを，与えら

れた条件をもとに三角形を直角三角形に分割し，既

習の知識（三角比の定義と三平方の定理）を使って，

三角形の構成要素である残りの辺や角を求めること

I . 高さが与えられていない図形において面積を

求める（三角比の面積公式と関連，第2~3時）

II. 1辺と 2角が与えられている時，他の 1辺を

求める（正弦定理と関連第4~6時）

皿.2辺とその間の角が与えられている時他の

1辺を求める（余弦定理と関連第7~8時）

としている。さらに彼らは， 「三角形を解く」という一貰性を持って数学的活動を行うことにより，

既習の知識を活用した試行錯誤が生まれ，自身で性質や法則を発見することにつながり，それが充実

感や達成感につながるとしている。この「三角形を解く」課題は「非定型間題」と位置付けることが
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でき，これによって自立的・協働的な問題解決が起こり，性質や法則を発見する充実感や達成感を促

す可能性がある。また，小林(1990)の事例を参考に，現実事象の課題として「三角形を解く」課題を

示すことで， 「現実世界」と「数学世界」の往還が可能となり，数学の実用性を感じることができる

と捉えた。ここでは，生徒の活動が特に活発であった展開 I, IIの授業について詳しく述べる。

展開 lの授業では，四角形の面積を比べるという課題を提示 "7- ------. - .._... 

した。どの班もホワイトボードに書き込みながら，解決の方向

や三角比の使い方について話し合い試行錯誤する様子が見られ

た（図 3)。授業終盤では，これまで学習に対し意欲的でなかっ

た生徒が友人とともに立候補して，解法を全体に説明する場面

があった。生徒の振り返りからは「高さがわからなくても角度

さえわかれば面積が求められる」等の問題解決のポイントを発

見したという記述が複数名見られた。

展開 11の授業では，三角比を使うと問題解決ができる現実事

象に即した設定を行い，距離を求める課題を提示した（図4)。

授業開始時は，ほとんどの班が点 Aから垂線を引き，そこで思

考が止まっている様子だったが，前時の教訓として得られた間

題解決のコツ（困難は分割せよ，等）を教師が提示すると，いく

つかの班は垂線の引き方を工夫できることに気付き，思考を深

めていた。全体的には，展開 Iょりも話し合いがよく行われて

いた。授業終盤では，各班のホワイトボードを黒板に貼りだし，

間題解決の方向性を説明させた。次の時間では，各班で再検討

図3 班の話し合いの様子

問題2ii'嶺言がJII辺で、ケガをして動けなくなっています．
そこへ、新填君とヽJヽHI君が過りかかり、助けることにしました．
新垣君は偶然、 !Omのローブを持っていました．ローブをビン
と弓1つ惧り、 3人の位置関係を詳しく虞べると、下の図のように
なりました．ヽlヽJII言(C)が投げたローブは示懺言(A)に
届く文しょうか？

図4 展開 11の課題

を行った。最終的に，正答を導いた班は 9班中 5班であった。生徒から出た解法は，点 Bから垂線を

下す場合（図 5)と，点 Cから垂線を下す場合（図 6)であった。前者の解法は，三角比をすべて駆使し

た解法になっており，この解法を見つけた生徒は達成感を味わっている様子であった。後者の解法は，

△ ACHにおいて方程式を立てることが璽要になっているが，自力で見つけることができない生徒がほ

とんどであった。ヒントを得ながらも，班でこの解法を理解し

た生徒は，発表において誇らしげな様子だった。

展開 11の振り返り用紙から，図 5の解法を発表した班の生徒

らが「自分の考えもできてよかった。求め方もいろいろあって

よかった」と振り返っており，解き方が一つでないことに喜ん

でいる様子だった。また，図 6の解法について発表した班の生

徒は， 「班で協力して正解にたどり着いた。授業があっという

間だった」 「自分の意見を出し合えた」と記述し，充実した話

し合いで問題が解決したことに対して喜んでいるようだった。

その他の生徒の振り返りの記述にも， 「全員で答えを求めるこ

とができた」等の生徒自身の力で問題を解決できたことに触れ

る回答が 4件あった。また，間題解決の手法「分けて解いてい

くと答えにたどり着く」 「できるだけ情報をなくさない」や図

形の見方「どこに垂線を引いて直角三角形をつくるか」 「必ず

決まったところから垂線を引くということではない」を授業の

ポイントに挙げている生徒が 14人おり，第 1節の振り返りと比

べて教訓的な内容による記述量が増えた。

Bから

垂線を引く

腔．

Bごc
く方針＞
•60・ の直負三負形と7び の置負三負形に分けて考える．
•それぞれの三角形で、 CHとAHを求めて、 x=AH+HC

左園が9“七....~ .. -..... 
10 HC-IO•c-• •> 

A
 

.. 
/ .,. より

zo• ............ ,.. ·•-» 
集‘‘

H
 

x=AH+HC 
=5+3.1S 

x =8.1S 

図5 点 Bから垂線を下す解法

ぷ贔 -~
く方針＞
-so・ の重角三角形と加の直角三角形に分けて壽える。

•so· の直角三角形でCHを求めて式を作る

C .... _.,, C 左図より

¥°'", 芯...,..x/ ,,.. 7.~~=: :~~:3o;7 

so・70・ x=7.66+0.9397 
A. 

H x=B.15 

図6 点 Cから垂線を下す解法
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4. 研究の結果と考察

(1) SD調査結果からみえる「数学」や「数学の学習」に対する情意面の変容

数的処理のため SD調杏の回答に，肯定的なイメージ (1点）から否定的イメージ (4点）までの，

評点を与えた。これにより，各項目の平均値が 2.5未満であれば肯定的なイメージを，それ以上であ

れば否定的なイメージを表象していることになる（表 2, 図7)。単元の授業実施前後の変容をまとめ

ると， 平均点が 2.5以上の尺度は， 8項目から 5項目に減少した。また，肯定的な方へ平均点が動い

たものは 25項目中 19項目であった。さらに，平均値の有意差を調べる t検定を行ったところ，有意

水準5%以下で変化があると確認できた項目は4項目であった。肯定的な変容の度合いが高い順にみ

てみると，数学は「 (25)らく」で「 (15)簡単な」 「(18)目のさめる」イメージに変化したことがわか

る。生徒の記述にもみられたように，問題解決のコツを自身で見出したことにより，間題解決の見通

しが立ち「らくな」 「簡単」 「目のさめる」という印象につながったことが考えられる。一方， 「(9)

ばらばらな」という尺度は，否定的なイメージヘ有意に変化した。これは，筆者の単元構成に課題が

あると捉えている。今回の指導では，三角比の理解と意義を深めるために単元を再構成し，教科書の

三角比の定義とは異なる定義で進めたが，単元全体に一貫性を持たせることができなかった。このこ

とは，生徒にとって見通しのある単元の流れにならず， 「ばらばらな」という印象を与える結果につ

ながったと考えられる。

表2 単元の授業実施前後の平均値の変化

授業前 授業後
項目 平均 標準 平均 標準 p値

値 偏差 値 偏差

(1) 2.00 0.83 1. 94 〇.68 0. 368 
(2) 2. 61 〇.83 2.29 〇.94 0. 079* 
(3) 2.45 0. 94 2.26 0. 93 0. 202 
(4) 2.09 0. 91 2.23 〇.92 0. 279 
(5) 2. 21 〇.93 1. 94 〇.73 0. 095* 
(6) 1.76 0. 75 1. 97 〇.80 0. 141 
(7) 2. 18 0.88 2. 13 0. 96 0.410 
(8) 2.30 0. 98 2.26 1. 00 0.428 
(9) 2.06 0. 90 2.61 0. 88 0. 008*和

(10) 2.48 0.87 2.52 〇.93 0.445 
(11) 2. 18 0.81 2.29 〇.94 0. 311 
(12) 2. 76 1. 09 2.55 1. 03 0. 217 
(13) 2.33 1. 05 2.00 0. 93 0. 093* 
(14) 2.42 1. 00 2.65 0. 80 0. 167 
(15) 2.97 0. 95 2.48 0. 96 0. 023** 
(16) 2.06 0. 93 2.29 〇.97 0. 169 
(17) 2.36 0. 96 2. 19 〇.91 0. 235 
(18) 2.67 0.89 2.26 〇.73 0. 025** 
(19) 2. 70 1. 02 2.35 0. 91 0. 081* 
(20) 2.58 0. 94 2.52 0. 89 0. 398 
(21) 2.30 0. 92 2.26 0. 77 0. 417 
(22) 2. 18 0.85 2. 10 0. 94 0. 353 
(23) 2.85 0. 97 2.52 0. 89 0.080* 
(24) 2.36 1. 06 2.23 0. 67 0. 266 
(25) 2. 73 0.88 2.23 〇.92 0. 015** 

被験者は，授業前 35名，後 32名。 ***1%水準
で有意。 **5%水準で有意。 *10%水準で有意。
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単元の授業実施前後の SDプロフィール

(2) アンケート結果からみえる「数学」や「数学の学習」に対する情意面の変容

単元実施前後に実施した自由記述のアンケート「ア．数学や数学の授業へのイメージ」の回答

を， SD調査で使われている修飾語を基準に，否定的なイメージと肯定的なイメージに分類した（図 8)。
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単元の授業実施前の回答では，否定的なイメージ

の言菓は「難しい」 (17件）， 「眠くなる」 (6件）が

多く，肯定的なイメージの言菓は「楽しい」 (2件）

「解けたら楽しい」 (2件）が多かった。単元終了後

の回答を同様に分類すると，否定的なイメージの件

数は4月より減少傾向にあり，肯定的なイメージは

増加傾向にあった。否定的なイメージの言菓は，引 図8 自由記述による数学や数学に対する

き続き「難しい」 (14件）「眠くなる」 (4件）が多数 イメージの変化（数値は回答件数）

であった。また，肯定的なイメージの言葉は「解けたらうれしい・楽しい」 (7件）が上位で，単元実

施前との違いは， 「難しいけど楽しい」等の「難しさも含めた楽しさ」と捉えられる言菓，学びの「深

さ」について触れた言葉，協働で学んだ楽しさに触れた言葉が現れたことである。

次に，自由記述のアンケート「イ．数学を学ぶ理由」の回答の変容について考察する。新学習指導

要領(2018)や長崎(2018)によると，数学を学ぶ意義は「実用的意義（社会や生活において数学を使う

ための知識や能力をつける）」， 「陶冶的意義（論理的思考力や表現力をつける）」， 「文化的意義（数

学のよさを知る）」の 3つに大別できるという。生徒がこれらの数学を学ぶ意義に気付き，その意義

について具体的に例を挙げて述べられるようになることは情意面の肯定的な変容があったと捉える

ことができる。アンケートの結果をこの意義にそってみてみよう。まず， 「陶冶的意義」に関する記

述は単元実施前の 4件から 8件へ増加し， 「実用的意義」に関する記述は 2件から 7件に増加した。

実施前からその意義に気付いている生徒は，単元実施後も同じ意義について述べていた。さらに，こ

の単元を学ぶ意義について定期考査で間うと表 3の結果が得られた。陶冶的意義について触れた生徒

の記述からは， 「非定型問題」に自立的・協働的に取り組んだ経験が，この意義への気づく契機とな

ったことが伺える。また， 11名の生徒が実用的意義について触れており，授業で扱った「現実世界」

の課題を具体的な例として挙げていた。このことから， 「現実枇界」と関連して課題を提示し，数学

を通して解決する一連のプロセスが，数学を使う場面として生徒の記憶に残り，数学の実用的な意義

に気付くことを促したといえるだろう。その中でも，建物の高さについて述べた生徒が 7名いたこと

から， 伊證(2018)の研究と同様に図 2(4)の「確認」のプロセス（本研究では校舎の測量実験）が数

学の有用性を印象付ける契機になったと考えられる。なお， 「三角比がわかれば，あらゆる三角形が

解けて楽しい」等三角比の図形分野で果たす意義への気づきも 4件あった。これは，内発的動機付

【単元実施前】 【単元実施後】

場

けに関わる意義として大切な気づきである。この気

づきの一因として，クルクルや三角比表を利用して

一般的な角度を扱った事や一般的な角で「三角比を

解くこと」を行ったことが挙げられる。教科書で使

われる角は，特別な角度(30°'45゚ など）に限定さ

れており，このような学習では，紙の上での間題解

法に終始して一般性が感じられないため，その意義

を感じるのは容易ではない。 「文化的意義」に関連

する直接的な記述は見られなかったが，このような

陶冶的意義や実用的な意義への気付きを他の単元で

も積み重ねることで，広く数学のよさへの気付きに

表3 定期テストの質問項目と回答

【問】これから三角比を学習する高 1生へ，高
校で三角比を学習する意味を教えてあげまし
ょう。あなたの体験や考えを伝えてください。

【生徒の回答例（抜粋）】
＜陶冶的意義>(4件）
・三角比のいろんな角度からの考え方だったり，
自分で工夫して解く方法だったりが考えるカ
をつける

．班によって考え方が違ったり，求め方も違っ
たりするので思考力がつく

く実用的意義>(11件）
• ものさしとかでは測れないものを計算して測
ることができる

・建物の高さとかも求められる
・大工などを目指す人は（中略）役に立つ

繋がっていくと推察される。

また，これらの変容の一因として振り返り活動による「自己評価」が挙げられる。堀(2013)は， 「学

習による変容に関して具体的内容を通して可視的に確認することは，学ぶ意義，必然性，自己効力感
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を学習者に感得させる上で重要」と述べ， OPPシートの構造には「学習者に絶えず自己の変容を促し

それを意識化し，かつ価値づけを行っていこうとする意図的働き」があるとしている。また，小寺

(2018)は，数学の有用性を提示するだけでなく「数学を学ぶ過程で，自分が成長した，世界をより深

く視ることができた（中略）と思えること」が数学を学ぶ意義を感じることにつながるとしていて，振

り返り活動が教科を学ぶ意義の感得につながることを示唆している。このことから， 記述量に差が

あるものの，生徒たちが振り返り活動を通して継続的に自己評価を行い「学ぶ意義」や「自己の成長」

について向き合ったことは，学んでいる対象（数学）と自己の学習行為を対象化することにつながり，

数学に対する情意面の肯定的変容を促す契機になったと考えられる。

(3)振り返り用紙から見える「数学」や「数学の学習」に対する情意面の変容

次に取り上げる生徒Aは，第2節の学びを通しで情意面がさらに肯定的になったと捉えることがで

きる生徒である。この生徒は，学ぶ意義について「考える力をつけるため」と述べ，単元実施前後で

変容は見られないが，第 2節の振り返り用紙の記述を追うと，楽しく学びながら陶冶的意義を深めて

いていったことが伺えた。

この生徒の記述（図 9①，図 10①)を

考察すると「自分の知識を最大限活用」

しながら， 「班で協力して正解にたど

り着いた」ことで， 「今日は授業があ

っという間だった」ことが読み取れ，

授業に充実感を得ていることがわか

る。実際， この生徒の班のボイスレコ

ーダーの会話からも， 「情報を他者と

共有」する場面や「多様な考えを統合」

する場面が聞き取れ，楽しみながら「協

働的間題解決」を行っていた。最終的

に，第 2節全体を振り返って（図 9②,

図 10②)， 「難しいのは分かつするっ

ていう考えが身につ」き， 「自分で考

えて解ける楽しさを知」る学習であっ

たとまとめており，この学習を通して

気づいた陶冶的意義と楽しさについて

語っている。

第 2節において「三角形を解く」と

いう一貰した視点を持って学習内容を

構成したことで，各展開の課題が多様

な考えが起こる「非定型間題」となっ

て，自吃的・協働的な数学的活動を促

進し，この生徒や班の積極的な活動を

引き出すこととなった。この生徒の他

にも，協働的問題解決のよさや自力解

q ・・・■●■口●べ 釦,_,.,..,_公•=•tt.-«•叩 9たこ工,.,......,北...遭.,,,
.,.. .. ~....... 中...-.. てく..., 

釦 ,,P/凶砂ふ和心い心 ②

図9 生徒 Aの第2節の学習内容の振り返り

f伍砂1~i»:.. i; クo.f¥.1年。ど
図 10生徒 Aの第2節の学習態度の振り返り

決の面白さにふれた振り返りが見られたことから，この生徒のような情意面の肯定的な変容が他の生

徒にも起こっていた可能性がある。
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5. おわりに

今回の研究において， 「現実世界」と「数学世界」の往還と主体的・協働的な間題解決を重視し

た数学的活動と生徒による自己評価が，生徒の情意面に肯定的な変容を促すことが示唆された。藤

村ほか(2018)は，協同探究が自己肯定感の高まりや他者理解の契機となることを示しているが，本

研究では， 「非定型問題」を現実世界と関連付け，自己評価を行うことが，教科を学ぶ意義を感得

する契機になることを新たに明らかにする事ができた。本研究の課題としては，生徒にとって十分

に見通しのある学習展開にならなかったことや教科書の指導内容が網羅できなかったこと，一部の

生徒には授業内容の理解に困難があったことなどが挙げられる。今後は， 「図形と計量」における

重要な概念や知識・技能を整理して，単元の再構成を行うとともに，他単元でも数学的活動を中心

とした事例を開発し，数学における生徒の情意面の肯定的変容を促す取り組みを進めて行きたい。

附記 本研究は、 JSPS科研費 JP18H00050の助成を受けたものである。
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