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課題研究最終報告

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—
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 

仲宗根亜矢子

Ayako NAKASONE 

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

1 . 背景・目的

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，文部科学省の「深い学び」については，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間題視され

てきた「活動あって学びなし」になることを懸念している（松下 2016b)。つまり，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」を組み合わせて作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)。一方，数学教育にお

いて，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間題解決に向けての示唆を与える」と報告している。そこで本研究の主な

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。

2. 先行研究および「学習指導要領解説」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，敢えて亜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間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」 「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」
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等の有用性を報告している（塚原 2002:90-93)。他方，学習指導要領解説（文部科学省 2018)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。

3. 本研究の「深い学び」の捉え

本研究では，文部科学省が記す「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」い「深い理解」 2)および「深い関与」 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。

4. 研究方法

(1) 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(6クラス）と B校(4クラス）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

あり，調査は， 2018年4月中旬から 7月中旬に実施した。

(2) 「数学史」を取り入れた単元指導計画

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」を導入した箇所を一部抜粋して表 1' 表 2で示す。

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（一部抜粋）

時 目標 実践グループの学習活動 「数学史」導入の参考にした部分 対照グループの学習活動

1 正負の ・身の回りにある自然数を ・自然数の成り立ち 標晶や気温の高い，低いを表す

数の必要 もとに，正負の数が使われて 「数学を意味する mathematics という言葉は，ギリシャ語の 数がどんなことを表している

性と意味 いる具体的な場面を見いだ μii0T]μaca(学ばれるべきもの）に由来する。」 かを考える。

を理解す し，どのように用いられてい 「数字は，決して自然の産物ではなく，気の遠くなるような試行 ＋，ーの符号や正の数負の数

る。 るのかを考える。 錯誤の歴史を通して徐々に形作られてきた。」 （森田 2015:13- の意味を知る。
22) 

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（一部抜粋）

時 目標 実践グループの学習活動 「数学史」導入の参考にした部分 対照グループの学習活動

1 正方形をつなげた 正方形が 5個や 50個のと ・フラクタル 正方形が 5個や 50個のとき

棒の本数の求め方を きの棒の本数の求め方を 「自己相似性という単純な規則によって複雑な図形が作 の棒の本数の求め方を考え，

考え，式や図を使って 考え，式や図を使って説明 られることを示したことは，複雑な図形に向かい合ったと 式や図を使って説明する。

説明することができ する。さらに，規則性から， き（略）その奥にわれわれが理解し得る簡単な法則が潜ん

る。 フラクタルについて考え でいるのではないかという期待を抱かせるのである。」（本

る。 田 1994222-225) 

2 文字を使うことの ・文字を用いて，式に表 ・文字の使用に至るまでの 3つの段階 具体的な数量を，積の表し方

必要性と意味を理解 す。そのために，文字の使 「①修辞的代数→②省略的代数→③記号的代数という 3 にしたがって，文字を使った

3 し，具体的な数量を， 用に至るまでの 3つの歴 段階を経て，今日の代数が確立した。①の修辞的代数とし 式で表す。

文字を使った式で表 史的な流れについて段階 ては，エジプトやアラビア代数②の省略的代数は古代ギ

すことができる。 を踏まえながら考える。 リシャのディオファントス，③はヴィエタ，デカルトによ

る記号的代数。人間が今日的な文字を獲得するには長い年

月を要したこと，最初は数量を言葉で表現し，その言葉の

一部が省略的記号，省略的文字式を扱った処理をするなど

して，文字式の計算へとつながれていく」 （上垣 2014:24-

27) 

12 文字を使った式を ．碁石を正方形の形に並 ・薬師算 ・立方体をつなげた棒の本数

求め，その求め方を説 べていき，一辺が n個の場 「薬師算の『薬師』とは，薬師如来の薬師である。十二の を求める式を考え，その求

明する。複数の考え方 合の碁石の総数は何かを 誓願を（略） 12と関係の深い」如来である」 （東京書籍株式 め方を説明する。

をもとにした式を比 薬師算を通して考える。 会社 2017:264-265) ・複数の考え方をもとにした

べて 1つの同じ文字 「薬師算の解明を通して，文字で考えることのよさを再認 式を比べて， どのような

式で表されることを 識する」 （上垣 2006:58-61) ことがいえるかを話し合

理解する。 う。

14 冗の意味を理解し ・円の面積や円周の長さ ・冗への挑戦 ・冗の意味を知る。

円周の長さや円の面 を求めるときに用いられ 「円周率元の値はかぎりなく続くことが知られている。こ ・円周の長さや円の面積を，

積を文字を使った式 る円周率冗について考え れまで，冗の値を求めるのに，多くの人々が挑戦してきた。 文字を使った式で表す。

で表すことができる。 る。また，冗を用いて文字 その工夫や努力の足跡をたどってみる」 （東京書籍株式会

式で表す。 令t2017 262-263) 
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(3) 対照グループヘの対応

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，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。

(4)検証方法

授業研究において，大谷 (2006) 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

推焚していることから，本研究は，ミックスドメソッドによる分析を行った。

① 振り返りシートの比較分析（実践グループ 66名および対照グループ 68名の比較）

すべての授業終了後，振り返りシートを用いて自山記述で感想を書かせた。筆者が担当する実践

グループ (2クラス 66名のサンプル記述 396) , および対照グループ (2クラス 68名サンプル記

述 408) を集団の代表サンプルとして抽出し， KHCoder3を用いてテキストマイニングを実施した。

数学の理解度や意欲の違いと深い学びの喚起を検討するため，実践グループにおける下位，中位，

上位にも着目した。グループ分けに関しては，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，下位と上位以外を中位とした。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, 0, N, 教諭の「メンバーチェック」（メリアム 2004)を受けた。

② 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）

本研究における具体的な址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

価尺度を使用した（小林 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囚子 24項目から成っており，実践の前後

において，本尺度を用い分析・検討した。

③ 他者評価による分析

松下 (2016a:16)は， 「深さ」の重要概念の一

つ「深い理解」について，説明している。その中

でも，転移可能な概念と複雑なプロセスが，より

深い理解であると考え，また，最も深い理解とさ

れる「原理と一般化」を加えて，永続的理解と記

している。また，西岡 (2008:15-17)は「永続的

理解」を評価するためには，パフォーマンス課題

を用いることが必要不可欠であると述べている

（図 1)。そこで，生徒の「深い学び」をみるた

めに，図 2の通り国立教育政策研究所(2013)が作

成した碁石の間題をアレンジしたパフォーマンス

課題を取り組ませた。さらに，神原 (2013)の先行

研究を参考に，ループリック（表 3)を作成し，そ

れを用いて数学科教員 3名により採点をした。加

えて，単元を導入する前の標準学カテストで，学力

の差がほとんどないA組と B組を各々の代表する

永

続

的

理

解

事実的知識 個別的スキル

（例）

分配法則

文字式

転移可能な概念

（例）
3X(n-2) 

=3(n-2) 

原理と一般化

（例）

文字を用いて数量の関

係を見いだすことや，一

般化することにより，事
象で成り立つ様々な4

や関係を捉える。

筆記テス

トや実技

テストに
よって評

価が可能

パフォーマ

ンス課題に

よる評価が

必要

図 1 「知の構造」と評価方法との対応

（松下 2016,西岡 2008を参考に筆者が作成）

あなたは，クラスのお友達と碁石を並 図

べたゲームをしています。図のように， • 
1辺にn個ずつ碁石を並べて正三角形の

．． . . . 
形をつくり，碁石全部の個数を求めると ： ］、三星i~!:!:;tiは二．：••
①文字を用いた式の事象を数学的に考察することが可能になる。

②文字を用いた式には， 自分の思考の過程を表現し，他者に的確

に伝達できるようになる。

図 2 パフォーマンス課題と永続的理解
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集団として分析を行った。 表3 「文字と式」パフォーマンス課題のルーブリック

5. 結果および考察

(1)質的分析（振り返りシートの時期と群の比較）

質的分析にあたっては， 「数学史」に関連する

共起4)関係の語と，文部科学省が定義した深い学

び（中央教育審議会 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 2018) の下位尺度（以下，下位尺

度）および従来の「深い学び」に関する理論の一

つ，すなわち，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(66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

共起ネットワークを用いて検証した結果，図 3では 7つのコミュニティ 5)が見いだされた。また，

表 4に数学史導入直後のコンコーダンス 6)の記述例をあげる（カギカッコは共起関係にある抽出語）

とともに，記述例に関連する深い学びを記した。表4の 03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「学び」 「数学」が出現した。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

μa07)μaて a(学ばれるべきもの）に山来すること

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。具体的な記述例から，

生徒は，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，従前の

学習内容と照らしあ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。

数学的推論 数学化（モデル化）
「同じまとまりを 正二角形の頂点以外の碁石を囲

よ
つくること」かつ んでいる (n-2)個が 3つある
「過不足を整える ことから 3(n-2)を示すこと，

し‘ こと」の視点を説明 かつ各頂点の基石を合わせた総
3 

できる。 数は， 3(n-2)個より 3個多い
のように，説明を表現できる。

「同じまとまりを 3 (n-2)または 3(n-2)+

合 つくること」または 3について，いずれかを表現でき
格 「過不足を整える る。
2 こと」のいずれかの

視点を説明できる。
も 「同じまとまりを 3 (n-2)や3(n-2)+3の
う つくること」や「過 表現が不十分である。
少 不足を整えること」
し の視点が説明でき
1 ていない。
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表4 「数学史」導入直後のコンコーダンスと深い学び（一部抜粋）

ぷ;;;',ン;;;翌~!tl~~ ~t：'}Jtこノりコ贔〗岱旦I =~,:~ 
03 I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。
図3 実践グループ「数学史」導入直後

(1章「正負の数」） 図4は数学史導入約 3か月後の共起ネットワークで

あり， 7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 5の 01

の実践は，表 2の第 14時の実践であり， 「アルキメデス」の努力や足跡を扱った内容である。具体

的な記述例をみると，学んだ内容である円周率冗を，身近な自分の誕生日と関連させ 3冗ー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，

H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「身近な間題に適用する」といった深い学びの喚起を指摘す

ることができる。数学史導入直後と導入約 3か月後を比較すると，深い学びと関連する抽出語のう

ち，図 4では導入直後にはみられなかった「楽しい」 「難しい」が抽出された。 「楽しい」 「難し

い」のコンコーダンスを 1つ取りあげると，生徒は「計算をすると，全部4n-4になるから，楽
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しくて時間があっというまだった」の記述がある。松下(2016a:17-18)は，主観的な時間感覚は，関

与の深さを示す指標の 1つであると述べていることから， 「深い関与」の一部の喚起が確認された。

',,. . '.ロ"".. ・","-.Il .. a 

表5 実践ゲループにおける検証約 3か月後のコンコーゲンスと深い学び（一部抜粋）
量。

一
■o> Eli≫ ... 

01 

02 

03 

コンコーダンスの記述例（＊カギカッコは抽出語） 深い学び

「先生」の「誕生」日は， 2 「冗」ー1で， 「円周」 日常生活関

率が「使われ」，自分の「誕生」日は 3 「7C」-21 連

だと分かった。 関連づける

「文字が出てきてとまどったけど，具体的な「数字」 言い換える

で考えていくことで「理解」することが「出来た」 関連づける

何かが増えていくみたいな「規則」性を求めていく 規則性追究

ことが， 「雷」やリアス式海岸につながり， 「フラ の一部

クタル」になることが「すごい」と「思った」。 日常生活関
連の一部
関連づける

② 実践グループ（下位中位，上位）の「数学史」

導入直後と「数学史」導入約 3か月後の比較
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図4 実践グループ「数学史」導入約 3か月後

(2章「文字と式」）

導入直後と数学史導入約 3か月後における生徒の記述の変容を表6に示した。はじめに下位生徒Y

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の比較について，数学史導入直後

では，単に友達から教えてもらった記述である。対して，約 3か月後（事後）は，表 2第 12時の授

業実践であるが，授業目標の一部が達成されている。つまり「深い・浅いアプローチ」においては，

「中心となる考えを理解する」にあてはまるだろう。続いて，中位の生徒Sに関して， 自然数を扱

った授業での記述を比較すると，数学史導入直後では，単にできたことだけに着目する記述になっ

ているが，数学史導入約 3か月後では「n+n+(n-2)+(n-2)」と「4n-4」が同じ文字

式であることを理解している。両式はともに，教室の前で発表した友達からの情報であり，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Kの

記述をみる。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通して，項だけの式の

計算が理解できている。対して約 3か月後（事後）の実践は，すぐに解が求められない魔方陣と対

峙しており， Kの「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うか

がえる。これは松下(2016a:16-17)の「『内化と外化』 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，生徒自身で仮説を吃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。主観ではあるものの下位，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，複合的に深い学びが

喚起されていることが推察される。

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

生徒 導入直後の記述 約 3か月後の記述

下位Y
友達に教えてもらったから分かった。 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。

中位S
自然数の表を完成することができた。 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。

項だけの計算（式）は，＋（たす）を省いて，正の数，負 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

上位K の数だけを残して計算することが，魔方陣から分かっ チャレンジ問題の4マス X4マスは，色々と文字をあてはめながら，

た。 なんとかクリアした。

③ 「数学史」導入約 3か月後における実践グループ(68名）と対照グループ(66名）の比較

数学史導入約 3か月後における実践グループと対照グループの描画させた共起ネットワーク（図

4と図 5) から，深い学びの喚起に関して核となる抽出語を探索した結果， 「規則」 「理解」 「使
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う」を選択し，共起ネットワークでは，比較可能な「規則」で検証した。実践グループでの「規則」

に結びついている抽出語は， 「『フラクタル』の Jaccard係数 0.57(以下，値のみ）」が最も高く，

対照グループでは， 「見つける」が 0.48で最も高かったことから，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。

表7対照り・11,-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（一部抜粋）"" 
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次に， 「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， 「規則」からみていくと，

実践グループの表 5の 03は，表 2第 1時のコンコーダ

ンスの記述例で，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実践内容である。

生徒の記述と下位尺度を対応させると，ここでは「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。対して対照グループは，表 7の 01に「規則」が抽出され，記述例をみると

「規則性を見つけていく」とあり，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」についてみていく。実践グループの表 5の 02は，表 2第 2時のコンコーダンスの記述例であ

る。生徒は文字に直面して戸惑っているところを，上垣(2014:24-27)がいうところの「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とみられる。

したがって， 「深い・浅いアプローチ」の「言い換える」 「関連づける」がおおよそ合致する。対

して，対照グループの表 7の03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。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

は，実践グループは表 5の01であり，すでに示されるように「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記述例として，表 7の具体的な記述例をみると， 「文字は

すべての場合を表せる」ということと捉え， 「深い・浅いアプローチ」の「言い換える」にあては

められる。 「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。さらに松下は，浅いアプローチの間題について「『振り返る』 『離れた間題に適

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，逆にこの解釈を捉えると，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」導入約 3か月後にお

ける実践グループと対照グループの比較を実施し，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。

④ 実践グループ (A組）と対照グループ (B組）のパフォーマンス課題の比較

ルーブリックの 2つの観点「推論」 「数学化」については，ともに 2点以上をA評価， 「推論」

が2点以上で「数学化」が 1点をB評価， 「推論」が 1点で「数学化」が 2点以上をC評価， 「推

論」 「数学化」ともに 1点以下をD評価（無回答含まない）とした（表 8)。その結果，実践グル

図5

攣9

対照グループ検証約 3か月後

(2章「文字と式」）
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表8 実践グループと対照グループのパフォーマンス評価ープでは， A評価が

53.1%で，一方の対照

グループは 39.4%だ

った。具体的に実践グ

ループにおいて，より

A組 (34名 2人無回答） B組 (34名 1人無回答）

---------! 数学化 3点 I 2点 1点 3点 I 2点 1点
推論 ．．．．．． ‘‘‘‘ 大変よい 1 よい 不十分 大変よい 1 よい 不十分

「深い理解」の方向と

考えられる A評価の

3点（大変よい）

2点（よい）

1点（不十分）

A 

17人(53.1%)

C 
5人(15.6%) 

B A B 

3人 (9.4%) 13人(39.4%) 3人(9.1%)

D C D 

7人(21.9%) 8人(24.2%) 9人(27.3%) 

3(n.-2).-3.,._ 3ゥ后｝し喝知和~ •1が3つあ
3 ,, とさふりわしでt,クる。（れ-2)r-$.. n=中ア・'

2 つ L~, 3 ({翫希.,, ~l:"')) の中 に（か＇’か な
記述として，図 6に示した例を取りあげる。 「同じ

まとまりをつくること」や「過不足を整えること」

の視点について， 3(n -2)や3(n-2)+3の文

字と対応する表現ができている。他方，図 7に示し

たD評価の例は， 1辺の碁石がn個である記述がみ

られるが，囲み方に対応する式を導くことが出来

ず，最後の 3を足している説明が不十分である。つ

まり 1辺に具体的な碁石を並べ， 「n個」と関連さ

せていく指導をおさえながら，碁石の囲み方に対応

する式を導き出したり，式に対応する囲み方を見い

だしたりする活動を取り入れていくことが必要だ

と考える。また，碁石の総数の求め方を様々な視点

娑起砂’あ り :I-を~ (在や表知ぬ対ヽl•• 3 と = 3)
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図6 実践グループにおけるA評価の記述例
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図7 実践グループにおける D評価の記述例

から考察できるようにしていく授業の課題もみえてきた。

(2) 量的分析（振り返りシートの時期と群の比較）

① 単元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つの質間に関して，第 1章の単元に入る前と第2章の単元後に 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（ゲ検定）を行った。結果は前述した 2つの質

問項目に関して，数学史導入の効果はみられなかった。

② 単元前後における「深い学び」の自己評価尺度に関するグループ比較

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

の得点が有意に高かった。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。

6. まとめと課題

質的分析において，数学史の導入によって，複合的に深い学びが喚起されていることが推察されたこ

とや，両グループにおいて実践グループが対照グループに対して，より深い学びの喚起を確認すること

ができた。また，本研究では介入として 2つの単元の学習を経ているが，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，量的分析において，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。ただし本研究においては，一定のバイアス及び，質的分析で

のサンプリングに関する課穎を有しており，今後の研究で検討・改善する必要があろう。
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注釈

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？」という間いへの答えとなるような（永続的）理解であり， 「学間の

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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