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課題研究中間報告

中学校数学科における生徒の「わからない」を把握する授業検討

嘉陽護

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

1 . はじめに

平成 28年の中央教育審議会答申では，教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性を持った形で学習評価の

改善を進めることが求められている（中央教育審議会， 2016) 。特に，授業の途中では，子どもの興味• 関心

や理解の状況，思考過程などを適宜捉えて，方向性や発問，教材提示に軌道修正を加えることが必要である。

この点について，筆者の授業を振り返る。中学校数学科の学習内容は，小学校に比べて抽象的で難しくな

るため，わからない，間題が解けないといった状況に陥る。このような状況に置かれた生徒は，その場しのぎ

の対応をしたり意欲が削がれたりするようになっていくだろう。そこで筆者は，できない生徒を中心に質問

をしたりノート等の記述を見たりして，何が理解できていないのかを把握しようと努めたが，その実態を的

確に捉えて軌道修正をし，生徒の「わからない」を解消することができなかった。また，そもそも生徒自身が

「何を間われているのかわからない」「どこがわからないのかがわからない」という場面に遭遇した。この場

面で，「教えたいこと」を生徒に言わせようと質間を繰り返してしまい，生徒は教師の顔色を伺いながら思い

つきの発言を繰り返す反応を示すようになってしまった。このように，生徒の「わからない」を把握し指導の

改善を進めることができなかったことに課題が残った。本稿では，この課題について筆者の授業を振り返り，

生徒の「わからない」を把握するための授業の検討を行う。

2. 授業の実際

(1)単元の概要

2019年 9月に，公立中学校 1年生の 2クラス（各 36名）を対象に授業を行った。単元は「方程式」（東京書

籍）である。指導計画は全 16時間であるが， A組では 8時間 B組では 6時間を担当した。

第 1時は，方程式とその解の意味がわかることを目的として， トレー上のはがきの重さの関係を方程式で

表し，用語や記号の意味について確認した。

第2時は，錆びた硬貨の重さを求める間題を提示し，等式の性質[A=BならばAx C = B x C, A = Bなら

ばA7 C = B 7 C]を用いて方程式2x= 9の解き方を考え説明する活動を行った。

第3時は， 500円硬貨の重さを求める問題を提示し，等式の性質[A=BならばA+C = B + C, A = Bなら

ばA-C = B -C]を用いて方程式X+ 3 = 10の解き方を考え説明する活動を行った。

第4時は，移項の意味や操作を理解するために，方程式の式変形を比較して移項の考えと操作について指

導した。その後，等式の性質や移項の考え方を使って方程式の解き方を説明する活動を行った。

第5時は，第4時の内容を振り返り，技能の習熟を目的とした間題演習の時間を設けた。

第6時は，冒頭で分配法則の復習をした後， （ ）がついた方程式を解く問題を提示した。分配法則を使っ

て（ ）がついた式を展開・整理してから方程式を解き，解き方を説明する活動を行った。

第 7時[A組のみ］は，小数の係数がある方程式を解く問題を提示した。係数が整数となるよう ，既習の形

に変形してから方程式を解き，解き方を説明する活動を行った。

第8時[A組のみ］では，時間の関係上，分数の係数がある方程式を解く間題を扱う予定を変更し，パフォ

ーマンス課題と類似した，芝刈り機を使って除草に要する時間を求める問題を提示した。 1分あたりで除草

できる面積に着目し，求めたい時間を文字で表し方程式をつくり解決する活動を行った。

第9時は，第8時に扱う予定であった，分数の係数がある方程式を解く問題に取り組む。
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第 10~15 時は，教科書の間題を中心に小単元「方程式の利用」と単元のまとめの授業を行う 。

(2)第 3・6時の実際

授業のビデオ，発話記録，家庭学習等の課題の記述，振り返り用紙の記述を参考に分析を行った。

第3時導入 問題場面を把握しやすいよう，実際に上皿天秤と硬貨を用いて間題場面を提示した。ただし

B組では，行事の影響で前回の授業から時間が経っていたので，前回の学習内容の復習を行なった後で問題

を提示した。その後，全体で立式した後，本時のめあて「方程式X+ 3 = 10の解き方を説明しよう」を提示

した。本時の目標は，「等式の性質に基づき方程式の解き方を説明することができる」であったので，立式

に時間をかけず全体で行うことにした。

展開 単に方程式を解くだけでなく，「どのように解いたのか」「なぜ式を変形したのか」を説明するよう

声をかけてから課題に取り組ませた。机間指導では，手が止まっている生徒を中心に支援をしつつ，他の生

徒にはうまく説明ができている生徒を紹介し参考にするよう指示していた。しばらくして， うまく説明がで

きている生徒を指名し板書をさせ，全体で解き方を確認した。その後，新たに方程式 X- 3 = 10を提示

し，同様に方程式の解き方を説明する活動を行った。ビデオ分析より，多くの生徒が手持ち無沙汰な様子で

あることが確認できた。

終末本時を振り返り，どのように間題を解決したのかを生徒自身に記述させた。次に，何名かの生徒を

指名し，全体でまとめを共有した。その後，類似の間題を提示し，本時の内容の定着を図った。時間にゆと

りがあったので，次時に扱う予定の問題を発展問題として提示した。ビデオ分析より，展開では退屈そうな

様子であった生徒が，間題を解こうと試行錯誤する様子が確認できた。

第6時導入既習事項として扱う分配法則は前単元の内容であるので，授業冒頭では分配法則の復習を行

なった。そして，新たな形の方程式として（ ）がついた方程式を提示し，既習の形の方程式と比較した後，

めあて「分配法則を使って左辺を展開して，（文字の式）＝（数）の形に整理してから，方程式を解こう（説

明）」を示した。

展開 単に方程式を解くだけではなく，（ ）の外し方や式の整理の仕方などを説明するよう声をかけてか

ら課題に取り組ませた。机間指導では，手が止まっている生徒を中心に支援をしたが，分配法則を使って式

を展開できない生徒が多くいたので，途中，全体で（ ）の外し方を確認した。そして， うまく説明ができて

いる生徒を指名し板書をさせ，全体で解き方を確認した。

終末本時を振り返り，どのように問題を解決したのかを生徒自身に記述させた。次に，何名かの生徒を

指名し，全体でまとめを共有した。その後，類似の間題を提示し，本時の内容の定着を図った。振り返り用

紙や家庭学習の記述から，授業後も分配法則でつまずく生徒が確認できた。

(3)課題

第3時の発話記録（図 1)では，筆者の質問に 3xと答えた生徒C2の発

言を取り上げず， 3+xと正しく答えた生徒C3の発言をもとに全体で確

認しているため，生徒C2の 「わからない」が解消されたとは言い難

い。教育実習生の学習者への誤り対処について論じた萬屋(1997)は，正

答提示の対処と比べて， 自己訂正を促す対処の方が誤りの原因を主体的

に探ることができ，情緒的な反発を起こしにくいと述べている。この場

面では，生徒C2の発言に対して自己訂正を促すために，生徒C2に間

い直し説明させることが適当であっただろう。また，第6時の振り返り

用紙では，既習事項の扱いである分配法則に難しさを感じる生徒が数名

確認できた。このことから，既習事項の扱い方が生徒の実態に即してお

らず，生徒が学び直す機会を適切に設定できていなかったため，生徒の

「わからない」が解消できていなかったことが明らかになった。

T(教師）：じやあ，右側からいこ うかな。今，右側

の重さは何gになってる ？右側の皿の重さ。

Cl (生徒）： IOg, 

T: じやあ，左側は？

C2(生徒）： 3:xo 

C3(生徒）： 3 +:xo 

T: どっち？

C3: 3 +x, 

T: どうして 3xじゃないの？

C3: かけ算じゃないから。

T: そう。今回の場合，どちらも一緒に乗ってるけ

ど， もし3Xxだったら，500円玉が3枚という

ことになってしまう。 だから今回は3+xとなる。

図 1 第 3時の発話記録（抜粋）
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さらに，生徒Aの振り返り用紙の記述（表 1)や教師の質間に対する反応から，「わからない」箇所を表出

することが苦手な生徒がいることが明らかになった。表 1では，授業の回数を重ねるにつれて， 「わからな

かった」という記述から「理解した」という記述へと変化していることが確認できる。筆者は机間指導で生

徒 Aをはじめとする，自力解決が難しそうな生徒を重点的に指導していた。このような関わり方が影響し

て，生徒Aの記述に変化が見られるようになったと考える。しかしながら，授業中の生徒Aは， 「どこがわ

からない？」という教師の質問に対し，首を傾げたり黙り込んだりする反応をしていた。続けて質問を投げ

かけると，頷いたり返事をしたりするものの，納得したようには見受けられなかった。佐伯(2011)は，教師

が子どもの発言の中から「教えたいこと」を言わせようとすると，子どもは 「何を問われているのか」わか

らない状況になると述べている。机間指導の場面で，生徒Aに対する筆者の質問の仕方は， 「“方程式を解

< "ことのゴールは？」というように手順を聞く質問が多く，まさに「教えたいこと」「できるようになっ

てほしいこと」を言わせようとしていた。このことから，生徒の「わからない」を把握するためには， どの

ような質間の仕方が適切であるのか探っていく必要があることが明らかになった。一方で，生徒Aのように

何がわからないのか 「わからない」生徒が，学習者自身の理解状態を明確化できるように手立てを講ずる必

要がある。そのためには，生徒の自己診断 ・自己診断力の育成とともに，学習者自身に問題解決の修正や改

善の仕方を検討させる場面を設けなければならないだろう。

以上から，生徒の 「わからない」を把握し解消することができなかったこと，生徒が自身の 「わからな

い」を表出させるための工夫がなかったことが課題となった。

表1 生徒Aの振り返り用紙の記述（原文ママ）

第 1時 よくわかんなかった、数学がむずかしいくなっている。

第 2時 今回もよくわかんなかった。

第 3時 ちょっとわかった気がした、かもしれない。

第4時 理解できた。

第 5時 先生に教えてもらって理かいできた。

第 6時 今回も教えられた。

3. 研究の目的

本研究は，はじめに生徒の「わからない」を把握するための授業のエ夫を検討する。次に，生徒の「わから

ない」の様相や背景から，授業実践や援助の在り方について検討する。

4. 本研究と関連する先行研究

(1) 「わからない」を把握するための視点について

山路(2017)では困難を示しながら理解深化を達成した 1人の生徒の学習事例を分析し，能動的に議論を聴

くという姿勢が事前にあった場合に， 自分の考えと学級で共有されて進む理解との細齢を感じながらなされ

た援助要請は，誤解の解消に役立つことが示唆された。このことから，生徒が「わからない」を表出し解消す

る場面は教師との対話や記述に限らず，他の生徒との対話場面でも確認できることがわかる。そこで今後は，

他者の考えにいかに触れながら「わかる」ようになっていくのかを明らかにすることを目的として，学級全

体や周囲の生徒との対話場面において「わからない」様子の生徒を数名抽出し，ビデオカメラや ICレコーダ

ーの記録を収集し，生徒の「わからない」の表出 ・解消の様相を分析していく 。

(2)つまずきの明確化について

生徒が自己のつまずきを表出することに関して，瀬尾(2005)の研究は示唆に富む。瀬尾(2005)は，つまずき

明確化方略を教授することが，他の要因に比べて援助要請の促進にどれだけの効果を持つのかを検討し，つ
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まずき明確化方略を教授することは，学力に関係なく，質間内容の質を向上させることを明らかにしている。

わからない，間題が解けないという状況では，教師や友人に質間をすることは有効な手段である。しかし，前

述の生徒 A のように何がわからないのか「わからない」生徒に対して， 「わからない時は質問をしてくださ

い」と声をかけるだけでは，何がわからないのか「わからない」状態の生徒は質間することを諦めてしまうだ

ろう。そこで，瀬尾(2005)では，介入授業の中で自分のつまずきを明確化することの有効性を説明し，つまず

きを明確化する方法をチェックリストの提示によって教授した。本研究では，瀬尾(2005)を参考に，授業中の

疑間を出させたり振り返りの場面で自分のつまずきを明確化させたりするためのエ夫を検討し， さらに質間

内容や疑間が明確なものとなっているのかを質的に分析していく 。

(3)誤りを活かした授業について

進藤・中込(2007)は，事前調査において児童が優角を内角として認めない傾向にあることを明らかにし，

優角を内角として認めさせるための方法を探索的に探りつつ，星形十角形の内角の和を求める内容が発展的

な学習に適っているか否かについて検討している。そこでは，誤概念が学習を興味• 関心のあるものにす

ると同時に，その修正は図形の外延の拡大にも資することが示されている（進藤・中込， 2007)。このように，

生徒の「わからない」を把握し，その「わからない」を解消する方法を探索的に探りつつ授業を構成すると，

生徒の「わからない」の表出を挫くことなく，「わからない」ことをわかろうとする主体的な学びの場を作る

ことができると考える。

5. おわりに

本稿では，生徒の「わからない」を把握し指導の改善を進めることができなかった課題について，筆者の授

業を振り返って具体を示した。今後は，先行研究を参考に，生徒の「わからない」を把握するための授業のエ

夫を探索的に探り，生徒の「わからない」の様相や背景を明らかにしていく。そして，生徒の「わからない」

を活かした授業実践や援助の在り方について検討する。
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