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平成２１年度 中学校新教育課程説明会 資料 
数学科 

野田市立関宿中学校 
教 諭  石島英爾 

 
Ⅰ 研究主題 「生きる力をはぐくむ教育課程の在り方」 
  〔主題設定の背景〕 
   本県では、「学校教育指導の指針」の重点の第一に「うるおいある活きた学力」を掲げており、基礎・

基本や主体的に学ぶ力等「確かな学力」の向上を図るとともに、学んだことを豊かに活かしていくことの

できる力を育成することを目指している。このことはまさしく「生きる力」の育成につながるものである。 
   その中の努力目標として、①自ら学び、思考し、表現する力の育成、②指導目標の明確化と指導方法の

工夫改善、③指導と評価の一体化、④個に応じた指導の一層の充実、⑤総合的な学習の時間の一層の工夫

改善、⑥読書活動の推進を掲げている。これらの活動の充実を図り、「うるおいのある活きた学力」の育

成を図りたい。 
 
Ⅱ 指導の重点の具体化 数学科 
  今年度の指導の重点 
（１） 小学校や学年間の学びの接続を大切にし、数学的活動を通して、思考し、表現する力を高め、共

に学ぶ活動を重視した指導の工夫 
（２） 指導と評価の一体化を図り、学習意欲を高める評価の工夫 
（３） 数学科における個に応じた指導の充実 
重点の具体化 
（１） について 
① 小学校や前学年の学習内容や学習方法を踏まえ、学び直しの機会を効果的に取り入れた指導計画

や指導方法の工夫 
② 数学的活動を適切に位置付け、生徒が見通しをもち、多様な考えを表現しあい、練り上げ、磨き

あい、成果を共有する学習活動の工夫 
③ 数学的に考えることの楽しさやよさを実感したり、生徒自ら追究したりできる教材の開発や学習

過程の工夫 
（２） について 

    ①「学習前の評価」、「学習過程における評価と指導」、「学習後の評価と指導」の工夫 
② 生徒一人ひとりの「関心・意欲・態度」、「数学的な見方や考え方」を重視した継続的な評価活動

の工夫 
③ 移行措置を踏まえた評価規準の見直しや評価を指導に活用することを意図した評価テスト等の

工夫 
（３） について 
① 生徒の実態や特性等を十分把握した個に応じたきめ細かな指導の充実 
② 個別指導、グループ別指導、一斉指導のよさを踏まえた指導の工夫 
③ 少人数指導などにおける指導体制や生徒への支援の工夫改善 
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Ⅲ 本校の校内研修テーマ                    
関宿中学校の校内研修（研究）テーマ 

活用できる基礎学力を身につけ、主体的に学習に取り組む生徒の育成 
－基礎的･基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動の工夫を通して－ 
－平成２１年度は学習活動の充実と言語活動の充実の連結を通して－ 

関宿中学校の数学科の努力目標 

数学的活動の充実を図ることによって、数量・図形等に関する基礎理解を深め、数学的表現処理の基

本的事項の習得を図り、一人ひとりが興味関心を持って意欲的に取り組む指導方法の工夫 
関宿中学校の数学科の研修計画の重点 

①基礎基本の定着  ②問題解決的な学習活動の工夫  ③数学的活動の具体例の収集 

「数学的活動」についての取り組み 
今年度は教科指導をしながら「数学的活動」の具体例の収集をすることを研修の重点にしている。 

また、「数学的活動」の開発や評価の留意点として、次の３段階を考慮したい。 

① 指導のねらいに沿った生徒の理解や思考の過程が見えるもの（外化）である段階 

② ①の外化が複数組み合わされたものである段階 

③ 数学の知識・技能を活用するものである段階 
 
Ⅳ 提 案  
 『砂場の授業』 
  各学年の内容〔第１学年〕Ａ数と式（１）のイ「小学校で学習した数の四則計算と関連付けて、正の数と

負の数の四則計算の意味を理解すること。」を、中学校学習指導要領解説・第１学年〔数学的活動〕の例示

を受けて授業にしたものを提案する。 
例示では、「２数の加法の意味を数直線上における動きと考えるなどして計算の意味を理解し」と、数直

線で考えることが示してある。また、学校図書の数学教科書も数直線で考えることになっている。本授業は

次の点を考慮し、数直線での指導の前に、『砂場の授業』を実施した。 
① 自然数との連続性を保ちながら、０と負の整数を実感させたい。 
（デカルト的な座標上の位置としての数や変化の値としての数、方向を表わす符合ではなく） 

② 馴染みの深い『砂場』を利用し、質の高い数学の授業をすることで数学への関心を高めたい。 
③ 具体物を扱うので、生徒が説明しやすいだろうと考えられる。 
④ 可塑性に富む砂の造形で何回でもやり直しができる。 
⑤ モデル化を容易な形で指導できる。 

〔導入〕０を実感し、負の数を実感すること。 
〔中心課題〕２－（－３）＝２＋３＝５を説明すること。 

ａ〔符号が同じ２数の加法、正の数と正の数の加法〕 
ｂ〔符号が同じ２数の加法、負の数と負の数の加法〕 
ｃ〔符合の異なる２数の加法、正の数と負の数の加法〕 
ｄ〔符号が同じ２数の減法、正の数と正の数の減法〕 
ｅ〔符号が同じ２数の減法、負の数と負の数の減法〕 
ｆ〔符合の異なる２数の減法、正の数と負の数の減法〕 

〔まとめ〕２－（－３）＝２＋３を説明する。 
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〔導入〕０を実感し、負の数を実感すること。 
   コップ１杯分の砂を１とすると、 

 実際の説明では、「Ｔ：上手くいくと、

０が一瞬見えるかもしれない、－１は確実

に見える。」と投げかけの誘導をして、

「Ｔ：これはいくつを表すか。」、 
    ＋２        ＋１        ０     「Ｓ：＋２」、片方を取り去って、「Ｔ：こ

れはいくつを表すか。」、「Ｓ：＋１」、残りを取り去って、「Ｔ：これはいくつを表すか。」、「Ｓ：０？」と進め

た。 
 コップに砂をいっぱいに詰め、縁だけ

が見えるように砂に埋めながら、改めて

「Ｔ：これはいくつを表すか。」と質問す

る。「Ｓ：０でしょう。」。おもむろに、コ        

０        －１（コップ１杯分の穴）     ップの縁を持って砂から引き出す。この
時、生徒から「オォー」の声が上がる。穴を指して、「Ｔ：これはいくつを表すか。」と聞く、「Ｓ：－１」の

大合唱になった。「Ｔ：－１です。しっかり見て。」、生徒たちは覗き込んで見ていた。 
 ここでは、平らな砂地からコップを引き出す、つまり、０から１を取り去る行為から「１と－１が加法にお

ける逆元（反数）の関係になっていること」を暗に予告している。式で表せば「（＋１）＋（－１）＝０」を

予告していることになる。 
 
〔中心課題〕２－（－３）＝２＋３＝５を説明すること。 
  〔中心課題〕の計算の仕方を見いださせるために、まず、基になる学習として、符号が同じ２数の加法

ａ、ｂ、符号が異なる２数の加法ｃを学習する。 
 
ａ〔符号が同じ２数の加法、正の数と正の数の加法〕 

２＋３＝５を説明させた。 
この図は具体的な形を残した中間的なモデルである。５個

の円柱を囲んでいるのは、計算の結果を表している。砂場ではコップの砂を使わせて

何人かの生徒に操作をさせながら説明させた。（白い円柱は正の数を表す。） 
 
ｂ〔符号が同じ２数の加法、負の数と負の数の加法〕 
  （－２）＋（－３）＝（－５）の計算を（－２）をコップの穴２個、（－３）をコップの穴３個で表し、

計算結果の（－５）を説明させた。（影のついた円柱は負の数を表す。） 
 
ｃ〔符号が異なる２数の加法、正の数と負の数の加法〕 

５＋（－２）＝３の計算はコップ２個分の砂を穴２個に埋め戻すことによっ

て説明させた。最初だけ、生徒は気が付くまで少々時間がかかったが、類題で

は直ぐに解決することができた。暗に「（＋２）＋（－２）＝０」を使っての 
説明になっている。計算結果は（＋３）になる。 
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 右のモデルはより抽象化を増したものである。板書やノートではこの表現で

十分であることは生徒もすぐに理解した。 
 
２＋（－４）＝－２の計算もコップ２個分の砂を穴２個に埋め戻すことによ

って説明させた。穴が２個残るので、計算結果は（－２）になる。 
 
 

ｄ〔符号が同じ２数の減法、正の数と正の数の減法〕 
５－３＝２の計算はコップ５個分の砂からコップ３個分の砂を取り去る   
ことで説明できる。モデルの図で、３個分を取り去ることを２本線で見え消     
しにすると約束する。計算結果は（＋２）になる。 
３－５＝－２の計算はコップ３個分の砂からどのようにコップ５個分の

砂を取り去るかを工夫しなければならない。どこからかコップ２個分の砂を

持ってくる必要がある。この場面ではｃの埋め戻しの逆の発想に生徒たちは

容易に気付くことができる。「０＝（＋２）＋（－２）」的な発想である。つ  
まり、コップ２個分の砂を掘って、コップ２個分の砂とコップの穴２個を新しく作り、合わせたコップ５

個分の砂を２本線で見え消しにすることができる。減法の成立である。計算結果は（－２）になる。 
ここまでを『砂場の授業』として実施した。 

   実際の授業では、この時間の最後に、２－（－３）＝５を提示した。提示の仕方を間違えて、大混乱を

招いてしまった。次のように提示してしまったのである。 
コップ２個分の砂とコップの穴３個を最初から見せて、２から－３を引け

るかと発問したのである。これでは、「０＝（＋３）＋（－３）」の発想が使

えないので解けなくなってしまう。（－３）と（＋３）は同時に作り出され

なければならないのである。「おかしいな。この続きは、次の時間に教室でやります。」と仕切り直した。 
 

ｅ〔符号が同じ２数の減法、負の数と負の数の減法〕 
   （－５）－（－３）＝（－２）はもう、説明の必要はないであろう。 
 

（－３）－（－５）＝（＋２）は〔中心課題〕と内容的には同様にな 
るので授業では最後に扱った。（－３）から（－５）を消すことができな 
いので（－２）を補う必要がある。「０＝（＋２）＋（－２）」を利用す 
る。 

 
ｆ〔符合の異なる２数の減法、正の数と負の数の減法〕 
 いよいよ、〔中心課題〕２－（－３）＝２＋３＝５を説明する。 
２から（－３）を引くことを説明する。（－３）を引く、つまり、消すために（－３）を作る準備をする。 

 
 左側の写真は２を表している。右側の写真も２を表している

が（－３）を作るためにコップが３個埋めてある。 
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左側の写真 コップを３個とも抜いて、コップ３個分の砂と

コップの穴３個を新しく作る。この段階でも２を表している。

「０＝（＋３）＋（－３）」を利用する。 
右側の写真 （－３）を消すと、５を表す。 

 モデルで表現すると左のようになる。モデルの場合は操作の過程が 
分からない。計算結果が５であることと（－３）を見え消しにした結 
果だけになっている。２－（－３）＝２＋３＝５は計算結果が５にな 
っていることから－（－３）は＋３となると説明する。 

 
〔まとめ〕２－（－３）＝２＋３を説明する。 
 生徒の説明を紹介して、提案のまとめとしたい。授業で扱った数学的活動を定期テストに出題した。図と文

章で表現する問題として、その理解度を確認した。 
 【問 題】砂場の授業で、コップ１杯分の砂を１とした時に次の問いに答えなさい。 

⑥ 正、負の数の減法では、ひく数の符号を変えてたせばよいことを、２－（－３）＝５を例にして、

図（絵）に描いて表わし、文章で説明しなさい。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 「０から－３をひいて３がでる」という表現

が「０－（－３）＝（＋３）」を表していて、

反数の関係が理解されつつある。 

 「－３をなくすかわりに＋３を作って」の表

現は稚拙であるが、図と合わせると、－３の分

を消すために＋３を作っていると理解できる。 

 発問の意味を的確にとらえている。負の数を

ひくことが正の数をたすことになることを表

現し、図では反数の関係を表している。 

 抽象化が進んだモデルにはなっていないが、

実際の授業を思い出し、操作の過程を表そうと

する努力をかった。－（－３）を点線で表現。 
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  〔課題〕 
 『砂場の授業』は小学校の既習事項と関連を図りながら、負の数を含む範囲までの数の拡張を、四則演算の

仕方を中心に扱ったものである。中学校の数学の指導では抽象化が進むが、抽象化の速さが理解の障害になっ

ている生徒も相当数見受けられる。そのような生徒にも具体的な教具を扱う『砂場の授業』は興味を持って受

け入れられた。加法と減法の指導となったが、乗法と除法の指導にも応用できる。 
 指導する範囲を生徒の実態に合わせる 
指導する範囲は、加法の逆元（反数）を減法の理解に役立てるまでが適当であると判断する。乗法の仕方の

説明で、「（整数）×（整数）」は障害が少ないが、「（整数）×（分数）」、「（分数）×（分数）」の説明は煩雑さ

が増す。『砂場の授業』ではこの部分が説明しづらいので除法の仕方の説明は難しい。つまり、乗法の逆元（逆

数）は分数になるからである。この部分は、数式を使って説明する方がよい。理解できる生徒は、統計をとっ

ていないので断定はできないが、はるかに多いと思われる。 
指導する数学の用語を適切に選択する 
数学的活動の過程では、説明し伝え合うことを重要視している（資料参照）。数学科での言語活動は数学的

な言葉を使って表現することも大切な目的になっている。乗除法の場合に、「除法は逆数の乗法になる」と説

明できるように、加減法の場合でも、「減法は反数の加法になる」と説明できると数学的なまとまりがきれい

なような気がする。別の考慮事項があるのかもしれないが、残念ながら、「逆数」と異なり、「反数」は指導す

る用語になっていない。 
 
追加補足 
 本提案の準備を進めている最中にもいろいろな事を思い浮かべ、周りの先生方とも議論を重ねる。その中で

重要と思われるものを紹介する。 
 
教材教具作りの１つの観点   『幼少期の楽しかった体験を思い出す＝ 気持ちよい』を利用する 
大人の場合  ・ カラオケが漫画のテーマソングで盛り上がる 

・ 宮崎駿のアニメは幼少期体験を上手に使う 
  類似な（経験を思い出す）ものとして 

・ 映画の話題（例えば、年代にもよるが、東京タワーとモスラ） 
・ 旅行した場所がテレビ放映されると「よし」と思う 

生徒にとっての気持ちよい思い出を探す 
・ 例えば、「砂場」「折り紙」「ままごと」「お風呂の九九」「小学校の修学旅行（遠足）」「ポケモン、

ドラえもん、ｅｔｃ」「小学校の家庭科調理実習」「ミニ四駆」 
 

 幼少期の楽しかった体験を思い出すことが気持ちよい感覚を作り出すことは事実であるように思われる。精

神的な高揚感を生み出している。脳の状態が、車に例えれば、アイドリングの状態からアクセルに足を乗せた

状態になっているのであろう。この高揚感の中で、「数学的活動」・「数学の授業」を展開するのである。 
 この高揚感は、教具を提示された時に、「未知か既知か」⇒「過去の経験の想起」⇒「楽しかった思い出を

思い出せた満足感」の流れの中の「満足感」が作り出すのであろう。この「満足感」は人間が本質的に欲求す

るものであるように思われる。 
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参考資料      学習指導要領（２０年３月告示） 
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。 
 
内容 
〔第１学年〕〔数学的活動〕 
 「Ａ数と式」、「Ｂ図形」、「Ｃ関数」及び「Ｄ資料の活用」の学習やそれらを相互に関連付けた学習において、

次のような数学的活動に取り組む機会を設けるものとする。 
 ア 既習の数学を基にして、数や図形の性質などを見いだす活動 
 イ 日常生活で数学を利用する活動 
 ウ 数学的な表現を用いて、自分なりに説明し伝え合う活動 
〔第２学年〕〔第３学年〕〔数学的活動〕 
「Ａ数と式」、「Ｂ図形」、「Ｃ関数」及び「Ｄ資料の活用」の学習やそれらを相互に関連付けた学習において、

次のような数学的活動に取り組む機会を設けるものとする。 
 ア 既習の数学を基にして、数や図形の性質などを見いだし、発展させる活動 
 イ 日常生活や社会で数学を利用する活動 
 ウ 数学的な表現を用いて、根拠を明らかにし筋道を立てて説明し伝え合う活動 

 
指導計画の作成と内容の取扱い 
 数学的活動の指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 
（１） 数学的活動を楽しめるようにするとともに、数学を学習することの意義や数学の必要性などを実感す

る機会を設けること。 
（２） 自ら課題を見いだし、解決するための構想を立て、実践し、その結果を評価・改善する機会を設ける

こと。（……※生徒が自ら課題を見いだしたことをどのように見つけるか。） 
（３） 数学的活動の過程を振り返り、レポートにまとめ発表することなどを通して、その成果を共有する機

会を設けること。 
 
中教審答申（学習指導要領解説から） 
 
○算数的活動・数学的活動は、基礎的・基本的な知識・技能を確実に身に付けるとともに、数学的な思考力・

表現力を高めたり、算数・数学を学ぶことの楽しさや意義を実感したりするために、重要な役割を果たすも

のである。算数的活動・数学的活動を生かした指導を一層充実し、また、言語活動や体験活動を重視した指

導が行われるようにするために、小・中学校では、各学年の内容において、算数的活動・数学的活動を具体

的に示すようにするとともに、高等学校では、必履修科目や多くの生徒の選択が見込まれる科目に「課題学

習」を位置付ける。 
○例えば、数学を生み出す活動、数学を利用する活動、数学的に伝え合う活動、数学的に実感する活動など、

数学的活動を具体的に示す。 
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中学校学習指導要領解説 数学編 
 
目標、「数学的活動を通して」について 
○数学的活動とは、生徒が目的意識をもって主体的に取り組む数学にかかわりのある様々な営みを意味してい

る。…実感を伴って理解したり、思考力、判断力、表現力等を高めたりできるようにする…。なお、このよ

うな数学的活動には、試行錯誤をしたり、資料を収集整理したり、観察したり、操作したり、実験したりす

ることなどの活動も含まれ得るが、教師の説明を一方的に聞くだけの学習や、単なる計算練習を行うだけの

学習などは含まれない。 
 
表現すること 
○表現することは、事象を数理的に考察する過程で、推測したり見いだしたりした数や図形の性質などを的確

に表わしたり、その妥当性などについて根拠を明らかにして筋道を立てて説明したり、既習の数学を活用す

る手順を順序よく的確に説明したりする場面で必要になる。表現することにより、一層合理的、論理的に考

えを進めることができるようになったり、より簡潔で、的確な表現に質的に高めることになったり、新たな

事柄に気付いたりすることも可能になる。また、考えたり判断したりしたことを振り返って確かめることも

容易になる。また、こうした経験を通して、表現のもつはたらきについて実感を伴って理解できるようにす

ることも大切である。 
 
各学年の目標〔第１学年〕 
（１）  数を正の数と負の数まで拡張し、数の概念について理解を深める。また、文字を用いることや方程

式の必要性と意味を理解するとともに、数量の関係や法則などを一般的にかつ簡潔に表現したり処理

したり、一元一次方程式を用いたりする能力を培う。 
 
内容 １ 内容構成の考え方 （１）中学校数学科の内容について 
数学的活動と数学を学ぶことの意義 
 数学の学習で大切なことは、観察、操作や実験などの活動を通して事象に深くかかわる体験を経ること、そ

して、これを振り返って言葉としての数学で表現し、吟味を重ね、さらに洗練させていく活動である。数学の

学習は、こうした活動を通して、数学や数学的構造を認識する過程ととらえることができる。観察、操作や実

験などの活動による体験を振り返りながら数学的認識を漸次高めていくことは、自らの知識を再構成すること

にほかならない。 
 
中学校数学科の内容の骨格 
① 数の概念及びその範囲の拡張 
② ユークリッド空間 
③ 関数 
④ 不確定な事象 
⑤ 文字を用いた式 
⑥ 数学的な推論 
⑦ 説明し伝え合うこと 
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① 数の概念及びその範囲の拡張 
〔略〕中学校数学科では正の数と負の数の範囲に、さらには、無理数を含んだ範囲にまで数を拡張する。

中学校数学科における数の拡張は、公理的な構成とは異なり、観察、操作や実験などの活動を通して行わ

れ、高等学校に引き継がれる。〔略〕 
⑦ 説明し伝え合うこと 
  〔略〕数学的活動の過程では、何を考え、どのように感じているか、自分自身と向き合わなければならな

い。自分自身の言葉で着想や思考を表すことにより、自分の考えを再認識することができる。こうして言

語で表されたものは、自分の考えを見つめ直す反省的思考を生み出し、さらに研ぎ澄まされたものとなっ

ていく。この自己内対話の過程は、他者とのコミュニケーションによって一層促進され、考えを質的に高

める可能性を広げてくれる。説明し合う活動における他者とのかかわりは、一人では気付かなかった新し

い視点をもたらし、理由などを問われることは根拠を明らかにし、それに基づいて筋道を立てて説明する

必要性を生み出す。そして、数学的な知識及び技能、数学的な表現などのよさを実感する機会が生まれる。 
 
第３節 各学年の内容 〔第１学年〕Ａ 数と式 
（１） 具体的な場面を通して正の数と負の数について理解し、その四則計算ができるようにするとともに、

正の数と負の数を用いて表現し考察することができるようにする。 
   ア 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。 

イ 小学校で学習した数の四則計算と関連付けて、正の数と負の数の四則計算の意味を理解すること。 
ウ 正の数と負の数の四則計算をすること。 
エ 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表したり処理したりすること。 
〔用語・記号〕自然数 符号 絶対値 

 
第１学年〔数学的活動〕の例示から（中学校学習指導要領解説 数学編 Ｐ８３ ２０行目から） 
 第１学年における「既習の数学を基にして、数や図形の性質などを見出す活動」として、例えば次のような

活動が考えられる。ここでは、生徒が数学的活動に主体的に取り組むことができるよう、その前提となる指導

についても触れる。 
○符号の異なる２数の加法の計算の仕方を見いだす活動 

 この活動は、第１学年「Ａ数と式」の（１）のイの指導における数学的活動であり、同じ符号の２数の加法

の学習を基にして、（＋５）＋（－２）や（－４）＋（＋３）のような符号の異なる２数の加法の計算の仕方

を見いだすことをねらいとする。また、その後の減法や乗法、除法についても同様な視点から計算の仕方を考

えていけるようにする。 

 そのために、（＋５）＋（＋３）や（－２）＋（－７）のような符号が同じ２数の加法に計算について、例

えば、２数の加法の意味を数直線上における動きと考えるなどして計算の意味を理解し、それに基づいて計算

できるようにする。また、符号が同じ２数の加法ができるようになったことに着目し、次に符号の異なる２数

の加法について、その計算の仕方を考えようとするきっかけをつくる。 

 こうした学習を基にして、生徒が自ら符号の異なる２数の加法の計算の仕方を考え、図や言葉を用いて計算

の過程をまとめ、符号が同じ２数の加法の場合と同じように考えて計算できることを理解する活動に取り組む

機会を設ける。計算の仕方を見いだせない生徒については、符号が同じ２数の加法の計算の仕方とその考え方

について振り返り、符号の異なる２数の加法の計算に適用できないか調べるように促す。 


