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研究の 目的
本研 究の目的 は，主体的 に考える授業 を行 うた めの授業 展開 のモ デル・ 授業案 開発 であ
る。そ の方法 とし て課題学習 の在り方を 探求する。具 体的には 高等学校 にお ける数 学教育
の現状 を踏まえ， 課題学習 の展開の方法 をモデ ル化し， 具体的 な授業案を提 案する。加 え
て課題 学習の実施 における問題 点にも 触れる。 また， 学習指導要領 解説 に記 される課題 学
習の取扱い方 の問題にも触れる。上記の問題 の改善を踏ま え，主として以下を 目標 とする。

・現在 の高等学校数学教育の問題点を整理し，数 学教育に必要な 要素を明らかにする。
・高等学校段 階の「課題学習」において可能 なこ と・ 達成すべきこ とを明らかにする。
・本研究 におけ る課題学習の位置づけを行い，課題 学習の展開方法をモデル化 し，それ
に沿った教材・ 指導案を提案する。

1.高等学校数学教育の問題点と課題学習の必要性
現在の高等学校数学の授業においては数学科の目標の多くが達成されていないことに言
及した。例えば数学科の目標には数学的活動について触れられているが通常の教科書をた
だ進めるだけでは達成が難しい目標が多く含まれている。授業では自ら課題を見いだす機
会や，結果の意義を振り返る場面，学習した内容を生活や具体的な事象の考察に用いる機
会は非常に少ない。また，数学的な表現を用いての説明，議論の機会も同様である。すな
わち高等学校では教科書を進めるだけでは数学的活動を重視する活動は不可能といえる。
一方で文部科学省の調査によると，科学技術への注目度や，科学技術に対するリテラシー
は，調査国中最低クラスである。これからの数学教育においては将来的に生徒や国民に対
する数学に対する意識を変えるためには生徒に生涯に渡って数学や科学について学びたい
という意識を持たせ，数学を価値あるものと感じさせられるような指導を行うことが必要
である。しかし，教育現場では授業時間・研究時間の不足に加えて受験や部活動等の指導
など，業務量の多さから上記の問題を解決できる指導ができていない。こうした高校数学
における問題点を解決するための活動として，本稿では「課題学習」が有効であることの
根拠を述べた。
2.課題学習の変遷
中学校 の課題学習 につい て の研 究からは次 のよ うな示唆 を得た。 課題学習 の課題 の選択
はこれま での教育 現場におけ る実践結果をおい て十分可 能であり， 生徒 の関心と問題 意識
に立脚すべきであ るとい うこと，これまで の高校 の授業 の内容を大 幅に変 えるのではなく，
生徒の 関心や 問題 意識を変える ようにい かに授業 を工夫す るか とい う点に注力 するべき だ
とい うこ と，課題 が自分なり のや り方で解決 が可能であ ることや異 なっ た知識 を利 用す る
こ とで解決 できる ものにすべきであ る。 課題 学習 におけ る生徒の反応 には認知 面，情意 面
でプ ラス の反 応を示 すのが学力最上位 群と下位群 の生徒で， 残り の上位 群 と中位 群 の生徒
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はマイ ナスの反応 を示 してい るが，高等 学校では習得 する内容 が中学校 よりも圧倒的 に多
く， 中学校より も受 け身的な授業 になりや すい 状況で ある。し たがって 高等 学校でこそ こ
うした活 動を小 出し に行 う必 要がある。課題 学習につい ての先 行研究か ら課題として扱 う
に相応しい 条件は，課題 にとりつ きやすい こと,たや すく問題 の核 心に突入し うるような題
材であ ることであ る。 これ は生 徒に最も 考えてほしい 部分， 問題 の本質 に生徒が到達 でき
ない課題 は，課題 に相応しく なく ，教員 が生徒に何 を考えさせ たい のか とい う具体的 な目
標を明確にしておく ことが必要である。 中学校・高等学校の教 科書を比較からは，「日常社
会の実 際的場面」 が少ないこ と， 生徒の活 動が 「共同 作業型」 となってい るものが極 めて
少ないこ とがわかっ た。
学習指 導要領の改訂 によって 高等 学校で は学習す る内容が大 幅に増えた ことを踏ま える
と，課題 学習は 目標や 通常 の学習 とのバ ラン スを考慮し た上で ，計画的な 準備の上で 実践
され るべきであ る。 高等学校 特有 の問題点 とし て， 高校では 学校ごとに大 きな学力差 が存
在す るた め，あ る高校での実 践成果 を即座 に別 の高校 の実践 に活 かしにくい とい う問題 が
存在し， 実践の蓄積や 研究 の比較 検討 を行 う段階に入 るには時 間がかか ること，また， 高
等学校で は授業内で 取り扱 う内容 は中学校 より抽象的 かつ 高度 であり，授業 の内容 が分か
らなかっ たり，他 の生徒の言ってい る意見 の意味を理解 できず ，授業につい てい けなく な
る生徒 も出てくる問題 点を指摘し た。 高等 学校の学習指 導要領解 説に課題 学習の例 とし て
黄金比の話題や2

次関数に関連 させ た模 擬店を開設した 際の利 益の最大値 を決 定する活動

などがあげ られてい るが，生徒 の意欲・関 心を高 めるにはも う少 し工夫 が必 要であ る。 生
徒が数学 を学ぶ際に どのよ うなこ とに興 味や 関心を抱く のか とい う違いに も着目す ると日
常生活やゲ ーム的な 内容は多く の生徒の興 味や 関心をひ くであろ うが，一方 で高校段 階に
入った生徒 の中には抽象 的な物事や ，仮想 の条件下で物 事を考 察するこ とに興味を 持つ 生
徒も多くい る。 特に 高校段階な らば抽象的 なものご とを考え るこ とに興 味や 関心を持つ 生
徒も多く なっ てく るはずであ る。つ まり，本節 の結論 は高等学 校の生徒 の数 学の学習 にと
っ て日常生活の具体的場 面が必ずし も必要で はない とし た。

3.高等学校数学における課題学習のモデル化
高等学校で の課題学習 では， どのような課題 を課題 学習の中で 扱 うか，そ の手掛 かりと
し て，数学 を現実へ の応 用させ る「応 用指向」 と数学 内の概念形成 や数学 の発 展を重視 す
る「構造指向 」の比較 を行い，高等 学校で取 りあつか う課題学習 の条件を提案し た。先 行
研究からは課題の解答が多様性を含み，全員またはグループ全員が課題を共有しているこ
と，課題 が分かりやすい ことが重 要である。課 題の最終 的な到達点 が生徒そ れぞれ個別 に
存在し， かつ 自主的に探 究が深 められるよ うな課題が望まし い。 可能であ るならば意外 性
のある発見を含 む活動 が望 ましく， 自然に感じ ることや直観 を裏切 られる体 験をさせ るこ
とができれ ば， 生徒は数 学的に考え ることの重 要性を感じ るはず でこれら が課題 学習 の条
件 とい える。 ここまでの考察 を基 に本研 究の課題学習 は次のよ うな位 置づ けの活動とする。
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・意外性を持たせた り，数 学の必 要性を感 じる体験を させ るなど，数学の内容そのも のの面 白
さから数学的思考に没頭 させ るこ とによって数学に 関心を持たせる活動とする。
・教員 が主導す るだけ の課題ではなく，生徒 同士の論理的な意 見交換による数学的仮説 が学習
者 の興味・関心から新たに生まれ る活 動とする。
・生徒 が主体的に取り組む授業展 開を行 うための活動 とす る。
・数 学の内容や 数学的な考察するこ とに興 味・関心を持たせ た上 で， 自発 的に探究を行える
生徒 を育てる活動とする。
・授業 内で身 につ けた新たな知識概念 の定着 と， 問題解決へ の活用 を重視し た活 動とする。
さ らに，高校数 学を身につけ る段 階を次 のように①〜 ③と分け る。 このとき課題 学習の位
置づけ は生徒を ①の段階〜 ③の段 階それぞ れで行 われ る可能性 のある活動であ る。 なぜな
らば課題学習 は上記の活動が行われる場 と位 置づけ られるからで あ る。

①

基礎的な知識 ・概念を獲得する段階
教科 書などで公 理・定義を知 り，基礎知識 を身 につけ る段 階。こ の段階で教員側 が生徒

に対して意欲的 に取り組める展開を与えられ るこ とも考えられる。
②

問題が解け る段 階
教科 書や 問題集 のパターン化 された問題 が解 ける段階。 ①同様 に， この段階でも 生徒が

主体的に取り組 める活 動を展開できるならば，課題学習 となり うる。

③

身につけた知識 を活 用できる段階
既習 の知 識を問題解 決のた めに 意欲的に活用 する段階。物 事を既習 の知識と結びつ け，

数学的に処理し ようとし たり，自ら新たな課題を作ろ うとする段階。

以上 のように，課題 学習は数学 の授業 において あら ゆる場 面で行 われる可能性のあ る活動
に位置づけ る。
課題学習 の位 置づけ
① 知 識・ 概念 を 獲得 す る

② 問題 が 解 け る段 階

③ 身 につ けた 知 識を 活 用 で きる 段 階

段階

一問 題 集な ど の パタ ー ン 化

・既 習 の 知 識を 問 題 解決 の た め に意 欲 的

・教 科 書 等で 基 礎 知識
を 身 に つ ける
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さ れた 問 題 が解 け る

に 活 用で き る 段階
・ 自 ら 課題 を 作 り だす 段 階
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4.課題の開発
ここま での章で述べた課題学習 に相応 しい教材 の条件 と課題 学習の位置づけ に則っ た課
題 学習 の授業案 を提案した。数 学I 「背理法の導入」，数学A

「1 列 のコイ ン」「モ ンテ

ィ・ ホール 問題 」「ペニ ーアンティ」「カプ レカー操作」「問題作 り」 の6 点 である。

数学A

「カプレカー操 作」

カプレカ ー操作はD. R.カプレカ ーによって発見 された操 作である。こ の操 作は4 桁 の数
字 （ただし1111,2222 な どの4 桁 とも同じ数字は除く） を定め,こ の数 字を構成する4 桁 を
バ ラバラにして 大きい順 に並べた数 から小 さい 順に並べ た数 を引き算 するもので ある。 こ
れ を繰 り返すと最大7 回で6174 にな るこ とが知られており，これをカプ レカ ー定数 と呼ぶ。
導 入

学習内容

学習活動

指導上 の留意点 ・評 価

○カ プ レ カ 操 作

○任意 の4 桁 の数 （ただし，4 つ

○ どのよ うなこ とが起こ るか

につ い て 説 明 す

の位 の数 が全 て同じ数を除く）に

予想 させて みる。

る。

ついて，4 つ の位の数を大きい順

○予想 を何人 かに発表 させ て

に 並 べ替 え た数 から 小 さい 順 に

みる。

並べ替 えた数 を引く。こ の数 にも
展

同様 の操 作をする。

開

○ カプ レ カ 操 作 〇4桁の数は何個あるか。

○一 通りに なるかを予想 させ

は な ぜ一 通 り の 〇4つの数の組み合わせは何通り

る。

結 果 に なる の か

あ るかを考えさせる。

○活 動が止 まる場合， 生徒に

考察す る。

〇1回カプレカ操作をした数の特

指示 を小出しに出していく。

徴 を考えさせる。
〇1回カプレカ操作をした数の組
ま

み合わせを考え させ る。

と
め

○方程式を用いた解 決によって，

○ 興 味 関 心 を 持 っ た 生 徒 に対

カ プ レ カ 定数 が 定ま るこ と を示

し て 課 題 とす る 。

す。

〇3桁・5桁の場合に触れる。

5.高等学校数学における課題学習の実践事例と考察
課 題学習を 実践する際 に教員 が どのよ うな姿勢 で臨む べきか，生 徒の心理面 への配慮 を
どのよ うにす べきかを先 行研究を参 考に整理し た。先行研 究に よると課題学習 を行った 際
には学力最 上位 群 と下位 群の生徒 が認 知面， 情意面でプ ラスの反応 を示し，残 りの上位 群
と中位群 の生徒はマイ ナスの反応 を示 す傾向 があ る。 こうしたマイ ナス反応 を示 す生徒 へ
の配慮 につい て触れ てい る。実 践を行った3 つ の事 例について生 徒に対して 行っ た質 問紙
やレ ポー卜 課題の取 り組み から課 題学習 の効果を分析し た。評価 方法はル ーブ リッ クを参

125

山 本

武 寿

考に，本研究で行った評価方法について述べている。

研究のま とめ
・課題 学習は 高等学校 の数 学教育の多岐 にわた る問題点 の多 くを解決 するた めの有効な
活動となることが分かった。
・現在 の高等 学校数学 の課題 学習に は日常社会 の実際的場 面を取 り扱 う課題 ・共同作業
型の課題が十分提案されておらず，こうした課題を作り上げる必要がある。
・課題学習は授業を展開する中でどのような場面にも効果的に実践されうる活動である。
今後の課 題
・課題学習に相応しい教材案と，教材を生かす授業の展開案，実践例をどう蓄積するか。
・入試 問題 などの演習を課題学習 とし て発展的に扱 う授業形 態なども提案でき るはずで
あるが，現時点ではそうした実践はあまり紹介されていない。
・課題学習は数学I・A以外でも取り扱うべきではないか。数学Ⅱ・B・Ⅲを履修した理
系の生徒に,数学I・A以外の教材での課題学習をさせる機会を設けるべきではないか。
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