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中学校数学におけるRLAを組み込んだ授業開発の取組と展望
―新潟大学教育学部附属長岡中学校の実践研究の系譜を基に―

Exploring the Possibility of Incorporating RLA in the Mathematics Class in Junior High School:
Based on the Chronological Report of the Practical Research in Nagaoka Junior High School
Attached to Faculty of Education at Niigata University.
井口

１

浩＊１・風間

はじめに

RLA と は， 市 川（1996） に よ っ て 提 唱 さ れ た
Researcher-Like Activity の略称である。同氏は，そ
の基本的なコンセプトは「研究者の活動の縮図的活
動を学習の基本形態とする」ということであるとし，
「縮図的活動」は，本物の研究者の活動を，学習者
のレベルに合わせて模擬したものであると述べてい
る。また，「RLA は『社会的な本物の活動に末端的
に参加する』ことではなく，研究者としての核心的
な部分を含んだ縮図的活動であり，それを経て自分
の選択した活動についてその『ホンモノ度』を高め
ていくプロセスである。」と指摘している１）。
それを受け，かつて故新潟大学名誉教授金子忠雄
氏は，新潟大学教育学部附属長岡中学校数学科（以
下，当校数学科）の実践研究の指導者であったとき，
RLA の内実をとらえ研究者の活動の核心的部分や
教育的配慮を含む活動を展開するのであれば「研究
者の研究活動に準ずる活動」と呼ぶ方が相応しいと
提言していた。その当時，当校の数学科教師として
勤務していた風間（筆者）は，算数・数学用語の「縮
図」が連想させる「相似のようにミニチュアモデル
にする」という意味の招く誤解を防ぎ，「核心的な
部分はできるだけ縮めない」ことこそが市川氏の理
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念に沿う解釈と考え，RLA を「研究者の研究活動
に準ずる活動」として実践研究に着手した。1997
年から２年間，当校で RLA に基づく数学授業を３
回実践し，その結果を研究紀要や論究にまとめた。
その後は，当校において RLA をカリキュラムに位
置付けて意識的に実践することはなかったが，ここ
最近アクティブ・ラーニングが注目されていること
が追い風となり，2015 年から井口，齋藤（共に筆者）
が再び当校において RLA に基づく数学科授業の実
践研究に取り組み始めた。

２

本稿の目的及び射程

市川（1996）は，「RLA は決して『研究者の卵を
育てるための教育』ではない。」とした上で，RLA
の小・中・高等学校での有効性を３点述べている。
・研究者の行っているような探究活動は，子ども
の本来的な興味・関心に根差していることが多
いこと。
・RLAがよりどころにしている科学的研究活動は
文化的意義が広く認められていること。
・研究者の活動には，一般の市民生活を営む上で
の共通要素がかなりあること。例えば，
「物事
の因果関係を的確に推論すること」
，
「自分の主
張を論理的に述べること」
，
「他者の意見を批判
的に吟味し議論すること」等である１）。
上述の１点目及び２点目の指摘は，学びの本来性
とそれを支える活動の価値に関わることである。３
点目の指摘は，今後一層求められる資質・能力の育
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RLA がどのような意味をもっていたかを明

成に大きく関わる意義である。

らかにすること。

実践レベルにおける RLA の意義や価値としては，
生徒の主体的な数学学習に有効に働くということが
報告されている。その主体性は，中学校では，生徒
が問題を見付けて取り組む場面や，ポスターセッ
ションにおける説明や質疑応答，修正の場面等で見
られる（狩俣 , 1996 ２）. 青木 , 伊禮 , 2013 ３））。服部 ,
井上 (2015) は，生徒同士の査読評価活動を組織す
ることによる成果をクリティカルシンキングの育成
の観点から得ている４）。
一方，国立教育政策研究所 (2015，2016) は，「教
科等の本質が学びやすくなるように内容を構造化
し，各教科に対応する専門分野で行われる活動と組
み合わせることで，子供が獲得する知識の質を上げ
ようとする動きが鮮明になっている」５）６） と指摘
している。その活動として，科学では観察・実験や
モデル化・シミュレーション等を例示し，具体事例
として，幼稚園児や小学生でも理論構築に挑戦でき
ないかという研究課題に基づいて行われている海外
の実践を紹介している。それは，例えば「なぜ秋に
なると，葉っぱは赤くなるのか」という問いに対
し，小学１年生が科学的な説明を作り出し，それを
支持する事実を集めて理論を構築する，いわば研究
活動を子どもなりに行うことが可能であることを示
唆する内容である（Scardamalira & Bereiter, 2013 ７）,
2014 ８））
。
これまで述べてきたように，RLA は，それに基づ
いて算数や数学の授業を行うのであれば，それは算
数科・数学科に対応する専門分野で研究者によって
行われている活動に準ずるリアリティのある活動で
ある。学習指導要領で例示されている算数的活動や
数学的活動を部分的に採り入れるよりもダイナミッ
クで，児童・生徒の学びを起こし開くものである。
したがって，RLA は，上述の世界的に注目されて
きている学習活動の在り方やそれを組織するための
いくつかの要素を，既に踏まえていると考えられる。
しかし，現実は，RLA が普及しているとは言い難
く，附属長岡中学校においても，RLA の初期の実
践研究から最近の実践研究までの間，実に 18 年も
の空白があったのである。これを機に，改めて当校
の RLA の実践研究の系譜を辿り，研究者と実践者，
学習者の思いと，実践の特徴を丁寧にとらえ，RLA
に基づく数学の授業デザインの開発研究を着実に進
めることは重要である（井口，2016 ９））。
したがって，次の３点を本稿の射程とする。
① 附属長岡中学校数学科における研究や授業に

第２号

②

当校における RLA の初期（第Ⅰ期）の実践
研究と近年（第Ⅱ期）の実践研究の特徴につ
いて，事例を基に明らかにすること。
③ 当校における RLA の実践上の成果と課題を
基に，今後のカリキュラム改善・開発の方向
や視点を提出すること。
これらは，今求められている能動的かつ探究的な
学習を具現する資質・能力ベースのカリキュラム・
マネジメントに一光を与えるものと期待される。

３ 附
 属長岡中学校数学科の研究スタイルと通
常の授業実践枠
3.1 附属長岡中学校数学科の研究組織
附属長岡中学校の研究は，研究主任を核とする研
究推進委員会と校内研修によって組織されている。
研究対象は，
授業を中核とした学校教育全体である。
数学科の組織は２人体制で，教員経験年数に少し
開きを持たせている。また，人事異動の時期を重ね
ないようにして，研究が持続的に推進できるように
配慮されている。さらに，４人の研究協力員を公立
学校に依頼し，附属学校の研究の公立学校における
実践可能性を検討できるようにしている。
新潟大学教育学部（一時期，教育人間科学部と改
称）との連携により，研究者から継続的に指導を
受けることが可能である。特に，昭和 40 年代から
平成 19 年においては，故新潟大学名誉教授金子忠
雄氏からフォーマルにおいてはもちろんのこと，イ
ンフォーマルにおいても継続的に指導していただい
た。その期間は 30 年間を優に超えている。
さらに，附属中学校の校長を除く教員は，新潟県
との交流人事によって異動が行われており，新潟県
の教員に戻った後も，教頭や指導主事，教諭が協議
会の司会者を，校長や校長経験を有する指導主事が
指導者を担い，研究に関与する機会がある。そのた
め，附属中学校勤務の経験を有し，その研究系譜を
理解している人の助言も研究を支えている。
また，校外で月に１度開催されるインフォーマル
な研修会にも参加し，自身の力量の向上に努めてい
る。近年は，学会に所属したり，大学院や教職大学
院で学んだ経験を有したりする教員が増えている。
3.2 附属長岡中学校数学科の研究スタイル
社会の要請と生徒の実態を絶えず見据えた協働研
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究の中で，学校研究としての総論と各教科等の各論

(1989) は，中１における１次方程式で古代エジプトの

を構成し，教科内においては，２人の教員の協同研

偽仮定法を経験した生徒に対し，中学校第２学年の
連立方程式でも九章算術の巻第七「盈 ( エイ ) 不足」

究のスタイルをとっている。各教科等で研究年次計
画と年度の計画に沿って，実践を進めていき，単元
レベルや領域レベル，単元内の合科的扱い，総合単
元等のまとまりの実践を終えると，全時間の記録を
基に「実践のまとめ」を作成し，実践の成果と課題
を検討して，教科論をまとめていく。それは，個人
研究を主とするスタイルとは異なる。新潟大学との
継続的な連携研究を進め，特に，
・生徒の内面をとらえ，その様相を解明すること
・深い教材解釈に基づき，教材構成をすること
・教授価値を見込み，学習価値へ転換を図ること
・振り返りを含めた評価を行うこと
に取り組み，数学史や ICT も積極的に活用している。
年間のサイクルとしては，５月（一時期 10 月）
に研究協議会を開催し，その半年後に中間検討会を
開催する。毎年この２回のフォーマルな研究会で，
詳細な資料を作成するとともに，単元レベル，領域
レベルの授業研究を実施した後，「研究のまとめ」
を作成し，校内研修の場で協議して，それらの成果
と課題は教科論としてまとめていく。また，総論に
も位置付けられる。
年間援助計画（199510），200211））の編成において
は，校内研修で検討される実践研究記録や，研究協
議会において配布した資料等を検討し，可能な範囲
で追試やリメイクをして実践し，全単元でまとめた。
これは，年２回以上継続的に行われてきた実践研究
の記録の累積によるところが大きい。
3.3 附属長岡中学校における数学史の活用
附属長岡中学校では，数学史の活用の累積的な実
践研究があり，教育論究や研究紀要，要項への記述
や授業公開が行われている。数学史の価値は歴史的
価値のみならず，例えば，沖野 (1980) は，中学校
第３学年における２次方程式の解法において，中世
アラビアのアルファーリズミーによる解法モデルや
建部賢弘の解法モデル等を位置付けて，生徒の誤応
答を数学史の視点から価値付け，勇気づけている
12）
。酒井 (1989) は，中学校第１学年の１次方程式の
活用において，古代エジプトのアーメス・パピルス
にある aha の問題における数の仮定を用いた偽仮定
法と，現代の代数による解法（真仮定法）を対比す
ることにより，数学の発展と，現代の解法のよさを
際立たせている。数学史の価値として「数学における
人類の取組への感動」もねらった 13）。さらに，徳永

の解法を複仮定法として取りあげ，仮定法の指導を
継続的・発展的に行った 14）。
これらの先行研究等を基にまとめられた教科論に
は図１が示され，「私達の提案は単に数学史を採り
入れればよいというのではない。金子 (1984，1985)
の接続の３様相 15）16）において，既習事項と本習事
項との接続を図っても，単なる偶然の閃きでしか解
決しえない場面，例えば，ピュタゴラスの定理の発
見や２次方程式の解法等ヒューリスティックスが効
かない場面または，効きにくい場面において教師が
発見したことではないことについて，さも教師が
知っている知識を分かりやすく伝授するのではな
く，先人達の英知を感じながら自分たちで何とか解
決していく過程をとりたいのである」と主張してい
る（風間，1999a17），1999b18），200219）)。

図１

 校数学科の一斉授業形態における問題解決
当
的な学習の授業実践枠

その価値としては，教師が加工したもの，合理主
義から体系化したものではなく，先人達人間が創造
した流れを自分で追体験するよさがある。

４

 属長岡中学校数学科の RLA の実践研究の
附
系譜

1996 年度（平成８年度）の夏から，「21 世紀を目
前にして，これからの時代に向けた教育の在り方，
とりわけ学校のあるべき姿」が議論されていた中，
平成 10 年度版学習指導要領への改訂に向けた「総
合的な学習の時間」を見据えた試行的実践を開始す
ることになった。これまでの実践研究の倍の数を試
行し，様々な可能性を模索した。「教師と生徒の合
意による課題群の設定」場面において，単純化した
複数の共通問題の解決を図ることで問題について合
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り入れ」
，
「他との社会的関係の中での探究」
，
「RLA」
とした。

これを基に，風間は，1997 年から 1998 年にかけて

和算は江戸初期から明治前期において，日本で独

数学科授業で RLA を３回実践し，研究をまとめて
いる。その後はしばらく空白があるが，2015 年に
井口，齋藤が再着手し，現在は継続中である。

特の発達をとげた数学である。新潟はその発祥の地
として京都と並ぶ。特徴は遺題承継と算額である。
算額は県内に点在する。
生徒がみな研究者として，
初めて出合う和算という文化に対して，ある程度ま
とまった時間を研究にあて，研究成果を発表し合う
ことを通して，その活動のおもしろさと苦労を賞味
してほしいと考えた。そこで，教材を開発し，図３
に示す単元構成から新しい学びを探索した。

4.1 第 1 期（初期）の実践研究
⑴ 1997 年度 －第３学年 総合単元－
① 新たな授業の構想
狩俣 (1996) の実践では，中学３年生の「関数の利
用」において，長方形の封筒に台形に折りたたんだ
手紙が入っている素材と，架空の生徒が考えた問題
例を示し，「あなたも例にならって問題を発見して
解決しなさい」と指示している。指導の実際は全５
時間で，第１次：オリエンテーション，第２〜４次：
問題の発見と作品化，第５次：模擬学会となってい
る ２）。この実践は，中学校における RLA の１つの
形態を提示しており，示唆に富むものである。
しかし，なぜ，この課題なのだろうか。生徒全員
が共通の原問題から出発するという点で，相互交信
をしやすくしているよさはあるものの，自分たちで
選んだ課題とはいえない。問題設定段階で，生徒た
ちは，この課題を見て，自ら研究を始めようとする
だろうか。
「数学を学ぶ意義」という点から考えると，
内容面での触発に欠けているのではないだろうか。
紙面で紹介された狩俣実践を参考にした新しい授
業形態の試行に踏み出すにあたり，生徒の研究課題
の設定を特に重視し，教師の触発を工夫した授業実
践枠の試案を，図２のようにまとめてみた。

図３

本単元の構想

② 新たな授業の実際
ア 生徒が和算（日本の数学）に着目するために
生徒はこれまで複数の単元において教師の援助に
より数学史のもつ文化的価値に触れてきた。具体的
には，史実に基づき単元を構成したり，問題解決場
面に数学史の発想を採り入れたり，史実の発想を現
代の方法で解き明かしたりすること等である。こ
のような組織的でない複線的な経験を伊東 (1987) の
「世界の数学史の全体構造図」21）の中に位置付けて，
自分の『数学』を振り返る状況を設定した（図４）
。

図２

当校数学科の RLA に基づく授業実践枠

この動きが追い風となり，６年ほど構想を練って
いた中学校第３学年における総合単元「数学の歴
史〜私の『数学』と和算〜」( 全 10 時間 ) の実践を，
RLA として位置付けて初めての実践研究に着手し
た。本実践のキーワードは，「地域文化や人材の採

図４

生徒Ｉさんのプリント
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生徒は “ １年生から３年生までの間で色々な数学

とを通して，『数学』の研究の方法のおもしろさを

者にかかわってきたんだなぁと思った ”，“ 昔はその

賞味する姿が見られた。N さんら８名は，秋葉山の

国によっていろいろな数学があった ”，“ ギリシアは

算額に挑戦し，３次方程式の立式までを行い，解け

数学者の宝庫 ” 等と個々の体験を繋げていた。そし
て，数学の時間的な流れやその繋がりに着目した結
果，途切れている点が日本にあることに気付いた。
そして，“ 日本にも数学があったんだ！どんな数学
だったのか？”，“ なぜ日本の数学は滅んだのか？”
等の個々の問題意識は本質的な問いとして合意さ
れ，和算研究への契機になったと考えられた。

る日を待つことにした。T さんは，２円の原問題を
３円にしたが，解が求められずに困惑していた。教
師は中心線を引くことを援助した。また，自分の問
題をさらに発展させてみることを促した。ポスター
セッションでは６枚の評価カードを受け取り，レ
ポートの修正を行ったり，発展の方向を考えたりす
る姿がみられた。T さんは，この活動に参加したこ
とを高く評価している。以下は，T さんがポスター
セッションで用いたポスターとレポート（図６），
その時 K さんから受け取った評価カードのコメント
を踏まえて修正したレポートの考察の一部である。

イ 地域の文化財や人材の活用
合意された問いを基に，和算について校外調査研
究を行うことにした。直接和算に触れ貴重な本物の
算額を見た生徒は，当時の数学の凄さや文化交流の
様子等，多くのことを学んだ。単に算額を示すだけ
なら校外調査の必要は
ない。図５のように，
算額を取りまく環境や
地域の風土等，直接体
験でなくては感じられ
ない要素がある。和算
研究者から現地で生徒
の質問に答えていただ
いたり，算額づくりの
ポイント「一見簡単そ
うで実は難しく答がき
れい」を説明していた
だいたりする等，教室
では賞味できない和算
研究者のコミュニティ 図５ 算額巡検（写真）
に参加できる。
ウ 秋葉の算額の価値とその学習材化
故新潟大学名誉教授金子氏より，秋葉神社の算額
の価値を指導していただいた。「事象解析と方程式
の利用，面積率や体積率の利用，個別定理の参照度」
である 22）。生徒は，その発想法のよさや算額の構造
を知り，自分の算額づくりに生かそうとした。その
際，何でもよいから作成するのでなく，原問題を共
有し，そこから条件変更を行った。それは生徒の作
問を援助するだけでなく，相互交信も促進した。
エ 研究者の研究活動に準ずる活動としての学び
生徒たちは，和算の存在に興味・関心を示し，主
体的に研究活動を行い，その内容を他に発信するこ

図６

生徒Ｔさんのポスター（左）とレポート（右）

K さん：ポスター発表の内容に対する評価
「円，直角三角形，正三角形，長方形等のいろ
いろな図形を含んでいる。
」
「確かに求まるが，他の方法でも出る。
」
T さん：レポートの考察
「ここに書いた解き方以外にも，三平方の定理
を使って，大きな三角形の面積を出し，そこ
から３つの円の面積を引くというものがあり
ます。少し大変ですがやってみてください。
」
セッションでは至る所で，このような交流が行わ
れていた。他にも，“ やってよかった ” と態度変更
した生徒が多くいた。他の様子を伺いながら，自分
の課題に取り組む姿は，さながら立派な研究者で
あった。また，実際に和算研究コミュニティに参加
して，実際に研究活動を行うことを通して，改めて
日本の文化のすばらしさや日本人としての誇りを感
じている姿も見られた。
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第９巻

第２号

実践からみえてきたこと

・新たな単元（日本の数学）を開発することができ
た。数学の世界史と和算（特に算額）の学習材化
ができた。また，必然性のある作問場面の設定も
地域の文化や人材の有効活用もできた。その結果，
生徒の学びは，数学を中核とした総合的な学びへ
と拡大したといえる。
・今回の実践は，初めての試みにもかかわらず，期
待する学びの姿が概ね見られ，生徒の感想も良好
であったことから，成功であったと考えている。
今後も，予算的な援助があれば，続けていきたい。
・和算の採り入れ方は，今回のような方法もあるが，
３年生の「式の計算の利用」において部分的に採
り入れることもできそうである。
・今回の RLA を採り入れた実践は，
テーマ選択→研究→発表→討論→振り返り
という流れであり，従来のものとは異なる。この
活動の意義は，まだ生徒たちに十分理解されてい
るとはいえないが，これまで述べてきたように成
果の一端を示すことができたといえる。
・RLA の単元への組み込み方は，統計や確率，関
数等にも利用できそうである。その際，何かを研
究する中で，数学を使う必要性が生まれ，数学を
活用するような場面があるとなおよい。
⑵

1997 年度 －第２学年 統計－
RLA の２度目の実践は，第２学年において，単
元名を「統計〜相関関係を中心にして〜」とし，全
12 時間扱いで行った。実践期間は，平成 10 年２月
４日から同年３月３日である。この実践のキーワー
ドは，
「use math の視点」，「他との社会的関係の中
での探究」
，
「RLA」，「学びの拡大を目指す教材開発
の視点」，
「システムとしての学び方の構築」である。
① 実践でねらったこと
ア 従来の教材と単元構成の問題点
これまでの統計の授業では，身近な資料を基には
するものの，方法についても内容についても資料の
整理としての部分的な知識に留まり，実感があまり
もてず，目標の十分な達成が期待できなかった。

図７

本単元の構想

単元を通して，「use math の視点（数学を進んで
利用する態度を発揮する機会）」からのアプローチ
を考えた。単元を大きく２つに分割し，前半では，
統計の基本的な方法についての概念の獲得・形成を
ねらう。ここでは，様々な事象を限定して取り扱う
が，できるだけ目的と方法を関連付けておく。後半
では，生徒一人一人が一人の研究者として統計調査
に参加することを願って行う。生徒にその自覚があ
れば，生徒は統計調査コミュニティに参加している
と考えたい。それは，自分の追究課題を選択して探
究し，それをまとめて発表し，討論を経て振り返る
ことを通して，学び方を学んでいくことに繋がると
期待される。
追究課題は，生徒が自ら設定することを期待して
いるが，もしも上手く課題が見付けられないようで
あれば，道徳の時間で扱った不平等に関する資料を
取りあげる等，生徒の実態に応じる。発表場面にお
いては，その基本的なことを教えていくが，今後の
活動に繋げる意味で，
急いで成功体験をつくるより，
失敗も含めて見守っていくことにする。

ウ 本単元の価値
〇 問題点の克服を目指した教材開発
本単元は統計調査の処理を主に扱うが，重要なこ
とは調査の目的である。しかし，全社の教科書を分
析すると不十分であると考えられた。そこで，テー
イ 既習事項と本単元の構成と工夫
取り扱う対象を小学校算数の学習の系統に拡げて， マ自体に関心がもてるような劇的で，いろいろな推
論に挑戦できるような教材の開発が必要であると考
資料の整理についての感覚を充分伸ばしていく必要
え，その条件として，自分の学びを拡大していける
がある。相関関係は２量間の関係をみるという点に
課題が設定できるように配慮する。設定への援助と
統計学習の内容における新しさがあることを実感さ
しては，教科内で必然性を求めても見付からない場
せたい。そこで，本単元を図７のように構想した。
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合は，教科外に求めてもよいこととする。
〇

問題点の克服を目指した単元構成

多くの統計的概念は，社会的な文脈においてよく
理解される。本単元に RLA を組み込む際，研究の
テーマと方法の設定については，図８の４通りが考
えられる。太線枠は固定し，点線枠には自由度をも
たせる。本単元は，２つの量の間の関係を相関図
等を用いて分析す
るという統計にお
けるねらいがある
ため，Ｃに位置付
く。テーマ設定か
ら評価までの一連
の学びの中に，統
計的手法の定着・
習熟を組み入れて
図８ 研究のテーマと

方法の設定の類型
いく。
「目的に応じて資料を収集し・・・」ということ
は，生徒は，目的を仮説で示すか，関係があるだろ
うか等の漠然と示すかが考えられる。生徒は，相関
図等を利用して全体の傾向を探ろうとするであろ
う。電卓や表計算ソフトの利用も考えられる。
テーマに応じて資料を収集し整理を行う際，数学
は事象を数量に変換して比べるよさがある。このよ
うな数学を利用するよさはもちろん，問題点に触れ
たり数学の限界と危険性について知らせたりする。
必要に応じてピアソン相関係数，それを用いた回
帰直線による回帰分析や，スペアマン順位差の方法
（順位相関係数）による分析等の方法を紹介する。
ただし，この段階では，なぜそれで分析できるのか
等，深く入りはしないように留意する。
〇 数
 学を進んで活用する態度を発揮する機会設
定と問題解決の定着・習熟
数学とは便利なもので，上述のようにいろいろな
重要な問題に光をあてられることを知ってほしい。
〇 「
 システムとしての学び方」のモデルづくり
への援助
本単元は，やや長めのスパンで RLA を行うこと
が可能であり，十分な時間を確保する必要がある。
授業では，学び方の見通しとして RLA のシェルエッ
ト（cf．図７に準じたもの）を示し，一連の流れで
活動してみた結果を振り返り，自分の学び方の加除
修正・深化拡充を行っていけるようにする。
② 本単元で期待する学びの姿（学習目標）
一般的な資料の整理の仕方を獲得し，自分の興
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味・関心をエネルギーにして，自律的に研究活動を
行い，他との社会的関係の中で探究していくような
学び方を期待する。その取り組みを通して，研究活
動のおもしろさや難しさを実感し，自分の「システ
ムとしての学び方」
を獲得してほしい。具体的には，
次の３つが期待する学びの姿である。
・様々な社会科学的事象や自然科学的事象の中か
ら，目的に応じて資料を収集し，それを表，グ
ラフ等を用いて整理し，代表値，資料の散らば
り等に着目してその資料の傾向を読み取る。
・２つの量の間の関係においては，相関関係があ
るかないかを，図表の様子から分析するととも
に，相関関係から短絡的に因果関係を推測して
はいけないということも理解する。
・研究者の研究活動に準ずる活動やコミュニケー
ション活動のおもしろさや苦労を味わい，今後
の自分の学び方に生かしていこうとする。
③ 実践からみえてきたこと
ア 教材開発と単元構成について
〇 テーマの設定
従来のスポーツテスト等と，不平等などの社会科
学的事象とでは，生徒の活動が明らかに違った。何
となく分かっていることに対して，自分で仮説を立
ててそれを検証していく活動のおもしろさと，道徳
や社会科，国際理解教育等，現在の社会問題への拡
がりやそれに伴う繋がりによるものと考えられる。
〇 教師の実感を率直に伝えたこと
答のない数学をテーマにすることは，教師と生
徒が共に同じ課題に向き合う状況をつくる。今回
UNICEF の資料を用いたことは，教師が自らの高校
１年生の時の体験からの問題意識が基になってい
た。教師は，1982 年の「毎日子供４万人が死に・・・」
を印刷間違えだと思ったことを語り，「君たちはど
う考えるか？」と率直に投げ掛けた。
〇 道徳の時間におけるテーマの深まり
テーマの自由度が上がると，数学単独でテーマを
追究するよりも，多くの関連を生かしていくことで
テーマへの多重な活動が可能になると考え，数学と
並行して道徳の授業も関連資料を基に行った。研究
の動機付けを強めることができたと考えている。
イ 数
 学を進んで活用する態度を発揮する機会設
定について
数学を活用しているというような感想はあまり
見当たらなかった。プレゼンテーションの道具と
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してのコンピュータの活用が有効であることや，
UNICEF の活動を理解する価値や視野の拡がりを意
識している生徒はいた。
今後の課題は，RLA が実施できそうな他の単元
（例えば，推測統計，確率，関数等）で実践を検討
することである。その際，何かを研究する中で，数
学を使う必要性が生まれ，数学を活用するような場
面をさらに探っていく。時間確保のために，教科内
の学習内容の厳選を図り，実施方法を工夫していく。
ウ 「
 システムとしての学び方」のモデルづくり
への援助について
〇 RLA のよさ
テーマ設定→研究→発表・討論→振り返り とい
う流れで RLA を行うことを通して，研究者の研究
活動に準ずる活動やコミュニケーション活動のおも
しろさを賞味し，今後の自分の学びに生かそうとす
る姿が見られた。第１回目の実践における第３学年
の生徒と同様の期待する学び姿であった。
〇 ポスターセッションの意義
ある生徒は，セッションをやってよかったことと
して，
「自分一人では調べきれないところを他の人
がやっていればそれを見にいくことで，自分も知る
ことができる（a）し，自分の研究について，見えなかっ

たことが人の質問からみえてくる。（b）」と述べてい

た。このような意義（必要性）が授業において交流
を促進すると考えられる。下線部 a，b から，今後
の教師の援助の在り方を考える視点を得た。
a. 生徒が他との交流を求めた場合に，今回の授業
の形でよいのか，それとも他にどのような手だ
てを考えていけばよいのだろうか。
b. 見えないことが見えるようになる質問ができ
る生徒を，当校数学科では「学び甲斐のある仲
間」と仮称する。このような生徒を育てること
で，価値ある交流が促進される。では，そのよ
うな生徒をどうやって育てていけばよいのだろ
うか。
〇 実践中に気付いた問題点を今後に生かす
先の生徒の声から分かるように，教師が予め直接
介入するのではなく，生徒の気付きを大切にしたい。
セッションや研究の振り返りには “ どうやって発表
したら分かってもらえるのか？”，“ 仮説が真である
ことを強調するにはどうしたらよいのか？” 等，自
分の不足していた面への記述があった。このような
生徒の声に耳を傾けて，今後の RLA に活用したい。

⑶

第９巻

第２号

1998 年度

－第３学年

式の計算－

RLA の３度目の実践は，単元名に「〜数学史を
活用した組織的でない複線的な内容構成における研
究者の研究活動に準ずる活動〜」という副題を付け
て踏み出した。題材は，様々な文化で数学的な考え
が生み出されていることも認識されることを期待し
て文献 23） に当たり収集し構成した。２度目に実践
した学級での実践なので，継続的な実践研究となっ
た。
実践期間は平成 10 年５月 19 日〜同年６月９日
で，全８時間である。なお，レポート作成を課して
いるが，後日提出することにしているため，この
時数には含めていない。２度目の実践を基に特に工
夫・改善を加えたポスターセッションについては，
以下のとおりであった。
・説明は頭括型（結論→理由の順に簡潔に述べる
形式）を心掛けることを助言した。
・ポスターは要点をまとめ，セッションは時間が
短いので，自分の期待することを前面に出すよ
う助言した。
・当日のプリントには，説明の要点を記入させ，
「振り返り」ができるようにした。
・教育研究協議会の場を利用した。多くの教師が
参会した公開授業では，参会者から多くの生徒
が数多くの意味のある指摘を受けることができ
有意義だった。生徒の感想には “ 研究会で見に
来た先生方まで参加する授業は意外によかっ
た。他の人のものに参加しているとき見に来て
いた先生からぞくぞくとするどい質問が出てい
て，やっぱりさすがだと思った。”，“ あまり指
摘がもらえなくてさみしかった。” 等があった。
これまでの自らの RLA の問題点の克服を目指し
た今回の実践を振り返り，
大きく２点からまとめた。
① 無理なく RLA を組み込む単元構成の工夫
・テーマ設定に対する教師の触発に基づく授業構
成により，生徒は発展課題（さらにやってみた
いこと）を自分で設定しやすくなった。自分で
設定した複数の課題の中からテーマを選べるよ
うにしたことは，テーマ設定をしやすくした。
しかし，一部の生徒から “ 課題はあるがそれを
どう解決していってよいのか，見通しが立たな
い ” という感想が聞かれた。これは，求める生
徒像に迫る重要な姿ともいえる。
・なかなかテーマを設定できない生徒には，適時
発行している「数学通信」の前時の感想交流や
ヒントが有効であった。発展課題について紙上
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で間接的に交信が進んだことにより，それを自

集団（同じことを学習する枠組みとしての集団）
は，

らのテーマにしている生徒が半数近くいた。

学び合う共同体（社会的に価値のある市民集団）へ

・附属中だからできる活動ではなく，公立学校で

と変質していく兆しがみえてきた。」と述べ，具体

も実践できるように配慮した。今後の指導要領
の改訂にも対応していける見通しももてた。
・数学史を活用した組織的でない複線的な内容構
成は，
「人間の営み」としての数学に触れる機
会をつくり，生徒の数学観を豊かにしている。
この研究が進み，３年間の計画が単なるトピッ
クで終わることのないようにしていきたい。そ
のためには生徒が記録に残すような工夫が必要
であろう。例えば，
「数学史ノート」を別に作り，
その都度記入していく等の手だてである。

的な提言の１つに RLA を挙げている（下線部）
。

② 選
 択された課題内に留まらず課題群間におい
ても相互交信が可能な学習環境の工夫
・３種類（整数の乗法，数の性質分野への応用，
図形分野への応用）の原問題を共有したため，
同課題群内だけでなく，異課題群間でも相互交
信が先回より活発に行われていた。このような
単元構成は有効であったと考えられる。
・
「学び甲斐のある仲間」づくりには，通常の授
業での一貫した働き掛けが重要である。
・発表については，解析的な方法が有効であるこ
とを知らせ，実践の中で共有された。
・RLA が，これまでの学習の成果の発表に留ま
るのではなく，それ自体学習の目的になってい
く可能性が感じられた。
・セッション中の教師の援助システムをどうして
いくかという点は課題である。その場で得た助
言をレポートに生かせず挫折してしまう生徒が
見られた。そのような生徒たちにどこまで対応
できるか。本人がどうしても追究したいと考え
て行動を起こす時に対応するのが理想である。
⑷

第Ⅰ期の成果と展望 －当校数学科の提言－
ここでは，当校の研究紀要（1999a17））に基づい
て考察する。この紀要では，本次研究の成果を示し，
すべての提言を盛り込みたいという願いをもちつつ
も，次期学習指導要領に沿いながら，各中学校の実
態に応じて参照していただけることを望んだ。
提言は大きく２点である。それは「１．広義の学
力としての『資質（・能力）』の向上を援助しよう。」，
「２．『学ぶ意義』を援助の中核に据え，自己関与度
の向上を目指そう。」である。そのうちの最初の１
点目について，
「これまで援助を行ってきて，学習

・教師先導−生徒主導の問題解決的活動を授業の
中核に据えること
・習熟の指標の転換を図ること
・研究者の研究活動に準ずる活動を行うこと
一斉授業形態で学んだ内容と学び方が，研究
者の研究活動に準ずる活動で，生徒一人一人の
問題解決能力の「資質（・能力）」をはぐくん
でいる姿がみられた。個人差はあるものの，自
分の研究を進めてきたという体験に裏付けられ
た自信と実感が，他の研究まで興味・関心を拡
げ，相互交信が自然に生まれていた。内容につ
いては，個々の生徒の実態に応じたものになっ
ていた。ポスターセッション等では，選択され
た課題内に留まらず，課題群間でも自然に相互
交信が可能な学習環境を工夫することが大切で
ある。この活動の有効性は高く，教室内に本物
に近い社会的・文化的状況をつくりだすことが
できる。そして，数学的な概念や知識・技能だ
けでなく「資質（・能力）」をはぐくむこと等
も含めた多くの事柄を，体験を通して学ぶこと
ができる。また，研究テーマの自由度が上がる
と，数学だけの追究から，他教科等との関連に
拡がり，多重な活動を可能にするだろう。
今後は，一斉授業形態と研究者の研究活動に
準ずる活動を相互補完的に位置付けることが望
まれる。１年生から本質的な概念や知識・技能
において，具体例を探したり，自分の練習問題
づくりを行ったりする等の活動を通常の授業に
位置付ける。２年生の後半から，単元を複数の
概念や知識・技能の統合・活用するように構成
したり，基礎理論と応用分野というように単元
を区別し，さらに多くの単元と関連付けたりす
ることに配慮する。３年生の卒業研究では，研
究者の研究活動に準ずる活動のすべてを生徒に
任せる。研究冊子としてまとめる。というよう
な位置付けを提案する。
最後に，風間，宮 (1999 a) は，
「本次研究は，教
科そのものを問い直すことになった。その結果，現
段階でカリキュラムに含めたい要素が見えてきた。
新指導要領（平成 10 年度版学習指導要領）では，
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内容的・時間的な意味で縮小される。」17）と述べて
いる。実際，中学校第２学年の授業時数が 140 時間

る問題解決的な授業の在り方を探究し，「社会創造
科」の影響もあって，生徒たちに課題設定や課題解

から 105 時間へと 35 時間削減され，内容構成に大き

決のための計画等を委ねて授業を展開することを試

な変更が為されることになった。このことは，当校
数学科の教科経営に影響を与え，第Ⅰ期 RLA の実
践研究を含む研究後は，RLA をカリキュラムに位
置付けて意識的に実践することはなかったというよ
り，できない状況にあったという方が適切かもしれ
ない。
そのような状況の中で，発展的解消を図るべく，
年間援助計画（2002）には，必修において，特に３
年生の最後に「まとめと振り返り」の中で，３年間
の学習を振り返るとともに，自分が設定したテーマ
で学習を深めることを目指した９時間設定の時間が
確保されている。また，選択教科としての数学にお
いては，数学史上の話題を調べたり，問題をつくっ
たりする学びが開設されている。作問の援助の基本
として，和算の「一見簡単そうで実は難しく答えが
きれい」という秘訣が確かに残されている 11）。
また，同氏らは，内容や時数が量的に削減される
中で，学習指導法の中身と質を補う必要性を訴えて
おり，
「教師は，たとえ制度的な制約を打ち破って
でも教えたいという意志や熱意をもち，生徒と探究
するための教材を開発したり，学び方を工夫したり
して，実際に授業を行い，それを振り返り，加除修
正・深化拡充するという姿勢を持ち続けていくこと
が大切である。
」と締め括っている。数学科教師の
精神に語り掛けながら，第Ⅰ期 RLA の実践研究の
理念は，当校の総合的な学習の時間における３年生
の「卒業研究」へ引き継がれていったと考えられる。
4.2 第Ⅱ期（近年）の実践研究                                    
⑴ 2015 年度
① RLA の実践研究に再着手した背景
当時，当校園は，文部科学省研究開発指定を受け
幼・小・中一貫教育研究の総括に取り組んでいた。
この研究は，「社会的な知性を培う」ことをテーマ
とし，全カリキュラムに他者と協働して遊びや学び
を創る場面（以下，協働場面）を位置付けるととも
に，発達段階に応じて実社会の実体に参加し持続可
能性の視点に基づいて実践し学ぶ特別カリキュラム
「社会創造科」を開発していた 24）。
この研究が進むにつれ，生徒たちは他者と互恵的
にかかわりながら学ぶことに喜びを見いだすように
なった。教師は，状況学習理論や社会的構成主義等
の視座から，各教科等の本質的な内容や考え方に迫

みるようになった。数学科の RLA の実践研究への
再着手は，
このような動向の一つの取り組みである。
② RLA の実践研究を進める上で留意したこと
1998 年５月に附属長岡中学校で公開された数学
の研究授業は，教科の中で総合的な学習の時間のよ
うな探究が生徒主体で実現されている授業であった。
その活動は，教科書にない数学題材を選定して課題
が設定され，フィールドワークや講演会，ポスター
発表を位置付けダイナミックに組織されていた 17）。
その時から RLA がカリキュラムとして引き継が
れてこなかった当校数学科において，われわれがそ
の実践研究を進めるために，まずはわれわれが “ こ
れはおもしろそうだし，これならできそうだ ” とい
う興味と期待感をもてることが大事であると考え
た。そして研究授業を参観する教師の多くも触発さ
れて RLA の一歩を踏み出せるような授業を提案し，
カリキュラムに位置付け，少しずつ活動の拡張を検
討することとした。具体的には，第Ⅰ期における反
省とそれに基づく実践研究の経緯を参考に，次のこ
とに留意して RLA の実践研究を進めた。
○原問題には使用教科書にある問題とその他の問
題の両方を扱うこと（cf. 資料）
。問題は，第Ⅰ
期の研究を参考に次の点から選定する９）。
・
「新奇性，意外性」…よく知っている数学的
関係とは異質な関係がある。日常で当たり前
としている事柄やあまり考えたことがない事
柄を数学的にとらえられる。予想と反する結
果が出る。
・「多様性」…様々な文化で数学的な考えが生
み出されていることが認識されることを期待
し様々な文化から集めた数学題材を扱う 23）。
生徒の習熟や関心の違いへの対応が見込まれ
る様々な問題を扱う。１つの問題を解決する
考え方や方法が複数考えられる。
・「発展性」…既存の概念や知識を前提として，
そこからさらに新しい概念や知識を導き出すこ
とに繋がる問題を，自分なりに考える余地が
ある。既存の概念や知識の前提となっている
より原初的な概念や知識を追究することに繋
がる問題を，自分なりに考える余地がある 25）。
○生徒が RLA を経験的に理解しながら主体的に
取り組んでいけるように，ガイダンス及びオリ
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エンテーションを位置付けること。
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解決活動を構成する４つのレベル（目標，解決方

○研究の柱である協働場面を想定すること。

法の選択，解決方法の使用，結果の妥当性の判断）

その結果，井口，齋藤は，第Ⅰ期の実践研究にお

の観点から分析した。分析には，井口 , 桑原 , 岩崎
(2011) の「教授学的シツエーションモデル」26），並
びに岩崎 , Steinbring(2009) の「教室における多様な

ける RLA の授業実践枠を図９のように改訂し，協
働場面が生起し学習に位置付けられる状況をつくる
ための視点をとらえることを，共通の課題とした。

ʻ まとめ ʼ の型」27）を援用した。
その結果，どのグループも，問題解決活動を構成
するレベルの多くを生徒がコントロールし，すべ
てのレベルを生徒がコントロールしたグループは
12 のうち５つと半数近くあった。このことを基に，
RLA に基づく数学授業におけるグループ活動では，
どのグループも問題解決活動を構成するすべてのレ
ベルのコントロールを生徒が担っている場面（これ
は，Balacheff(1990) による「知的責任」28）の概念を
援用すれば，すべてのレベルにおいて生徒が知的責
任を担っている状況であり，Brousseau(1997) のい
う「亜教授学的状況」29） を意味する）をつくるこ
とが理想的かつ実現可能であると提言した。
この授業場面を実現する上で，目標レベルのコン
トロールを生徒が担うことは最も重要かつ困難であ
るが，それは問題解決に重要な要素を欠く「不完全
な状況」の生起（井口 , 大橋 , 岩崎，201130）他）に
よって可能となることが確認できた。また，具体的
実践と理論的検討を経て，原問題の視点として「新
奇性，
意外性」
「多様性」
「発展性」
（cf. 前節 4.2 ⑴②）
は妥当であるということが示唆された９）。

図９

研究者の研究活動に準ずる活動(2015 改訂 )

さらに，われわれは，各自の実践研究上の課題や
関心に基づき，個々が研究の重点を決めて取り組み，
互いの知見を共有して授業に生かすことにした。
③ 井口の RLA の実践研究の重点
井口は，“ 一連の教授＝学習過程は本当に生徒主
体の数学の問題解決的学習を作っているのか？” と
いう問題意識のもと，自ら実践した RLA に基づく
数学授業における問題解決的活動の質を分析し，そ
の実態とそれを支えている要素を明らかにすること
に重点を置いた。
具体的には，1998 年度の風間実践を参考に，中
学３年単元「式の計算の活用」で実践した（cf. 前
節 4.1 ⑶，資料）。そして，相互作用主義の立場から，
授業における集団思考の場（今回はグループ活動）
に焦点を当て，生徒と環境（問題）との相互作用を，
教師がどの程度コントロールしているか，生徒がど
の程度コントロールを担っているかについて，問題

④ 齋藤の RLA の実践研究の重点
齋藤は，“ 生徒が互いに追究を促進し深めるため
に，
「発表・討論」の場はどう在ればよいか？” とい
う問題意識のもと，交流活動を組織する際の指針と
手だてを明らかにすることに重点を置いた。
具体的には，自身がこれまで授業に位置付けてい
た交流活動を状況学習理論の視座から反省し，認知
心理学や教育工学の視座からも手だてを検討した。
中学２年単元「式の計算の活用」では，クラスで研
究冊子を作るというゴールに向けて「模擬学会」を
位置付け，研究者の実践コミュニティのような状況
を設定した。同学年単元「一次関数と連立方程式の
活用」では，「関数問題絵馬 附属長岡から挑戦状
を作ろう」をテーマにし，江戸時代の庶民の娯楽コ
ミュニティのような状況を設定した 31）。これらは，
生徒たちが共通した願いや目的でつながっているこ
との実感をもたらすと考えられた。
協働場面では，同じ原問題を発展させて追究して
いる生徒の交流（以下，同系交流）と異なる原問題
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を発展させて追究している生徒の交流（以下，異系

せ，実際に傾向を読み取って判断することは，社会

交流）を組み合わせ，問題を解き合ったり解き方等

全般的に必要とされてきており，統計指導の果たす

を検討したりした。その際，「三面騒議法」（市川， 役割は今後ますます大きくなっていくと考えられる。
一方，日本の義務教育段階における統計教育の内
201132）) を採り入れ，「レポートの書き方や説明で
工夫があり良かった点」，「説明や内容について問題
容は，先進諸外国と比較して脆弱と言われている
点や改善策」，「他でも生かせそうな視点，着眼点」 （渡辺，2007 33））
。統計的な資料を正しく読み取っ
という観点からコメントを書いて交換することによ
たり，
根拠を基に説明したりすることの不十分さは，
り，交流過程に「査読」をゆるやかに位置付けた。
PISA2003「盗難事件に関する問題」の結果や，平
その結果，同系交流では，解決すべき互いの悩み
成 20 年度全国学力・学習状況調査における小学校
が自然と対象となることが，異系交流では，“ 他の
算数 B2，中学校国語 B3 の結果からも明らかである。
人の興味を引く問題か ”，“ 分かりやすい解説か ” 等，
齋藤は，これまで，単元「標本調査」において，
他者意識が自然と働くことがみえてきた。「三面騒
統計指導の果たす役割を考え，例えば , 池の鯉の総
議法」は，それまで考えてきた数学の問題や解法，
数やエコキャップの個数を推測する課題を用いて活
解説を振り返り修正・改善を図る契機を与えるため，
用指導の工夫を重ねてきた。しかし，そのような標
機能的な相互評価の一手法となると意味付けた。
本調査の活用は，数学の授業の中で留まり，教科の
枠を越えて意識的に活用される指導には至らなかっ
⑤ RLA に基づく数学授業を開発実践した単元
た。生徒も，自ら習得した推測統計のよさを実生活
・
「式の計算の活用」（中３）全８時間（５〜６月）
や他教科等に生かす意欲がもてたとは言い難かっ
・
「式の計算の活用」（中２）全６時間（５〜６月）
た。「もっと統計指導すべきである」と多くの先行
・
「文字式の活用」（中１）全２時間（夏季休業時の
研究で主張される中，果たして実際何をどのように
レポート課題，７〜９月）
行ったらよいのだろうか。
・
「一次関数と連立方程式の活用」（中２）全４時間
ここでは，中学３年単元「標本調査」の活用を
（10 月）
RLA に基づき，
「仲間と比較・検討し合い，生徒が
・
「星型多角形の内角の和」（中２）全２時間（冬季
質問紙調査やインタビュー調査の在り方を生徒自身
休業時のレポート課題，11 〜１月）
で考え直す活動」を位置付けて実施した授業を対象
とする。それは，生徒が標本調査の方法論に深く迫
⑥ 主な成果と課題
る研究活動であり，推測統計の考え方を実生活や他
・RLA の単元への組み込み方を「実践し易さ」「協
教科等に生かすための指導の充実をねらったもので
働性」「知的責任の移譲」の観点から更新して提
ある。
案することができた。
・意図的・計画的に実践するために，開発した単元
② RLA の実践研究を進める上で留意したこと
をカリキュラムにどう位置付けるか。
統計分野では，PPDAC サイクル型プロジェクト
・他教科等との関連や連携を視点に , 単元の開発及
学習（以下，PPDAC）が主流となってきている。
び問題や活動の拡充をいかに図るか。
PPDAC とは，統計指導先進国であるニュージーラ
⑵

2016 年度
① 統計分野に RLA を採り入れた背景
ビッグデータ・オープンデータの利活用が，様々
な分野で求められている。数学教育においても，現
行学習指導要領・解説に「中学校数学科における確
率や統計の内容の指導が，資料の『整理』に重きを
おく傾向があったことを見直し，整理した結果を用
いて考えたり判断したりすることの指導を重視す
る」とある。無作為に抽出した一部のデータを整理
し，その結果から全体を理解するという推測統計の
よさ，未来予測の考え方に “ 体験を通して ” 気付か

ンドにおいて考案されたナショナルカリキュラムで
ある。それは，
「Problem（問題発見）→ Plan（調査
の計画）→ Data（データの収集）→ Analysis（分析）
→ Conclusion（結論）
」の相からなる一連の探究過
程で問題解決に取り組むことを特徴としている 34）。
渡辺 (2013) は，日本の数学教育における PPDAC
の数少ない実践から，特に通常の数学授業で実現が
困難な「P 問題発見」及び「P 調査の計画」につい
て実践可能な示唆を与えている 35）。しかし，研究者
の活動で言うところの「査読」のような一連の探究
過程及び結論を共同で批判的に検討する活動は，サ
イクルに明確には位置付けられていない。
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本来の PPDAC においても，
「査読」に近いことは
「A 分析」の中で行われていると考えられるが，交
流によって互いの考えを高め合う時間と場が必要で
あると考える。そこで，齋藤は，標本調査の信頼度
を高める調査方法を探究する授業を RLA に基づい
て行い，その研究活動を PPDAC に沿って組織する。
その活動に「模擬学会」（cf. 本節 4.2 ⑴④）を位置
付け，適切な抽出方法や標本数について議論し，統
計的な見方・考え方を一層高めることを目指した。
③ 本実践研究の目的と方法
本稿で対象とする授業は，附属長岡中学校３年生
１クラスに対し平成 28 年５月 10 日から６月２日ま
でに行われた 10 時間である。生徒は，５つの問題
（本節④ウに後述）から各自選択し，条件変更して
新たな課題を設定する。そして，調査内容に合わせ
て標本調査を独自に構想し計画して，実際の調査に
取り組む。さらに，様々な標本調査に取り組んだ生
徒同士が，互いの標本調査の結果の信憑性を積極的
に議論する中で，抽出方法や標本数の観点から標本
調査の信頼度を高める方法を検討していく。これら
の活動を通して，生徒が標本調査について理解をど
のように深めていくかを検証する。
④

ア
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単元名

中学校３年「標本調査は全数調査を越えるのか」
− RLA による探究学習−
イ 単元の構想（全 10 時間）
単元全体の授業を先図 10 のように構想した。
この RLA は，授業実践枠を次図 11 のようにとら
え直して行う。協働場面が生起し学習に位置付けら
れる状況として，
「模擬学会」を設定し，
「発表・討論」
を行う。そうすることにより，「査読」がゆるやか
に導入され，それまで個人で行ってきた PPDAC 自
体をグループで省察し分析する場になると考えた。

本実践の構想

１次 標本調査の意味を知ろう（２時間）
○既習の割合や比例式と比較し，標本調査の仕組
みと意味を知ろう。
○「全数調査と標本調査。なぜ，その調査がもっ
とも適しているのか？」を考えよう。
○無作為抽出を行うことの意味やその方法につい
て理解しよう。
２次 実際に標本調査してみよう（２時間）
○標本調査を用いて，３年２組 ( 生徒数 41 名 ) の
50 ｍ走平均タイムを求めてみよう。
３次 標本調査を活用しよう（６時間）
○原問題 Q0「母集団 41 人の 50 ｍ走平均タイムは，
標本数半分の無作為抽出で標本調査をして全数
調査の結果と近い値が求められるか？」から派
生した問題を標本調査で解決しよう。
・RLA ガイダンス (『私たちの統計レポート集』作
成の目標設定を含む )
○同系問題に取り組む仲間と交流して，考えを確
かにしよう。
○異系問題に取り組む仲間と交流して，違いから
学ぼう。
○振り返り，修正してまとめよう。
図 10

中学３年単元「標本調査」の構想

図 11

ウ

研究者の研究活動に準ずる研究活動
（PPDAC を位置付けた統計学習版）

具体的な手だて

○ 交流時の考えを進め共有するための手だて
交流時考えや説明を進めて共有していくために，
ホワイトボードを用いて記録をさせる（図 12）。
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生徒は，“ 全校生徒の平均タイムを求める場合も，
標本数の半分が必要なのだろうか？”，“ 別のアン
ケート項目で標本調査をしてみたい！”，“「社会創
造科」で標本調査を使うにはどうしたらよいのだろ
うか？” といった各自の課題意識に基づいて問題を
選択し，追究していくであろう。
エ
図 12

加筆しながら説明する様子（写真）

３人ずつのグループそれぞれに，A2 版の透明シー
ト付きホワイトボードを１枚ずつ準備する。生徒は
レポート用紙をホワイトボードに透明シートで挟み
込み，掲示しながら説明する。ホワイトボードへの
記述は自由に行わせ，仲間と考えを共有しながら自
他共に納得のいくレポートを作れるようにする。
○

 徒が主体的に問題にかかわり多様な考え方
生
を見いだすための手だて
ガイダンスの中で，複数の問題を提示する。問題
は，日常あまり考えたことがない事柄を数学的にと
らえられるという意味の「新奇性，意外性」と，生
徒の関心の違いへの対応が見込まれる様々な問題を
扱うという意味の「多様性」の観点から設定する（cf.
本節 4.2 ⑴②）。具体的には，原問題 Q0「母集団 41
人の 50 ｍ走平均タイムは，標本数半分の無作為抽
出で標本調査したとき，全数調査の結果と近い値が
求められるか？」から派生した Q1 系〜 Q4 系の各
問題を以下のように設定する。さらに，教科書教材
から Q5 系を加える。
【Q1 系】母集団は学級生徒数。調査対象を別の
体力テスト項目へ変更。
〔握力，立ち幅跳び，反復横跳び，上
体起こし，長座体前屈，ハンドボール
投げ，シャトルラン〕
【Q2 系】Q1 系の母集団をさらに学年全体，全
校生徒へと広げる。
【Q3 系】体力テスト以外の日常的な事柄を自由
に設定しアンケートを実施。
（アンケー
トは休み時間等を利用して行う。）
【Q4 系】
「社会創造科」のテーマに関連した標
本調査。手法を街頭調査で生かすため
の計画を構想。（調査活動は「社会創
造科」の時間等を利用して行う。）
【Q5 系】英和辞典に掲載されている見出し語の
総数を求める。

３次の授業の実際

○ 前時まで（１～３時間目）の様子
生徒は昨年度，RLA に別の単元で取り組んだ経
験がある（cf. 本節 4.2 ⑴⑤）
。今回，２次の終末に
“What-if-not?” による課題設定を念頭に置き，「原問
題 Q0（学級全体の 50 ｍ走の平均タイム）を条件変
更して各自で取り組みたいものは？」と学級のみん
なに投げ掛けた。すると，“ 別の調査項目について
調べてみたい！”，“ 学年全体でも同じようにできる
のかな？”，“ 自分たちでアンケートを作って調査し
てみたい！” という声があがった。これら生徒の考
えはそれぞれ教師が準備していた問題 Q1，Q2，Q3
と類似していた。そこに，「社会創造科」のテーマ
に関連した標本調査の計画を立てる Q4 系と教科書
教材である Q5 系を加え，それらの中から１つを各
自に選択させ，１回目の交流に取り組ませた。
どの生徒も，自分の興味や期待に基づいて問題を
選択していて，難しそうだから選択しないとか簡単
だから選択するとかという様子は見られなかった。
中には，“RLA は時間をかけて１つの課題に取り組
めるので難しいものにでも挑戦してみようという気
持ちになる。” と話していた生徒がいた。課題は生
徒によって異なるが，どの生徒も「信頼性の高い標
本調査の方法を探り出そう」という共通の目的意識
をもち，それぞれの課題に向かっていた。
○ 本時（４時間目）の様子
４時間目は，２回目の交流を，異系の問題選択者
３人によるグループで行った。生徒への事前調査
を基に，選択理由の「興味」が異なる生徒同士が
１つのグループとなるように教師が意図的に編成し
た。以下では，グループ 13 の３人の生徒 Ichi，Aki，
Naru の交流を取りあげる。３人はそれぞれが，Q1
系，Q3 系，Q5 系の問題を選択していた。
Ichi は学級全体の 50 ｍ走とシャトルランの結果を
何通りかの標本数による調査（Q1）で比較してい
た。種目による結果の違いに気付き，調査項目の最
大値と最小値の幅によって，標本数を設定するとい
う方法を仮定した。

中学校数学におけるRLAを組み込んだ授業開発の取組と展望

Aki は学級全体を母集団とし，誕生日のちらばり

383

のかなと思ったの。

度合いを標本調査で求める方法（Q3）を追究して

42 Ichi,Aki：ふーん。
（相づちを打つ）

いた。最初，誕生月ごとでアンケート調査を作成し

43 Ichi：あっ，私のやつでも何種類かの標本数で標

たが，結果が思いの外ばらばらであったため，途中
で四季ごとに大別して集計する方法に修正した。
Naru は，英和辞典の見出し語の総数を調査（Q5）
していた。標本数を 10 刻みで変えながら標本平均
が全数調査の結果に近付く方法を探索し考案した。
それでは，３人の交流がどのようなものであった
か見ていこう。それぞれの説明を聞いた後，Aki が
ノートを取り出し，「Ichi →２分の１以上，Naru →
標本の中の平均，Aki →何個でも」と母集団の数に
対して標本数をどの程度としたかについて書いた。
自分たちの考えを持ち寄り比較して何かを見いだそ
うとしている。その後，Aki は，Ichi に対し「何で
２分の１にしたの？」と質問し，標本数を決定付け
る根拠を話題にして，以下のように議論を進めた。

本調査してるのね。結構外れだったやつも
あるんだけど，これって平均してみると
さっきの（２分の１）と同じくらいになる！
44 Aki：じゃ，私のもかな？少なくとも２人に共通
していえたんだから，大事かもね。

38 Ichi：標本調査をするときに，その母集団のちら
ばり具合で考えるといいと思ったんだけ
ど。例えば，母集団が 45 〜 50 人くらいだっ
たら，
（結果は）ちらばらないじゃん。い
つもだいたい平均は近いけど，人数が増え
たり，ちらばりが 38 とかのシャトルラン
の結果だったら，全体的にとった方がいい
と思うから，多い標本数がいい。
39 Aki：分かる。標本数を決める要素だよね。
39Aki は 38Ichi の考えを聞き，ノートに「ちらば
り具合が大きいときは，多い方がいい」と追記した。
このように，問題が異系の３人は，互いの考えを確
認したことにより，さらに問題意識が高まり，一般
的な標本調査の標本数を決定付ける要素にまで広げ
て考えていった。グループとしての新たな考え方を
導き出そうとする行為である。その後，Aki は Naru
に対しても同様に質問しながら，以下のように議論
を進めた。
41 Naru：私の場合，やってみてなんだけど，最初，
標本調査と全数調査の結果を比べたら全
然違ったのね。３回くらい標本調査した
んだけど，どれも違ってて。でも，その
３回の結果を平均したら，すっごい近付
いたのね。だから，ここからは，もしか
したらなんだけど，何回か標本調査をやっ
て，その平均で考えるといいんじゃない

43Ichi と 44Aki は，41Naru の予想が他の場合でも
成り立つことを確認し，何回かの標本調査の平均値
を求めることの有効性を見いだしている。
○ 単元終末（５～６時間目）の様子
自らの追究及び仲間との交流を振り返った上で，
レポートを修正し，最終的なまとめに取り組んだ。
どの生徒も「発表・討論」を基に，自分の研究内容
や発表の仕方を再検討して，
レポートを完成させた。
② 考察
問題の複数提示及び条件変更を基に問題を発展さ
せる場の設定により，生徒が自ら解決すべき課題を
多数設定することができた。また，RLA が動機付
けとなり，数学的なコミュニケーション活動が成立
した。自分なりに根拠を明らかにして筋道を立てて
説明し伝え合う姿や，さらなる問いを見いだしそれ
を自分たちで解決しようとする姿が見られ，主体
的・協働的・探究的な数学的活動が実現された。
生徒の交流をよく見ると，異系交流では，互いの
考えに対する理解を確かなものにしようとし，標本
調査として共通にいえる考え方を導き出す上で有効
であると考えられる。また，別のグループでは，自
分の調査結果を基に反論を述べる姿が見られた。以
上のことから，「模擬学会」としての交流活動を組
織することは，各自が PPDAC に沿って追究してき
たことについて，協働で「A 分析」を行い省察する
ことにつながるといえる。本実践の場合，自他の追
究の比較から疑問が湧出し，“ 標本調査のよりよい
標本数や抽出方法は何か？” という問いに焦点化し
た話し合いがなされた。「三面騒議法」（cf. 本節 4.2
⑴④）によるコメントの交換では，単なる感想では
なく，具体的な反論や助言がフィードバックされて
いたため，自分たちのグループの学びを振り返る視
点として役に立った。また，教師が生徒の考えや気
付きを見取る際の助けにもなった。
今後の課題は，
「模擬学会」
の進行途中で，
各グルー
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問題に取り組んだ仲間や他のグループに相談しに行

とする５）６）」場合の問題設定に通じる。一方，
「不完全な状況」の生起は，
「分かって初めて次

く機会を作る等，活動の展開をどれだけ柔軟に工夫

の分からないことが見えてくる５）６）」という場

プの状況を的確に見取り，状況に応じて，再び同系

できるかである。

５ R
 LA を組み込んだ算数・数学科カリキュラ
ムの省察と展望
これまで，附属長岡中学校数学科における RLA
を組み込んだ授業開発の取り組みについて述べてき
た。ここでは，その内容を改めて省察して要約し，
今後の展望を述べることとする。
5.1 附
 属長岡中学校数学科における RLA を組み込ん
だ授業開発の取り組み（要約）
⑴ 当校における RLA の実践研究としての意味
第Ⅰ期と第Ⅱ期とでは，当校の研究の総論や重点
が異なるため，教科等の各論も異なる。しかし，先
の時代を見据えた教育実践の必要性，研究実践の累
積と生徒の現状及び研究者の先見的視点から，教師
の願いを明らかにして実践研究に取り組んできたこ
とは変わらない。各論の重点の置き方の違いにより，
RLA の取り込み方に多少の違いはあるが，いずれ
も RLA を必要とし，それに基づく確かな実践をし
てきた。“ 確かな ” とは，どの生徒も，得意・不得
意等にかかわらず，数学の授業の中での自己実現へ
の思いを覚醒し強化して，その人なりに目標を達成
できるようにしてきた，という意味である。
⑵ 当校における RLA の実践研究の特徴
第Ⅰ期と第Ⅱ期とでは，RLA の取り込み方に多
少の違いはあるが，次の６点は一貫している。
・育成したい生徒の資質・能力を，主体性と協働
性，創造性の視点からとらえ，それが発揮され
る状況を設定し活動を組織している点。（これ
は，次期学習指導要領を先取りしている。）
・
「教師の触発による先導」と「生徒主導の体験
的活動」を組織している点。（これは，教師が，
通常自らが担っている「知的責任」を，生徒に
委譲していくことを意識することにつながる。）
・
「生徒主導の体験的活動」を，生徒による問題
設定に基づく広義の問題解決活動としている
点。（“What-if-not?” による条件変更は，自ら発
展的に考え汎用性のある知識を構成するための
方略であり，
「学習者が分かったことを能動的
に適用して，次の分からないことを見いだそう

合の問題発生の仕方の一つである。
）
・ 原問題やその派生問題には「新奇性，意外性」
「多様性」
「発展性」が認められる点。
・単元を開発するために，学習指導要領に示され
ている内容に基づくアプローチと，学習指導要
領に示されていない内容に基づくアプローチの
両方を検討している点。
（前者の代表として
「式
の活用」が挙げられる。いずれの期も，数学史
のエピソードを基に原問題を設定しケーススタ
ディーを採り入れている。ただし，
第Ⅰ期では，
問題及び学習の経験や内容を数学史の全体構造
図に定位している。後者の代表として，第Ⅰ期
では「和算」の探究，第Ⅱ期では「標本調査」
の方法論の探究が挙げられる。
）
・数学の学習以外でも通用する方法を活動に埋め
込んでいる点。
（思考法：帰納，類推，演繹等。
交流方法：グループディスカッション，
ポスター
セッション。研究の仕方：ケーススタディー，
フィールドワーク等の体験的活動。
）
⑶ 当校の実践研究から見た RLA の課題
第Ⅰ期も第Ⅱ期も，年度ごとに成果と課題をとら
えて，RLA に基づく数学授業を改善してきた。今
後さらに RLA の実践を進める上で，再検討が必要
なこととして次の５点が浮き彫りになった。
・時数の調整・確保とカリキュラム化。
・適切な原問題の探索・選定，適切な原問題数の
設定，課題設定への支援の在り方。
・個人研究及びグループの共同研究における個別
対応の在り方。
・発表のためのポスターや，記録としての冊子，
電子ファイルの作成の指導の在り方。
・評価（単元内容の応用が見られなかった場合，
問題設定が上手くいかない例の提示の場合，表
１の L21 のように設定した問題のレベルが高く
レポートが未完成の場合等，様々なケースに応
じた価値付けの在り方）
。
レポート
完 成

問題

未完成
表１

難

易

L11

L12

L21

L22

提出レポートの４類型
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これらの課題は，RLA をどのようなカリキュラ

して，
「整理・分析」
「まとめ・表現」に対する取り

ムの枠組みに位置付けてどの程度開くかに関わって

組みが十分ではなく，探究のプロセスを通じた一人

いる。さらに，どの程度の探究を行うかについての

一人の資質・能力の向上をより一層意識することが

「教授学的契約」28）を，教師と生徒との間にどのよ

求められるということを指摘している。また，これ
まで以上に総合的な学習の時間と各教科等の相互の
関わりを意識しながら，学校全体で育てたい資質・
能力に対応したカリキュラム・マネジメントが行わ
れるようにすべきであることも指摘している 36）。

うに成立させるかに関わっていて，その内容によっ
て，ガイダンスも変えることが必要となるであろう。
ただし，実践は複雑に脈々と展開するため，ガイダ
ンスで教師が何かルールや注意事項を生徒に与えれ
ばそれが成立するとは限らないと思われる。
5.2 R
 LA を組み込んだ算数・数学科カリキュラムの
展望
⑴ 総
 合的な学習とRLAに基づく授業との関連化
RLA は，探究的な学びを実現するという面で，総
合的な学習の時間の学習活動と重なる。当校で設定
している RLA の授業実践枠を，総合的な学習とし
て例示されている探究プロセス（「課題の設定」→
「情報の収集」→「整理・分析」→「まとめ・表現」）
と照らしてみると，そのことが分かる。江戸時代の
和算に興味をもった生徒が「二等辺三角形状に積ま
れる俵の総数を一般化する」ことを「課題設定」し
た事例を挙げてみよう（cf. 資料：Q3 系）。
多くの生徒は，その課題に対し帰納的にアプロー
チした。一番下に並べる俵の数と俵の総数との関係
に着目し，２俵のときは３俵，３俵のときは６俵，
…というように調べ「情報の収集」を行っていた。
n (n-1)
そこから規則を見いだし n 俵のときは 2
俵と
予想し，それが妥当である理由を，図を用いて説明
（幾何的証明）した。これは「整理・分析」に当たる。
そして，これまでの追究を振り返り，紆余曲折した
ことや疑問が残ったことも含めてレポートにまと
め，仲間と発表し合ったり議論したりした。これは
「まとめ・表現」に当たる。同系交流と異系交流を
組織することは，「整理・分析」と「まとめ・表現」
との間を行き来しながら，自らの考えを修正したり
精緻化したりして更新していく機会を保障する。
以上のように，RLA には総合的な学習で行う探
究プロセスがある。そのため，総合的な学習の時間
の中で RLA が実施されている可能性もあると考え
られる。前節 5.1 ⑵で述べた「数学の学習以外でも
通用する方法」の一つであるポスターセッションは，
1997 年の時点で，既に小学校で体験していた生徒
が当校で７割近くいた。その当時と比べても，現在
はそのような学習形態がだいぶ浸透してきている。
一方，文部科学省が平成 28 年７月 19 日に開催し
た教育課程部会では，総合的な学習の時間の課題と

このような課題に対して，教科指導の立場からア
プローチする場合，総合的な学習の時間と教科との
間で，少なくとも，テーマや学習内容を関連付ける
というアプローチと，活動やその活動の中で発揮さ
れることが期待される資質・能力を関連付けるとい
うアプローチが考えられる。本稿で述べてきた RLA
に基づく数学の授業開発は，後者のアプローチで上
述の課題の解決に貢献する可能性を示唆している。
前節 5.1 ⑵で述べた「学習指導要領に示されている
内容に基づくアプローチ」で RLA に基づく授業を
実践することは，「実践し易さ」の観点から現実的
である。ただし，そのためには，日々の授業を “ 生
徒の ” 問題解決的な学習とすべく，例えば “What-ifnot?” による条件変更を採り入れて授業を展開する
等，小さな工夫・改善を着実に進めることが重要で
ある。
総合的な学習では，社会参画に繋がる実感の伴っ
た学びが実現されることも望まれる。例えば，当校
園が研究開発学校として取り組んできた「社会創造
科」においては，
“ 自分たちも何かの役に立ちたい！”
という思いから，異学年でチームをつくり地元企業
と協働して商品の開発・販売を行う等，生徒なりに
社会参画を実現した多くの実践がある。数学教育に
おいて数学の学びを起こし開く実践が一層期待され
ることからすると，数学の授業にも，社会との繋が
りの文脈を入れることは重要である。前節 4.2 ⑵で
述べた「標本調査」の方法論の探究は，
「社会創造科」
でよく行われる質問紙調査やインタビュー調査の在
り方を生徒自身が考え直す機会となった。このよう
な「学習指導要領に示されていない内容に基づくア
プローチ（cf. 前節 5.1 ⑵）」で実践した RLA に基づ
く授業事例も，総合的な学習と教科との関連を図る
方法として参考になるであろう。
今後数学教育における RLA は，一つの問題の設
定・解決で閉じず，その活動自体の省察や，成果の
応用の検討，数学の時間外でも数学を応用する機会
作りにも価値が置かれるであろう。
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RLA に基づく授業づくりの校種間の連携化

近年，教育改革の動きの中で，理数教育への期待
が高まり，高等学校の SSH の取り組みの成果に一
層期待がかかっている。一方で，そのような開発的
な取り組みに対する意識や実際の取り組みは，SSH
の研究指定がされている学校と，されていない多く
の学校との間に，温度差があるのではないかと危惧
しているのは，われわれだけだろうか。
伊禮氏が研究代表を担う「RLA 研究会」で検討
されてきた多くの優れた実践研究は，多くの学校に
示唆を与えるものと期待される。それは，市川氏が
提唱した「大学における RLA」の小・中・高等学
校への援用の仕方を紐解くことにもなるだろう。
RLA の実践報告の少ない小学校で，RLA に基づ
く算数授業の実践に取り組む上で，例えば，「九九
表の秘密」や「ANNA 数の秘密」37）等，児童がいろ
いろと考えて説明する課題は参考になるかもしれな
い。これらは，中学校の「文字式の活用」にも通じ
るため，数学的活動の発展性と数学的な概念や原理
の系統性の両方の視点から価値がある。小学校−中
学校−高等学校の校種間で（当校はまず附属小学校
と）連携し，具体的かつ前向きな議論をして，RLA
に基づく実践が協働で創られることが望まれる。
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中３「式の計算の活用」の原問題の一部

※ 1998 年度第３学年「式の計算」で扱われた原
問題を精選し，新たに原問題を加えて 2015 年
度に実践で扱った。
※ Q2-0，Q3-0，Q5-0 は使用教科書外の問題。
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