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「評価・改善」の場面を意識した授業と指導の工夫 

 

 

周南市立熊毛中学校 

  教 諭  石井 岳文 

 

１ はじめに  

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説数学編で

は，数学科の目標の一つとして「数学的活動の楽しさ

や数学のよさを実感して粘り強く考え，数学を生活や

学習に生かそうとする態度，問題解決の過程を振り返

って評価・改善しようとする態度を養う」とあり，具

体的に「結果が得られたところで終わるのではなく，

結果の妥当性を検討することが大切である．その際，

解決の方法や内容，順序を見直したり，自らの取り組

みを客観的に評価したりすることが大切であり，これ

らが評価・改善しようとする態度であるといえる．」と

明記された． 

これまでの私が実践してきた問題解決型の授業を振

り返ると，生徒は意欲的に問題解決には取り組むが，

授業後半では問題を解決したことに満足しており，生

徒が主体的に解決過程を振り返ることはほとんどなか

った．また，教師主導で解決過程を振り返る活動を促

しても，生徒の意欲はさらに著しく低下することがほ

とんどであった．つまり，適切な手だての不足によっ

て，問題解決後の生徒の学習意欲は低下してしまい，

授業後半での生徒の主体的な活動を促すことができず，

その結果，問題解決の過程を振り返って評価・改善し

ようとする態度を養うことも困難な状況をつくりだし

ているのである． 

そこで，本研究では「評価・改善しようとする態度」

を養うことを目的とし，教科書教材のアレンジ，授業

構成，手だての工夫などの授業改善を図ることとした．

そして，「結果の妥当性を検討する」場面に着目し，そ

の場面での生徒の主体的な活動を促す授業を実践する

こととした． 

 

２ 研究の内容と方法  

（全国学力・学習状況調査Ｂ問題を分析する） 

 過去（H19～H28）の全国学力・学習状況調査Ｂ問題

より，「β２(1)結果を振り返って考えること」や「β

２(2)結果を改善すること」に関わる問題を抽出し，ど

のような課題の工夫や授業構成の工夫が考えられるか

を分析した．以下は「β２(1)結果を振り返って考える

こと」や「β２(2)結果を改善すること」に関わる問題

である． 

 

H19 Ｂ問題 ３(3)   ４(1)(2) 

H22 Ｂ問題 ４(3) 

H26 Ｂ問題 ６(2)(3) 

H27 Ｂ問題 ３ 

 

 これらの分析により，「β２(1)結果を振り返って考

えること」や「β２(2)結果を改善すること」を促す課

題や授業構成の工夫の視点として，次の２点が挙げら

れると考えた． 

①「誤答の評価・改善」 

②「状況の評価・改善」 

「誤答の評価・改善」は，問題解決の結果が間違え

ていることに気づき，その誤答を訂正するために解決

過程を振り返り，解決過程の中にある間違いを訂正し

て再度取り組むものである．授業場面であれば，あえ

て間違えている計算過程を提示し，どこが間違えてい

るかを考えさせ，修正させる場面などが挙げられる． 

 「状況の評価・改善」は，問題解決の過程や結果を

振り返って新たな事柄を見出すことや，条件変えによ

って問題解決の過程を見直すこと，条件変えによって

見出されたいくつかの事柄を統合的に考察することな

どが挙げられる．また，問題解決の結果を日常場面（問

題の条件など）に照らし合わせたとき，何らかの不都

合がある場合，その不都合な状況を改善するために問

題の条件を変更し，再度取り組むものも考えられる． 

 本研究では，「状況の評価・改善」に着目し，この場

面を授業に設定することが，「結果の妥当性を検討する」

につながると考えた．そこで，「状況の評価・改善」の

ような場面を授業で設定するための課題や授業構成の

工夫を考え，実践することとした． 
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３ 教材化の視点と授業の実際 

３－１ 実践１「２年 式の計算（文字式の利用）」 

＜問題＞ 

 

   64－46＝18  81－18＝63 

   21－12＝９  52－25＝27 

 上のような，２つの２けたの正の整数の差について，

どのようなことがいえるでしょうか． 

 

＜数学的活動を促すための工夫＞ 

(ｱ) 教科書問題をアレンジする． 

本問題は，次の【教科書の問題】をアレンジした． 

 

 ２けたの正の整数と，その十の位の数と一の位の数

を入れかえてできる数との差は，９の倍数になります． 

 その理由を，文字式を使って説明しなさい． 

 

 教科書の問題では，「その十の位の数と一の位の数を

入れかえてできる数」という条件が示されている．こ

の条件は，「２けたの正の整数と，その並びを逆にした

数」という条件と混同しやすいのではないかと考えた．

特に，２けた，３けたの正の整数であれば，どちらの

条件でも式は同じとなる（例：642－246＝396）が，４

けたの正の整数の場合，どちらの条件で命題をつくっ

ているかによって，式が異なってくる（8642－2468＝

6174と8642－2648＝5994）．生徒は，条件を「２けた

の正の整数と，その並びを逆にした数」とした方が，

けたが増えても式がイメージしやすいだろうと予測し，

あえて「２けたの正の整数と，その並びを逆にした数」

という条件で命題を提示することとした． 

(ｲ) ３けたの正の整数とその並びを逆にした数との差

が，99の倍数になることに着目させる． 

   （100a＋10b＋c）－(100c＋10b＋a) 

＝９(11a－11c) 

 生徒は９(11a－11c)を 99(a－c)と式変形するので

はないかと考えた．この99(a－c)は９の倍数であるこ

と以上に99の倍数であることが強調される．このこと

は，「４けたの正の整数の場合は，999の倍数になるの

ではないだろうか」という新たな疑問につながるので

はないかと考えた． 

３－１－１ 授業の実際 

【見つけた性質から命題をつくり，文字式を使って説

明する場面】 

 前時は，「２つの２けたの正の整数と，その並びを逆

にした数の和が，11の倍数になる」について文字式を

使って説明したことを確認し，「本時は和を差に変更し

てみよう」と投げかけた． 

 64－46＝18，81－18＝63，21－12＝９などの複数の

式を少しずつ板書していくと，教室のいたる所から「わ

かった！」という声が上がった．それぞれが見つけた

性質を周囲で確認させ，前時の命題を参考にした「２

つの２けたの正の整数と，その並びを逆にした数の差

は，９の倍数となる」を全体で確認した．この命題を

板書し，「文字式で説明できそうですか？」と問うと，

「前の時間の和を参考にするとできる」との意見が挙

がり，実際に文字式を使って次のように説明した． 

  

もとの数の十の位の数を a，一の位の数を bとする

と，この数は10a＋bとなる． 

また，その並びを逆にした数10b＋aとなる． 

(10a+b)-(10b+a)=9a-9b 

=9(a-b) 

a-bは整数だから，9(a-b)は９の倍数となる． 

 

 「次はどうしますか？」と問うと，「差を積に変えて

みる」や「２けたを３けたに変えてみる」という意見

が挙がったので，「次は，３けたに変更してみよう」と

投げかけた． 

【２けたで成り立った性質が，３けたでも成り立つか

どうかを調べる場面】 

 板書されている命題を指し，「条件を３けたに変更し

て何を調べるの？」と問うと，「３けたの正の整数と，

その並びを逆にした数の差が，９の倍数になることを

説明すればよい」との発言があり，ペアで文字の設定

の仕方などの見通しをもたせてから取り組ませた． 

  

もとの数の百の位の数をa，十の位の数をb，一の位

の数をcとすると，この数は100a＋10b＋cとなる．ま

た，その並びを逆にした数100c＋10b＋aとなる． 

(100a+10b+c)-(100c+10b+a) =99a-99c 

=99(a-c) 

a-bは整数だから，99(a-c)は９の倍数となる． 

 

 上記のように，99(a-c)と式変形をしている生徒が大

半であった．何人かの生徒は9(11a-11c)としており，

それ考えを紹介すると「9(11a-11c)の方が９の倍数だ
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とわかりやすい」という意見が挙がった．そこで，

「99(a-c)だったら，９の倍数であることがわかりにく

いですか？」と問うと，「９の倍数より，99の倍数と

いう感じがします」との意見がでた．この意見に多く

の生徒が納得していたので，「３けたの正の整数と，そ

の並びを逆にした数の差は，９の倍数とも言えるけれ

ど，99の倍数になるとも言えるのですね」と確認した． 

 すると，「４けただったら，999の倍数になるのです

か？」という質問がでた．「どう思いますか？」と全体

に投げかけると，多くの生徒がすぐに調べ始めた． 

【３けたで成り立った性質が，４けたでも成り立つか

どうかを調べる場面】 

「４けたの正の整数と，その数の並びを逆にしてで

きる数との差は，999の倍数になる」を板書した． 

 

(1000a+100b+10c+d)-(1000d+100c+10b+a) 

=9(111a+10b-10c-111d) 

111a+10b-10c-111dは整数だから， 

9(111a+10b-10c-111d)は９の倍数になる． 

 

 ９の倍数になることは説明できたが，999の倍数に

なることは説明できず，納得のいかない様子であった．

「４けたのときは999の倍数にはならないね」と声を

かけると，「999の倍数になるはずです」と発言した生

徒がいた． 

【４けたでは，どうして成り立たなかったのかを検証

する場面】 

(100a+10b+c)-(100c+10b+a)=99(a-c)   

(1000a+100b+10c+d)-(1000d+100c+10b+a) 

           =9(111a+10b-10c-111d) 

しばらくすると，２つの式の比較から百の位と十の

位の数が消えれば999の倍数になることに気づいた． 

自由に話し合いをさせると，命題の「～，その数の

並びを逆にしてできる数～」を「～，その数の千の位

の数と一の位の数を入れかえてできる数～」に変更す

ればよいという意見が聞こえてきた. 

 この意見を全体で確認すると多くの生徒が納得して

いたため，「５けたの場合は9999の倍数になるの？」

と問うと，ほとんどの生徒が「この条件ならば，9999

の倍数になる」と答えた． 

 

３－２ 実践２「３年 式の計算（文字式の利用）」 

＜問題＞ 

 

３２－１２＝８  ７２－５２＝24 

   13２－11２＝48  101２－99２＝400 

 上のような，連続した２つの奇数があり，大きい方

の数の２乗から小さい方の数の２乗をひいた差につい

て，どのようなことがいえるでしょうか． 

 

＜数学的活動を促すための工夫＞ 

(ｱ) 教科書問題をアレンジする． 

本問題は，次の【教科書の問題】をアレンジした． 

 

連続する３つの整数で，大きい方の数の２乗から小

さい方の数の２乗をひいた差について，どんなことが

予想されますか． 

また，その予想が正しいことを証明しなさい． 

 

教科書の問題では，「大きい方の数の２乗から小さい

方の数の２乗をひいた差は，連続した３つの整数の真

ん中の数の４倍」という性質を文字式を用いて説明す

ることとなる．ここからの条件変更としては，「連続し

た３つの整数」を「連続した４つの整数」，「連続した

５つの整数」とすることが考えられる．しかし，この

条件変更では数が多くなるため計算が煩雑となり，学

習意欲の低下が懸念される．そこで，計算が煩雑にな

らにような本授業の問題へとアレンジした． 

(ｲ) 「連続する２つの奇数」から「連続する２つの偶

数」へと生徒の思考の流れにそった条件変更を行え

る授業構成とする． 

本授業の問題では，複数の式を並べることで条件が

「連続した２つの奇数」と「大きい方の数の２乗から

小さい方の数の２乗をひいた差」であることを確認し，

その差にある性質に目を向けさせる．この性質につい

ては，「偶数」や「４の倍数」，「８の倍数」などが挙げ

られる．命題「連続した２つの奇数について，大きい

方の数の２乗から小さい方の数の２乗をひいた差は，

８の倍数となる」を提示し，文字式を使って説明する

ことができる． 

 次に，条件「連続した２つの奇数」を「連続した２

つの偶数」に変更する．すると性質は，「８の倍数」に

はならず，「４の倍数」であることが分かる．さらに文

字式を見直すと，「連続した２つの偶数の間の数の４倍」

であることが読み取れる．そこで，「連続した２つの奇

数」の場合を振り返ると，これまで「８の倍数」と見
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えていたものが「連続した２つの奇数の間の数の４倍」

となり，２つの説明から「連続した３つの整数の最も

大きい数の２乗から最も小さい数の２乗をひいた差は，

真ん中の数の４倍」のように統合されると考えた． 

３－２－１ 授業の実際 

【見つけた性質から命題をつくり，文字式を使って説

明する場面】 

３２－１２＝８，13２－11２＝48，101２－99２＝400な

どの複数の式を少しずつ板書し，それぞれが見つけた

性質を周囲で確認させると，「偶数になる」や「４の倍

数になる」，「８の倍数になる」との意見が挙がり，特

に「８の倍数になる」が多かった．そこで，命題「連

続した２つの奇数があり，大きい方の数の２乗から小

さい方の数の２乗をひいた差は８の倍数になる」を板

書し，文字式を利用して説明するように指示した． 

  

連続する２つの奇数を2n-1，2n+1とおくと 

(2n+1)２-(2n-1)２=(4n２+4n+1)-(4n２-4n+1) 

=4n２+4n+1-4n２+4n-1 

=8n 

 nは整数であるから，8nは８の倍数となる． 

 

 「次はどうしますか？」と問うと，「奇数を偶数に変

えてみます」という意見が挙がったので，「連続する２

つの奇数から連続する２つの偶数でも８の倍数になる

かどうかを説明してみよう」と投げかけた． 

【「連続する２つの偶数」の場合について説明する場面】 

生徒は，命題「連続した２つの奇数があり，大きい

方の数の２乗から小さい方の数の２乗をひいた差は８

の倍数になる」を参考にして，命題「連続した２つの

偶数があり，大きい方の数の２乗から小さい方の数の

２乗をひいた差は８の倍数になる」を取り組み始めた． 

  

連続する２つの奇数を2n，2n+2とおくと 

(2n+2)２-(2n)２  =(4n２+8n+4)-(4n２) 

=4n２+8n+4-4n２ 

=8n+4 

=4(2n+1) 

2n+1は整数であるから，4(2n+1)は４の倍数となる． 

 

 上記のように 4(2n+1)と式変形し，生徒は「８の倍

数」ではなく「４の倍数」であると結論づけた．そこ

で，「４の倍数になることは分かったけれど，この2n+1

は何ですか？」と問うと，多くの生徒が「あっ！」と

閃いた表情を見せ，「連続する２つの偶数の間にある奇

数です」と答えた．そして，命題は「連続した２つの

偶数があり，大きい方の数の２乗から小さい方の数の

２乗をひいた差は，その間にある奇数の４倍となる」

に変更された． 

【統合的な考察をする場面】 

 「連続する２つの奇数のときは８の倍数になって，

連続する２つの偶数のときは，その間にある奇数の４

倍になるのですね」と問いかけた．生徒は板書された

２つの説明を見比べ，「8nを4×2nにすれば,連続する

２つの奇数の場合も同じです」と答えた．“どのように

同じと考えられるのか”を周囲で確認させると，「連続

する３つの整数で，大きい方の数の２乗から小さい方

の数の２乗をひいた差は，その真ん中にある数の４倍

になる」が挙がったため，本時のまとめを行った． 

 

４ 成果と課題 

○条件変更によって，「結果の妥当性を検討する」場面

を設定することができた．また，条件変更は「評価・

改善」を促すための有効な手だての一つである． 

 条件変更によって，問題解決過程のどの部分を残し，

どの部分を変えればよいかという，問題解決過程の見

直しを促すことができた．また，最初の課題が自分の

力で十分に解決できなくても，最初の課題の問題解決

過程が板書で示されているため，次の課題はそれを参

考にすることで取り組みやすいということもあった． 

○「条件変更」のプロセスが明確になり，結果を統合

的に考察しようとする生徒の姿が見られた． 

 授業構成を工夫したことにより，ただ適当に条件を

変えていくという取組から，「奇数→偶数」や「整数→

分数」など，どのような順番で条件変更を行えばよい

かという条件変更のプロセスが明確となった生徒が多

く見られた．さらには，「どのような条件変更でもよい

のか（どのような条件変更はだめなのか）」といった条

件変更におもしろさを見出した生徒もいた． 

 また，条件変更によって求めた結果を，生徒は個々

の結果として捉えず，統合的に考察することでより簡

潔な性質を見出そうとする姿が見られた． 
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