
1. 研究のねらい

平成 29 年公示の中学校新学習指導要領 （以

下， 新学習指導要領と記す） において， 改訂の趣

旨及び要点として 「数学的に考える資質・ 能力を

育成する観点から， 現実の世界と数学の世界に

おける問題発見 ・ 解決の過程を学習過程に反映

させることを意図として数学的活動の一層の充実を

図った。」 とされている。 ここでいう数学的活動と

は何か。 本校では， 「数学的活動」 を学習者が

問題の解決や数学的に探究する行為であり， そ

こには何らかの数学的価値が明確に負荷されて

いる活動として捉えている。 そして， 単元や領域，

教科の制限を越え， 教室の外， 学校の外で利用

される知識や力をつなげた数学的活動のより一層

の充実を図ることを目指してきた。 新学習指導要

領でも， 教科の制限を超えて育成すべきコンピテ

ンシーが強調されており , 教科横断的な視点の必

要性を読み取ることができる。 教科教育では， 真

正な学び （authentic learning） の重要性が高まっ

ており， 生徒が問いを生み出す主体的な学び，

そして探究への注目が高まっている。

本研究では， 教科横断的な探究型学習の実

現， 生徒が問いを生成し問い続ける学習の実現

に向けて， 先行研究より宮川ら （2016， 2017） や

大滝 （2017） が取り組んだ教授人間学理論 （An-
thropological Theory of Didactic 以 下 ATD）

における世界探究パラダイムに基づいた学習論

‘Study and Research Paths’（以下 SRP） とよばれ

る探究活動の実践について考察し， その可能性を

探ることにする。 ATD における SRP の特徴につ

いては後述するが， SRP では研究者が知識を生

み出すような探究の過程を想定しており， その過

程は既存の知識の学習とリサーチを繰り返してい

る。 SRP が主張する “教科横断的な探究”， そし

て “主体的な活動” の 2 点が本研究の目指すと

ころであると考えたものである。
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2. ATD における世界探求パラダイムに基づいた

SRP について 

2.1 先行研究より SRP の特徴について

Chevallard （2016） が提唱している世界探究パ

ラダイムのねらいは， 探究者の態度の育成である。

未知の問いに出会ってもやりくりし， しぶとく取組

み， 必要であれば新しい知識をも自ら学び， 解

決を目指そうとする前向きな態度である。 これらを

基にした SRP では授業設計や分析のための理論

を示してあるが， 次の 3 点の特徴について取り入

れることとした。

2.1 （1） 問いと回答の往還

SRP  における探究の特徴として， 大滝 （2017）

は， SRP の探究が 「問い」 の探究である点だと

述べている。 その構造としては以下のようになる。

最初の問い （Q0：イニシャルクエスチョンと呼ぶ）

を探究の起点として， そこから第 2， 第 3…と新た

な問い （Q1， Q2…サブクエスチョンと呼ぶ） が次々

と生まれ， それらの問いに対する回答も次 と々生

まれる。 一対一の質疑応答でなく， 問いと回答の

往還を経て， 最終的に自分なりの回答 （Ａ 0） を

作り上げるものである。 この構造においては， 学

習者の中から問いが生成され， 教師の介在がなく

ても学習者の探究が進むこととなる。

萩原（2018） は問い （Q0） に対する最終的な回

答 （Ａ 0） までの問いと回答の往還をアプリオリ分

析するために図にまとめている。 この図を本研究

では “Q Ａマップ” と呼び， 探究の予想を教師が

事前に予測するための手段として扱うこととする。

2.1 （2） 問い （Q0） が有する条件

SRP の特徴の 2 つ目として，Q0 （イニシャルク

エスチョン） は問いと回答の往還を促すような力強

い問いであることを望まれている。

そのため， Q0 の有する条件として ATD におけ

る SRP では， 以下の 3 つを挙げている。

① mathematical legitimacy
　 （数学的合法性）

② social legitimacy
　 （社会的合法性）

③ functional legitimacy
　 （機能的合法性）

2.1 （3） 開かれた態度

SRP の特徴の 3 つ目として， 開かれた態度を

挙げる。 探究に対して必要であれば，インターネッ

トの使用による検索活動も含め， 様々な教科や分

野の書物， 実物による実験などから知識や情報

を習得しながら探究を進める。 他者と協力しなが

ら問いに答えていくことも探究として自然なあり方の

一つであると考える。

本研究においては 2.1. （2） で作成する Q Ａマッ

プにおいて必要となるであろう道具を教師が用意

し， 探究を止めないための準備が必要であると確

認した。

また， 現状として情報を集める手段としてＩＣＴの

活用に限って言えば， 知りたい情報をインターネッ

トから得ようとする態度が生徒に見られる。 ただし，

資料の場所を突き止める能力， うまく活かす知識

と技術力を身につけなければうまく探究は進まな

いと考えられる。

3. 生徒の生み出す問いについて

毎年， 本校の 1,2 年生は数学の自由研究に取

り組んでいる。 生徒の探究への態度がいかなる

ものか， 生徒の立てる問いとはいかなる様相なの

か， その現状を SRP の特徴に沿ってまとめること

とした。

表 1 昨年度 1 年生　自由研究テーマ （例）
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表 1 のように SRP の 3 つの特徴が研究の中に

見られるか確認した。

分類①については定理や歴史についてインター

ネットや書籍を調べた内容をまとめたものである。

ここに問いの連鎖は見られない。

分類②については， さいころの出目の確率など

日常生活で得ていた知識を自分の手で検証するも

のが多かった。 検証結果からの更なる広がりは見

られなかった。

分類③では， 問いが有するべき条件を満たして

おらず探究が広がっていない。 特に数学的合法

性に欠けており， 比例とみなして結論を出すもの

がほとんどである。

分類④が， SRP の視点で探究と見なしたもので

ある。 自分なりの問いに対して自分なりの解を見つ

けようとしている。

たとえば， 『夏休みの最適期間は？』 という自

由研究について分析してみる。

『Q0 ： 夏休みの最適期間は？』 を出発として，

Q1 ： 夏休みの気温の変化は？

Q2 ： 気温上昇と運動制限の関係は？

Q3 ： 法律で決められていることは？

Q4 ： 気温のデータはどのようにまとめればよい

だろうか？

Q5 ：  今年の夏はどのくらいの気温になりそう

か？

のように， 次々に問いを生み出しており， 問い

と回答の往還が見られる。 また， 統計的手法に

よる探究を必要とし， その分析の仕方が問われ

る と 共 に （mathematical legitimacy）， 温 暖 化

や学校運営など社会とのつながりを持ち （social 
legitimacy）， 生徒の興味が喚起され， 他の分析

と比較したり， 他のデータをさらに要求したりし始め

る （functional legitimacy） Q0 であり， SRP の問

いとしての 3 つの条件を満たしている。 最後に気

象庁 HP から集めた資料を， 独自の表を作成して

分析を進めており， 研究の態度も認められる。

この探究をした生徒は， 探究の結果がどのよう

な内容になるのか生徒も分からずに進めている。

このような探究はオープンな SRP と分類されるもの

である。 これとは別に探究に何らかの知識を構築

しようとするものを目的づけられた SRP という。

この自由研究を参考に， オープンな SRP の問

いを設定することとした。 最後に， 本研究の成

果の検証として， 授業後に行う生徒の自由研究

でテーマの立て方がどのように変わったのかを分

析 ・ 比較をすることとする。

4. Q0 （イニシャルクエスチョン） の立て方

昨年度の自由研究の中から， 『私， 空を飛びた

んです』 をピックアップした。 これは， 空を飛びた

いという生徒の願望から， 『私にどのくらいの大き

さの翼があれば空を飛べるか』 という問いが生ま

れた研究である。 この問いが Q0 にあたると考えら

れる。

『Q0 ： 私にどのくらいの大きさの翼があれば空を

飛べるか』 と読み取ると , ここから

Q1 ： 実際に飛んでいる鳥の翼の大きさは？

Q2 ： 体重や身長と翼面積の関係を比例とみな

すとどうなる？

と問いが生まれ， その答えをインターネット上の

鳥のデータを基にして値を算出している。 しかし

ここで疑問を残しながら探究が止まっている。 この

原因を SRP の視点から分析すると， 『Q0 ： 私に

どのくらいの翼があれば空を飛べるか』 は， 人間

には実際に翼がつくことはないので， 現実を繋げ

た思考に発展しにくいと考えられ， 3 つの legiti-
macy のうち， ②社会的合法性が欠落していると

見なせる。

本研究では， この Q0 を改善し， オープンな

SRP をさせるにはどのような Q0 が良いのか考える

ことから始めた。

4.1 Q0 について

（案 1）

人が自力で空を飛ぶためには， どのくらいの

大きさの翼をつければよいか。

本研究のとりかかりにおいて， まず （案 1） を

Q0 として設定し， そこから考えられる生徒の探究，

必要な数学的活動を QA マップに整理した。 この

とき， 探究のルートは （体重か体長） と （翼面積か

翼幅） の組みあわせ 4 通りが予想された。 ここで

考えられる数学的活動としては， 比を用いて翼面

積を求めることと 2 変量回帰分析を行うことの 2 つ

のみが考えられた。 つまり， Q0 に部分的な解を与
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える様々なサブクエスチョンへの拡がりが見られにく

く， オープンな SRP に至らないことが分かった。

‘翼’ というキーワードが， 生徒の発想を， 実際

に空を飛ぶ鳥のデータからの推測に限定した原

因であると考えた。  

（案 2）

自分にあったハンググライダーを作るとしたら，

どんな大きさ （面積） だろうか。

‘翼’ を ‘ハンググライダー’ に変えた。 ハング

グライダーは元 ，々 鳥 （コウノトリ） をモデルにしてリ

サーチや探究を繰り返して人間が作ったものであ

る。 先人がたどった探究を追うような Q0　であれば

継続的な探究が可能になるのではないかと期待

した。 また， ハンググライダーにすることで生徒は

数学の世界と現実の世界を行き来するようになり，

Q0 が有するべき legitimacy を満たすと考えた。

この （案 2） について作成した QA マップ（図 1）

では複数のルートが生まれた。 また， 根拠とする

データの種類や， 探究のルートが異なると得られる

翼面積に大きな差が出ることが分かった。 つまり，

この Q0　は授業の練り上げ場面で， A0 の違いから

新たな問い （Q） を生みだす可能性があると言える。

Q0 自分にぴったりのハンググライダーを設計しよう。

次に， 「空を飛びたい」 という文脈から探究が始

まることを考えると求積で終わることは不自然である

と考えた。 翼の大きさや面積についての議論や練り

上げの場も期待したい。そこで，「設計」というキーワー

ドを使うことにした。 設計するということは形， 長さや

角度を明確にするということであるから，Q0 を生み

出した後， 自然な要請として Q1 や Q2 が生れるので

はないかと期待して QAマップ（図 2） を作成した。

実際にハンググライダーを設計するためには，

揚力や重力， 重心などを考慮する必要があるが，

理解が難しいため， 本時の探究では生徒自身の

手で理想化する手続きが必要になる。

藤田ら （2004） はグラフ電卓を用いた探究の例

として， ハンググライダーの翼面積を求める実践を

行っている。 ここでは鳥についてのデータを教師

から与えているが， 生徒の手でインターネット検索

や統計的処理も行わせたいところである。 よって，

授業は 4 人の班によるグループで行い， タブレッ

ト 2 台を与えた。 タブレットはインターネットに接続

図 1 （案２） における QA マップ
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でき，GeoGebra も利用できるようにした。 さらに，

教室内にはホワイトボードや電卓を常備し， 各々

の必要に応じて使用できるようにした。

5. 授業の実際

導入において， 『私， 空を飛びたいんです』 と

いう昨年度の自由研究のタイトルを示し， コウノトリ

を基にしてハンググライダーができた歴史を伝えた。

その上で， 『Q0：自分にぴったりのハンググライダー

を設計しよう』 と投げかけ， 何について考えればよ

いか挙げさせた。 それに対して， 「鳥の体重」 「人

間の身長 ・ 体重」 「ハンググライダーのサイズ・ 形」

などが発表された。 同時に 「ハンググライダーの

構図」 を調べなければならないという意見も発表

されたので， 設計するのは翼部分のみであることを

全体で抑えた。

以降の探究については QAマップに挙げたルー

トを概ね辿っていた。

鳥のデータを利用しているグループは 4 グルー

プである。 そのうち， 2 グループはスクリーンショッ

トを用いてインターネット上の画像を収集し， アスペ

クト比 （翼の縦横比） を求めようとした。 残りの 2 グ

ループはインターネット上に公開されている鳥の体

長や翼幅の値からアスペクト比を求めようとした。

電卓を用いてアスペクト比の平均を求める傍ら

で，タブレットを用いてアプリ GeoGebra を利用し，

2 変量解析を行っていた。

既成のハンググライダーのデータを集め自分に

あったサイズを選ぼうとしているグループがその他

21 グループである。 これらはインターネット検索に

より販売元のデータを見つけようとしたが， 見つけ

られず探究が滞ったため， 販売元のサイトまでは

教師が示した。 これらのグループはデータを多く

集めて GeoGebra による 2 変量解析をしようとし

たが， データが不足しており， 平均値や中央値を

利用することにしていた。

また， インターネット検索によって揚力や浮力，

飛行機の設計など様々な知識の獲得を目指す姿

もあったが容易でなく， どのグループも検討を見

送った。 これも QA マップの通りである。

授業の最後にそれぞれの探究の結果をホワイト

ボードで全体確認 ・ 比較した。 設計に必要な翼

面積， 縦の長さ， 翼幅に大きな差異が見られ， そ

の原因を考えようとする姿が見られた。

図 2 Q0 に対する QA マップ
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6. 授業の分析と考察

次に，QA マップに不足していたサブクエスチョ

ンを示す。

Q：（より速く， より遠く） とべるハンググライダー

の設計には何が関わるのか

これは， A1 の想定不足であったと言える。  
Q1 ：自分にぴったりとはどういうことか？に対して

A1 ：自分の身長， 体重， 好み　としたが， 生徒の

‘好み’ には ‘速く，遠く’ などの要求も含まれていた。

図 3 のように， 初心者向けにゆっくりとべるようにした

いという意見も出た。 求めるハンググライダーの性能

（速さ，距離等）の違いと，着目するデータ（翼面積，

縦の長さ， 翼幅） の違いが影響して，QA マップで

想定していたよりも多様な設計図ができあがった。

ハンググライダーの販売元のサイトからサイズの

データを集めているグループは， それらの情報か

ら， 今回の探究に身長の情報は必要ないと結論

づけていた。（図 4） したがって， 探究のルートは

体重を使ったものに絞られた。  

『Q0 ：自分にぴったりのハンググライダーを設計し

よう』 の探究の結果 （A0）， 図 5 のように， 自分た

ちの探究の経路， データの妥当性を問う姿勢が見

られた。 図 6 のように比例ではないことに気付く生

徒も多くいた。 比例とみなして探究を進めるグルー

プが多くあったが， 比例では説明がつかない場面

（未習内容： 相似な図形の面積比） に出会い， 探

究の経路を確認する必要に迫られていた。 また，

GeoGebra の二変量解析を使用した生徒も比例や

一次関数でないと考え， その原因を検討していた。

これらの姿から 『相似な図形の面積比』 につ

いて新たな知を自分たち自身の手で生み出す可能

性が見えた。 つまり，この Q0 は，3 年の単元 『相

似な図形』 において目的づけられた SRP を行うこ

とができる。

7. 生徒の生み出す問いについて

探究型授業の結果， 本年度の自由研究のテー

マを分析した。 SRP の 3 つの legitimacy を満たし

ているものはわずかだったが， 調べ学習で終わら

ず自分で何かしらの発見をしようとしている態度が

認められた。 和算の歴史について調べた生徒は

算額をまねて問題を作った。 部活動をテーマにし

た生徒は相手チームの分析や自分のフォームの

改善などに取り組んだ。 特に部活動をテーマにし

た生徒の多くは 『データの活用』 の学習を活かし

て統計的な探究を進めていた。

今年度の自由研究例として， 『Q0 ： 小説の中に

出てくる暗号をいかにして解くか』 を SRP の視点

図 5 ワークシート　比例ではないのか？

図 6 ワークシート
　　　体重と翼面積は比例ではない

図 4　ワークシート

ハンググライダーに身長は

関係ない

図 3　ワークシート

初心者向けに作りたい
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で見直す。 これはシャーロックホームズが推理小

説の中で解く暗号を自分で実際に解くという研究

である。

Q1: シャーロックホームズはどのようにして暗号

を解いた？

Q2: 覆面算のイメージで解けるだろうか？

Q3: 図や文字の登場回数に着目して解読でき

ないか？

Q4: 英語の文章で一番登場回数の多い文字

は？

Q5: それはどうやって調べる？

と， 問いを連続して生成しており， 問いの往還

が認められる。 小説をテーマに探究を始めた結

果， 標本調査の考えを自ら生み出して社会とのつ

ながりをもたせることができた。（mathematical le-
gitimacy ・ social legitimacy） もっと簡単に解けな

いか， 標本調査で他に分かることはないかと更なる

探究の姿勢も認められた。（functional legitimacy）
探究においては英語の辞書を用いて標本調査を

行ったり， 英訳をしたり， 他の小説と比較したりとし

たようである。 開かれた探究の姿勢も見られた。

その他の研究においても， 他教科領域のこと

がら （トリックアートやサッカーボール， 歴史上の出

来事など） を扱う探究が増え， 教科横断的な取り

組みが増えている。

また， GeoGebra をはじめとして， インターネット

の利用， 実物による実験と探究の方法も多岐に

渡っていた。

8. おわりに

SRP の特徴を満たす問いを探すのは率直に

難しいと感じた。 まだまだ SRP に対応した教材， 

Q0 が見つられていないのが現状である。 「どの単

元の学習内容なのか」 とのご意見を頂いたが， 今

回は自由研究， 課題学習， 総合的な学習で扱う

方が良いテーマとなった。

また， SRP において， 教師の支援を必要とせ

ず生徒が問い続ける授業を目指したが， ICT の利

用に関して未熟なことが影響して教師から支援を

せざるを得なかった。 繰り返し実践を続け， 生徒

の探究を進めるための技術も身につけさせることを

していきたい。
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