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インターネットを活用した数学授業の構築に関する研究
〜日豪間におけるコミュニケーションとその意義〜
小林
１．研究の意図・目的
現在, インターネットを授業に活用した学校
教育は少しずつではあるが広がっている。しか

良典
2.1 インターネット・プロジェクト
2.2 インターネットを活用した学習場面の
環境設定

し, 算数科・数学科に関わる分野で, 授業での

2.2.1 ホームページの設置

インターネット利用はなかなか見当たらない。

2.2.2 問題の設定

以上のことから, 本研究では, インターネッ
トを活用した数学授業について考えていきたい。
また, 学校教育では, インターネットのもつ

2.2.3 教師への働きかけ
2.3 第 2 章のまとめ
第 3 章 研究授業について

「双方向性」という特徴を生かしたコンピュー

3.1 研究授業の目的

タの活用を考えていかなければならないと思う。

3.2 研究授業の流れ

これからの学校教育においては, インターネッ

3.3 研究授業の結果・議論

トを「情報を探し, その情報を利用する」こと

3.3.1 コミュニケーションの考察

に活用するとともに, 「コミュニケーションの

3.3.2 生徒の様子

目的に応じた効果的な活用法を習得させる」た

3.3.3 生徒の変容の考察

めに活用することに重点がおかれるわけである。

3.4 第 3 章のまとめ

そこで, 本研究の目的を「コミュニケーショ

終章 まとめと今後の課題

ンに焦点を当て, インターネットを活用した数

4.1 本研究のまとめ

学授業を構築する」こととする。

4.2 今後の課題

２．論文の構成
序章 研究の意図・目的
第 1 章 インターネット上におけるコミュニケ
ーション
1.1 コミュニケーション

３．論文の概要
第 1 章では, 「コミュニケーション」という
概念について説明するとともに, 数学の学習場
面におけるコミュニケーションの特徴を, 江森
の「数学コミュニケーション」の考えから考察

1.1.1 コミュニケーションについて

する。 これをもとに, 本研究で構築する「イン

1.1.2 数学の学習場面におけるコミュニ

ターネットを活用した数学授業」において, 数

ケーション
1.2 インターネット上でのコミュニケーシ
ョン

学コミュニケーションが行われるかどうか, コ
ミュニケーションにはどのような特徴があるか
を考察する。 また, 第 1 章において, インタ

1.2.1 インターネットの特性

ーネット上でのコミュニケーションの可能性を

1.2.2 インターネット上でのコミュニケ

明らかにしていきたい。インターネットを活用

ーションの可能性
1.2.3 インターネットを生かす数学の学
習場面
1.3 第 1 章のまとめ
第2章

コミュニケーションに焦点を当てた

授業構築

した授業においてコミュニケーションを行う際
には, コミュニケーションの目的に応じた教師
の適切な介入がないと, 議論が思わぬ方向へ進
んでしまう恐れがある。 したがって, 授業にお
ける教師の役割や数学の問題の設定などに注意
が必要である。

小林 良典

第 2 章では, 前章で明らかにした「コミュニ

今回行った研究は, コミュニケーションに焦

ケーション」に焦点を当てた授業を構築するた

点を当てて, 授業を構築した。 しかし, 「コミ

めに行った準備などについて述べる。インター

ュニケーション」に関する先行研究について深

ネットを活用した日豪間の協同学習の環境設定

く考察することができなかった。 今後は, 生徒

にあたり, ホームページの設置や問題の設定な

の「コミュニケーション」をどのように評価し

どについて述べていく。 また, 本研究では, イ

ていくかを考えていかなければならない。本研

ンターネットを活用して海外の生徒との学習を

究では「コミュニケーション」を活動としてと

行うため, 注意しなければならない点がいくつ

らえ, コミュニケーション能力の育成について

かある。 事前に, 各国の教師に教師の役割を伝

考えることはなかった。 しかし, 実際の研究授

えた。

業を通して, 生徒のコミュニケーション能力は

第 3 章では, 第 2 章で構築した環境を用いて

育成されたと思えるところもある。

行った研究授業について考察する。数学の内容

また, 今後は上でも述べたように, インター

についての議論を通して, 各国の生徒はお互い

ネットを「総合的な学習の時間」の中で活用す

の数学の考えを共有したいと願い, コミュニケ

る場合についても考えていかなければならない。

ーションを行っていることがうかがえた。今回

現在も総合的な学習の時間においてインターネ

の研究授業において, 生徒たちは「数学コミュ

ットを活用している例は多くある。本研究では

ニケーション」を目指した活動を行うことがで

数学科・英語科に関わる要素が多いが, その枠

きたといえる。 また, クラス全体の様子をみて

で括れない要素も多く含んでいた。そのために

いて, 気がついた点に「数学の考えを英語で表

も, 今後, 総合的な学習の時間の中で, このよ

現する」ことに生徒が慣れていったことがあっ

うな授業をどのように扱っていくか考えること

た。 ここには, 生徒それぞれが「海外との交流

もたいへん意義があることと考える。

の仕方」
を身につけていったことが考えられる。
また, 「グループ内での役割分担」がしっかり
できていったことも重要なことであった。この
活動を長期間続け, 生徒が英語の表現の仕方な
どを上達させることで, お互いの数学の考えを
共有させることができると思われる。
４．研究のまとめと今後の課題
インターネットを活用することによって「他
の学校および他の国の生徒と数学コミュニケー
ションを行う」ことが実現できることがわかっ
た。 また, インターネットを活用することによ
って可能となる, 海外とのコミュニケーション
には以下のような「数学の考えを英語で表現す
る方法を会得することができる」「海外との交
流の仕方を身につけることができる」という意
義があることがわかった。
今回行った研究を通して, 今後, このような
インターネットを活用した授業が, 「総合的な
学習の時間」などで有効に行われることが期待
される。
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