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高等学校数学科での生徒の主体的な学習のための指導についての研究
−問題設定を手がかりとして−
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先行研究にみられる問題設定
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第3節

探究と問題設定の関係の検討

(1998)などにより，これからの社会に対応して

第4節

本研究における問題設定の定義と役

１．研究の意図・目的

いくためには，数学の学習では，出来上がった

割

ものを教わったり，解決への手順がわかってい

第 5 節 本章のまとめ

る問題をその手順に従って解決するのではなく，

第3章

主体的な学習を目指す指導法の提案
−問題設定に注目して−

生徒が自ら考え主体的に行動する中から学ぶこ
とが大切であることが言える。そのためには，

第1節

先行研究における問題設定を重視し
た指導の検討

生徒が主体的に取り組める学習の場を設け，主
体的に学習する能力を育成する指導をすること

第2節

本研究における主体的な学習を目指
す指導への示唆

が必要になってくる。
そこで，本研究では，問題設定に注目した。

第3節

主体的な学習を目指す指導ならびに

Brown と Walter(1990)の考えに基づくと，問
題設定によって，生徒は知識を一方的に与えら
れて獲得するのでなく，一人一人が主体的に学

教材の開発
第4節
終章

本章のまとめ

本研究のまとめと今後の課題

習に取り組み，自分なりの数学的な見方や考え
方を通して理解することによって知識を身に付

３．論文の概要

けることが可能になると考えられる。従って，

〈第 1 章〉

本研究では次のことを目標にした。
高等学校数学科で，生徒が主体的に学習する
能力を育成することを目指し，問題設定に注
目した指導を提案すること

本章では，高等学校数学科において育成すべ
き力，そのための指導について考察した。
それによると，生徒が自ら学び，自ら考え，
主体的に学習する力を育成することが必要であ
り，その能力は，高等学校数学科の基礎・基本

２．論文の構成

としても重要であることがわかった。そして，

序章

研究の意図･目的･方法

本研究の中で，生徒の主体的な学習を次のよう

第1章

主体的に学習する能力を育成する必要

に捉えることとした。

性とその意味

・自ら抱いた疑問を数学の対象として意識し，

第1節

学校教育において生徒に育成すべき
能力

第2節

｢主体的に学習する能力｣の意味の検
討

第3節

主体的に学習する能力を育成するた
めの指導

第4節
第2章

本章のまとめ

主体的な学習の重要な要素としての問
題設定

第1節

探究の立場からみた問題設定

解決しようとすること。
・それまでの経験や知識をもとに自分で解決へ
の手だてを探し，解決へと向かうこと。
・ ひとつの結果が得られた後でも，視点を変え，
さらに考えを進めていくこと。
本研究では，このようなことができる能力を
生徒に育成するための指導を研究の具体的な目
標として考えることとした。
そして，生徒が主体的に学習するということ
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は，生徒が自分で探究をしていくことである，

ができると捉えた。そのためにはまず，教師が

と捉えた。そこで，Dewey(1980)による探究の

その役割として関わることが大切である。そこ

考えをもとにし，生徒が自分で探究を進めてい

で， 問題設定が起こる ， 探究の中での問題

くためには，探究の過程に含まれる問題設定の

設定を生徒自身が行う ， 生徒が問題設定をす

段階を生徒自身が意識することが必要であると

ることに教師が

言えることがわかった。

る の 3 つの目的を達成するように具体例を提

Multiple Voices

として関わ

案した。
〈第 2 章〉
本章では，問題設定についての先行研究を検
討し，本研究での問題設定の定義，生徒の主体

４．今後の課題
本研究では，指導ならびに教材の具体例の提
案のみにとどまってしまった。本研究で提案し

的な学習との関係を明確にした。
Dewey(1980)によると，探究の中では問題設

た例が，生徒に主体的に学習する能力を育成す

定が起こり，探究は，問題設定とその解決を次々

ることになるかについて，研究授業を行い，さ

にしていくことである。これにより，生徒が探

らに検討し，改善していく必要がある。また，

究を自ら進めていくためには，問題設定の段階

探究における問題設定を意識すること，

を生徒自身が行わなくてはいけなく，生徒のそ

Multiple Voices の考えによってそれを生徒

のような活動を促す教師の指導方法を考える必

自身ができるようにすること，という本研究の

要があることが示唆された。

考えは，
実際の高等学校数学科の指導において，

そして，本研究での問題設定を，探究の過程

常に心がける必要があるだろう。

に含まれていて，
｢ある状況に対して持った疑問
の解決を目指し，自分で新しく問題をつくるこ
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