
～学習者の心理を踏まえた指導展開～
文字で「苦闘」する生徒の存在

隠して、様子を思い浮かべることを“トコトン”確認する

作業が必須です。

　その上で、次のように展開します。

T：amとして図に書きましたが、「a」って、長さの数であ

れば何でもいいんです。bg の「b」も同じですね。

では皆さん、aとbにそれぞれ自分で思う数を心の中

で当てはめて、次に、目をつぶってそのロープを頭

の中に描いてください。あまり長かったり重たかった

りすると大変だから、適当にしてくださいね。

　試しにPさんにやってもらいます。ただ、Pさん個人

の頭の中のイメージは、皆さんには伝わりません。

でも、Pさんになったつもりで“イメージをイメージ”

してください。きっと“テレパシー”が伝わりますよ。

ではPさん、今、あなたがaに当てはめた数は何です

か。bは何ですか。

P：aが4（m）、bが800（g）のロープです。

T：目をつぶったままで答えてください。ロープの1mの

長さのところに頭の中で印をつけましょう。ハサミで

切ってもいいですよ。その1mのロープの重さは

800gより軽くなる？重くなる？

P：軽くなります。

T：そうだよね。重さはどうなりますか？式は？

P：200gです。式は、800÷4 です。

T：そのまま目をつぶったままで答えてください。aとbで

表すとどうですか？

P：800÷4 なので b÷a、つまり     です。

T：はい、正解です。     はこれ以上計算が進められない

ので、この形で答えになります。

では、Qさん、あなたの場合はどうですか？

………………

　以下、数名の生徒（やや不得意な生徒がよい）で確認

して、その後、2～3人のグループで互いに数値を出し合

い、イメージが浮かぶ体感を徹底させます。

　また、学習の進んだ生徒には、0＜a＜1 の場合、答え

は次のうちのどれか、考えさせたいところです。

｛ ①a＞1 の場合と同じで     、②     、③ 図の状態が異

なるので、最初から考え直す ｝

　文字理解には、状態を思い浮かべること、すなわち、a

やbを見たとき、適当な数値を当てはめて、その様子を

イメージできるかどうかが、「わかる・わからない」の分水

嶺になります。aが「アルファベットのa」として止まって

いる限り前進はしないのです。

　高校に入学して間もなく、「a＜0 のとき、｜a｜＝－a」を

学習しますが、おそらく生徒の半数以上はよくわからな

いままやり過ごしていると思われます。

　右図のような

かなり大きい文字で

例を示しました。

説明は不要でしょう。

a＝－3 の意味が初めてわかったという表情を生徒がし

ます。（一般に、予備校講師と比べて、数学教員が書く板

書の字や図は、小さいです。）

　今日、パソコンやスマホの浸透とともに、画像提供

サービスが過剰気味です。大学の講義でもパワーポイ

ント使用が標準となっており、いきおい昨今の生徒・学

生は、「自らイメージする」ことを怠っています。怠っても

スマホやパソコンがカバーしてくれます。脳細胞に記憶

が刻まれる前に「わかった気」にさせられるのです。すな

わち、「視覚的記憶力が退化している」3）といっても過言

ではありません。数学教育がそれに加担してはならない

と感じています。

　もちろん、何十年も前から同じ指摘がされていること

は承知しています。しかし、依然として解決しておらず、

残念ながら改善の気配が感じられません。まずは、指導

者の創意工夫と迫力の不足を指摘したいと思います。指

導者が課題意識を持つこと、すなわち「7割の生徒が理

解に苦しんでいる。その現状を何とか自分が打破してや

る」くらいの決意をすることです。その上で、生徒の心理

状態を踏まえた具体の指導方法に取り組むことで、かな

りの改善が図られると確信しています。

　本問題については、次のような指導が一般的でしょう

（ここでは針金をロープに変更しています）。

　a、bとして具体例を挙げる。例えば、

T：3mで、重さ600gのロープ1mの重さはいくらですか。

P：200gです。

T：そうですね。どうやったのですか？

P：600÷3 としました。

T：正解です。では、最初の問題でも同じように当てはめて

考えてみましょう。amの重さbgのロープ1mの重さで

したね。

………以下略（3と600をそれぞれaとbに置き換えて説

明を続ける）………

　わかりやすい指導と映りますが、その直後はともかく、

時間が過ぎると理解の定着度は3割くらいになるので

す。この指導で不足していることは何でしょうか。

　まず「amの重さbgのロープがある」という描写です

が、指導者は、少なからずの生徒にとっては様子が思い浮

かばないだろうと見越して、「3mの重さ600gのロープ」

といった具体例を示してから一般化を図ろうとします。

　しかし、この具体の例示をもってしても、結果を見る限

り事態は深刻で、依然として“アラビア文字”的イメージ

を持つ生徒がかなりいると考えざるを得ません。

　H24全国学力・学習状況調査（小6算数Ａ）では、ハガ

キの面積を問う問題（概数、4択）が出題されました。正

答率は61％であり、改めて子ども達の量感の弱さが見

られました。子ども達の10人中4人は、長方形の面積の

公式を知っているとしても、身の回りにあることがらと

結び付ける学習に慣れていないのです。また、体育館

の縦の長さを｛ 3m、30m、300m ｝から選ぶ問題（小

学校3年生対象）の正答率が、約63％という結果もあり

ます2）。

　つまり、指導者の教材提示にまだまだ“リアリティ”が

不足、または、欠けていると言わざるを得ません。

　「3mの重さ600gのロープ」と提示すれば、十分に具

体性があり、生徒の脳裏にイメージが思い浮かんでいる

だろうと指導者は判断しています。これ以上の説明はな

いと思っているかもしれません。しかし、アラビア文字ほ

どではないにしても、少なからずの子どもの目は、字面

を追っているだけなのです。

　前述の「amの重さbgのロープ1mの重さを、a、bを用

いた式で表す」問題で考えてみましょう。

＜第一段階＞

　やはり、具体例を挙げてa、bに当てはめながら類推さ

せ、b÷aであることを確認していきます。ただし、これだ

けで「理解した」と判断することは早計です。単に、割り算

の形を模倣しただけの生徒が大半でしょう。納得感の有

無を読む必要があります。

＜第二段階＞

　「amの重さbgのロープ」を全体としてイメージでき

るかどうか、つまり、目を閉じてロープの長さと重さを

「そこにあるように」思い浮かべることを要求しなけれ

ばなりません。適当な長さのロープを用意して実際に

提示してもよいでしょう。しかし、最後はそのロープを

　学習者が算数・数学でつまずく箇所として、小学校で

は分数、中学校では文字（文字式）、高校では三角関数な

どがその筆頭ではないでしょうか。特に、分数と文字は、

後の数学の基礎部分でもあるので、この箇所が貧弱で

あると構造物全体が“砂上の楼閣”となります。

　4年前、秋田大学数学教育研究室の事業の中で、ある

中学校で文字についてのアンケート調査を実施しまし

た。対象は、数学をやや不得意としている中学1、2年生

32名（1年生20名、2年生12名）です。一部を紹介します。

　設問1の「3a」について、3＋a や a×a×a 等、多くの誤

答がありますが、中でも「3とa」つまり、“単に3とaが並

べてあるだけ”と答えた生徒が7名（22％）いました。こ

の種の読み取りについては以前から指摘されていまし

たが1）、認識を新たにした次第です。

　設問2の「文字の符号」については、予想したとおりの

結果です。「a」の符号について、数学を苦手としている

中学生の心理は、①数「a」について、想定する数は正の

数のみ、②数「a」自体の符号ではなく、aの前に付いてい

る符号、つまり、省略されている「＋」のこと、のいずれか

でしょう。高校教員何人かに感想を求めましたが、いわゆ

る進学校勤務の教員も含め、かなり多くの高校生が同じ

程度の理解をしていると述べています。

　なお全体を通して、正答率は「中学2年生が1年生より

高いわけではない」ことを強調しておきます。例えば、設

問1で「3とa」と答えたのは7名ですが、中学1年生3名

（20名中）、2年生4名（12名中）です。

　多くの高校では、入学後に分数や文字などの理解が

身に付いていない生徒に復習を課しますが、効果は

遅々たるものです。「鉄は熱いうちに打て」といいます。

数学の学習も「最初の学習時期」を逃すと、その後の取

り組み効果はかなり限定的であり、大学でも同様です。

（1）奥行きのないイメージ

　数学では、まず、頭の中に「イメージ」ができることが

スタートになります。イメージといっても全体像というよ

うなハイレベルなものではなく、極めて初歩的な状態の

様子を思い浮かべることができるかどうかということで

す。1㎏とは、500　ペットボトル2本分くらいの重さとイ

メージできるようにしたいものです。

　「3a」とは、「3×5」や「50円の消しゴム3個分の代金」

といった具体のイメージを基に、一般化した代表形を表

しています。指導者も生徒にそのような具体的理解がな

されているものとして、文字式について話を進めていま

す。しかし、生徒の中には、そのような指導者の期待とは

関係なく、単なるシンボルとしての「3とa」と認識してい

る層が少なからず存在しているのです。

　右のアラビア語

を見て何を思い浮

かべますか。多くの

日本人は、せいぜい「ミミズみたいな形だ。アラビア語か

な」くらいの感想しか抱かないでしょう（ちなみに、この

アラビア語の意味は「数学」です）。馴染みの薄い語の場

合、語のもつ意味までは思いが至らないとしても無理の

ない話です。

　同じように、例えば、指導者が「ここで直線 y＝ax＋b 

は点（2，3）を通るから…」などと説明したとき、「3a」を

「3とa」としか見ていない生徒の目には、「y＝ax＋b」が

上記のアラビア語と同じような像として映っているかも

しれません。

　重要なことは、このような「奥行きのないイメージ」し

か持ち合わせていない生徒に対して、仕方がない、生徒

のうち○％はいるものだ、限界である云々という「能力

論」に帰着させてはならないことです。特に、高校教員に

はその傾向が強いのではないかと感じていますが、いか

がでしょう。

（2）文字式の問題

　文字式の初歩的で典型的な問題ともいえるこの問の

正答率は34％（全国平均）、無解答率が18％です。実に

中学生の7割近くは、文字式が本当のところよくわから

ない、もしくは苦手としているのです。文字アレルギーに

罹患しているといってもよいでしょう。
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P R O F I L E

はじめに1

ある調査から2

　中学校の数学には、「文字」が登場します。

2a＋b、y＝3x－1、S＝ab、a2 などの文字式や

「1本100円の鉛筆がa本あります」という

表し方もありましたね。

　ここでは、「文字」についていろいろ質問を

します。｛　　｝から答えを一つ選んでください。

　初めて聞くような問いかけもあるかもしれ

ませんが、「感じたまま」で答えてください。

1．「3a」という文字式を見たとき、何を思い浮

かべますか。

｛ 3＋a、3とa、a＋a＋a、a×a×a、3＝a、

その他 ｝

⇒選択者数：順に6、7、3、7、1、6名

　（2名は無回答）

2．「これまで習ってきた数には、いろいろな数

があります。その中の一つの数をaとしま

す」という説明文があります。このとき、

（1）「a」の符号はどれでしょう。

｛ いつでも【プラス】、いつでも【マイナ

ス】、その他 ｝

⇒選択者数：順に 26、1、5名

（2）「－a」の符号はどれでしょう。

｛ いつでも【プラス】、いつでも【マイナ

ス】、その他 ｝

⇒選択者数：順に 2、24、6名

（以下略）
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を追っているだけなのです。

　前述の「amの重さbgのロープ1mの重さを、a、bを用

いた式で表す」問題で考えてみましょう。

＜第一段階＞

　やはり、具体例を挙げてa、bに当てはめながら類推さ

せ、b÷aであることを確認していきます。ただし、これだ

けで「理解した」と判断することは早計です。単に、割り算

の形を模倣しただけの生徒が大半でしょう。納得感の有

無を読む必要があります。

＜第二段階＞

　「amの重さbgのロープ」を全体としてイメージでき

るかどうか、つまり、目を閉じてロープの長さと重さを

「そこにあるように」思い浮かべることを要求しなけれ

ばなりません。適当な長さのロープを用意して実際に

提示してもよいでしょう。しかし、最後はそのロープを

　学習者が算数・数学でつまずく箇所として、小学校で

は分数、中学校では文字（文字式）、高校では三角関数な

どがその筆頭ではないでしょうか。特に、分数と文字は、

後の数学の基礎部分でもあるので、この箇所が貧弱で

あると構造物全体が“砂上の楼閣”となります。

　4年前、秋田大学数学教育研究室の事業の中で、ある

中学校で文字についてのアンケート調査を実施しまし

た。対象は、数学をやや不得意としている中学1、2年生

32名（1年生20名、2年生12名）です。一部を紹介します。

　設問1の「3a」について、3＋a や a×a×a 等、多くの誤

答がありますが、中でも「3とa」つまり、“単に3とaが並

べてあるだけ”と答えた生徒が7名（22％）いました。こ

の種の読み取りについては以前から指摘されていまし

たが1）、認識を新たにした次第です。

　設問2の「文字の符号」については、予想したとおりの

結果です。「a」の符号について、数学を苦手としている

中学生の心理は、①数「a」について、想定する数は正の

数のみ、②数「a」自体の符号ではなく、aの前に付いてい

る符号、つまり、省略されている「＋」のこと、のいずれか

でしょう。高校教員何人かに感想を求めましたが、いわゆ

る進学校勤務の教員も含め、かなり多くの高校生が同じ

程度の理解をしていると述べています。

　なお全体を通して、正答率は「中学2年生が1年生より

高いわけではない」ことを強調しておきます。例えば、設

問1で「3とa」と答えたのは7名ですが、中学1年生3名

（20名中）、2年生4名（12名中）です。

　多くの高校では、入学後に分数や文字などの理解が

身に付いていない生徒に復習を課しますが、効果は

遅々たるものです。「鉄は熱いうちに打て」といいます。

数学の学習も「最初の学習時期」を逃すと、その後の取

り組み効果はかなり限定的であり、大学でも同様です。

（1）奥行きのないイメージ

　数学では、まず、頭の中に「イメージ」ができることが

スタートになります。イメージといっても全体像というよ

うなハイレベルなものではなく、極めて初歩的な状態の

様子を思い浮かべることができるかどうかということで

す。1㎏とは、500　ペットボトル2本分くらいの重さとイ

メージできるようにしたいものです。

　「3a」とは、「3×5」や「50円の消しゴム3個分の代金」

といった具体のイメージを基に、一般化した代表形を表

しています。指導者も生徒にそのような具体的理解がな

されているものとして、文字式について話を進めていま

す。しかし、生徒の中には、そのような指導者の期待とは

関係なく、単なるシンボルとしての「3とa」と認識してい

る層が少なからず存在しているのです。

　右のアラビア語

を見て何を思い浮

かべますか。多くの

日本人は、せいぜい「ミミズみたいな形だ。アラビア語か

な」くらいの感想しか抱かないでしょう（ちなみに、この

アラビア語の意味は「数学」です）。馴染みの薄い語の場

合、語のもつ意味までは思いが至らないとしても無理の

ない話です。

　同じように、例えば、指導者が「ここで直線 y＝ax＋b 

は点（2，3）を通るから…」などと説明したとき、「3a」を

「3とa」としか見ていない生徒の目には、「y＝ax＋b」が

上記のアラビア語と同じような像として映っているかも

しれません。

　重要なことは、このような「奥行きのないイメージ」し

か持ち合わせていない生徒に対して、仕方がない、生徒

のうち○％はいるものだ、限界である云々という「能力

論」に帰着させてはならないことです。特に、高校教員に

はその傾向が強いのではないかと感じていますが、いか

がでしょう。

（2）文字式の問題

　文字式の初歩的で典型的な問題ともいえるこの問の

正答率は34％（全国平均）、無解答率が18％です。実に

中学生の7割近くは、文字式が本当のところよくわから

ない、もしくは苦手としているのです。文字アレルギーに

罹患しているといってもよいでしょう。
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、 、

、 、

L



隠して、様子を思い浮かべることを“トコトン”確認する

作業が必須です。

　その上で、次のように展開します。

T：amとして図に書きましたが、「a」って、長さの数であ

れば何でもいいんです。bg の「b」も同じですね。

では皆さん、aとbにそれぞれ自分で思う数を心の中

で当てはめて、次に、目をつぶってそのロープを頭

の中に描いてください。あまり長かったり重たかった

りすると大変だから、適当にしてくださいね。

　試しにPさんにやってもらいます。ただ、Pさん個人

の頭の中のイメージは、皆さんには伝わりません。

でも、Pさんになったつもりで“イメージをイメージ”

してください。きっと“テレパシー”が伝わりますよ。

ではPさん、今、あなたがaに当てはめた数は何です

か。bは何ですか。

P：aが4（m）、bが800（g）のロープです。

T：目をつぶったままで答えてください。ロープの1mの

長さのところに頭の中で印をつけましょう。ハサミで

切ってもいいですよ。その1mのロープの重さは

800gより軽くなる？重くなる？

P：軽くなります。

T：そうだよね。重さはどうなりますか？式は？

P：200gです。式は、800÷4 です。

T：そのまま目をつぶったままで答えてください。aとbで

表すとどうですか？

P：800÷4 なので b÷a、つまり     です。

T：はい、正解です。     はこれ以上計算が進められない

ので、この形で答えになります。

では、Qさん、あなたの場合はどうですか？

………………

　以下、数名の生徒（やや不得意な生徒がよい）で確認

して、その後、2～3人のグループで互いに数値を出し合

い、イメージが浮かぶ体感を徹底させます。

　また、学習の進んだ生徒には、0＜a＜1 の場合、答え

は次のうちのどれか、考えさせたいところです。

｛ ①a＞1 の場合と同じで     、②     、③ 図の状態が異

なるので、最初から考え直す ｝

　文字理解には、状態を思い浮かべること、すなわち、a

やbを見たとき、適当な数値を当てはめて、その様子を

イメージできるかどうかが、「わかる・わからない」の分水

嶺になります。aが「アルファベットのa」として止まって

いる限り前進はしないのです。

　高校に入学して間もなく、「a＜0 のとき、｜a｜＝－a」を

学習しますが、おそらく生徒の半数以上はよくわからな

いままやり過ごしていると思われます。

　右図のような

かなり大きい文字で

例を示しました。

説明は不要でしょう。

a＝－3 の意味が初めてわかったという表情を生徒がし

ます。（一般に、予備校講師と比べて、数学教員が書く板

書の字や図は、小さいです。）

　今日、パソコンやスマホの浸透とともに、画像提供

サービスが過剰気味です。大学の講義でもパワーポイ

ント使用が標準となっており、いきおい昨今の生徒・学

生は、「自らイメージする」ことを怠っています。怠っても

スマホやパソコンがカバーしてくれます。脳細胞に記憶

が刻まれる前に「わかった気」にさせられるのです。すな

わち、「視覚的記憶力が退化している」3）といっても過言

ではありません。数学教育がそれに加担してはならない

と感じています。

　もちろん、何十年も前から同じ指摘がされていること

は承知しています。しかし、依然として解決しておらず、

残念ながら改善の気配が感じられません。まずは、指導

者の創意工夫と迫力の不足を指摘したいと思います。指

導者が課題意識を持つこと、すなわち「7割の生徒が理

解に苦しんでいる。その現状を何とか自分が打破してや

る」くらいの決意をすることです。その上で、生徒の心理

状態を踏まえた具体の指導方法に取り組むことで、かな

りの改善が図られると確信しています。

　本問題については、次のような指導が一般的でしょう

（ここでは針金をロープに変更しています）。

　a、bとして具体例を挙げる。例えば、

T：3mで、重さ600gのロープ1mの重さはいくらですか。

P：200gです。

T：そうですね。どうやったのですか？

P：600÷3 としました。

T：正解です。では、最初の問題でも同じように当てはめて

考えてみましょう。amの重さbgのロープ1mの重さで

したね。

………以下略（3と600をそれぞれaとbに置き換えて説

明を続ける）………

　わかりやすい指導と映りますが、その直後はともかく、

時間が過ぎると理解の定着度は3割くらいになるので

す。この指導で不足していることは何でしょうか。

　まず「amの重さbgのロープがある」という描写です

が、指導者は、少なからずの生徒にとっては様子が思い浮

かばないだろうと見越して、「3mの重さ600gのロープ」

といった具体例を示してから一般化を図ろうとします。

　しかし、この具体の例示をもってしても、結果を見る限

り事態は深刻で、依然として“アラビア文字”的イメージ

を持つ生徒がかなりいると考えざるを得ません。

　H24全国学力・学習状況調査（小6算数Ａ）では、ハガ

キの面積を問う問題（概数、4択）が出題されました。正

答率は61％であり、改めて子ども達の量感の弱さが見

られました。子ども達の10人中4人は、長方形の面積の

公式を知っているとしても、身の回りにあることがらと

結び付ける学習に慣れていないのです。また、体育館

の縦の長さを｛ 3m、30m、300m ｝から選ぶ問題（小

学校3年生対象）の正答率が、約63％という結果もあり

ます2）。

　つまり、指導者の教材提示にまだまだ“リアリティ”が

不足、または、欠けていると言わざるを得ません。

　「3mの重さ600gのロープ」と提示すれば、十分に具

体性があり、生徒の脳裏にイメージが思い浮かんでいる

だろうと指導者は判断しています。これ以上の説明はな

いと思っているかもしれません。しかし、アラビア文字ほ

どではないにしても、少なからずの子どもの目は、字面

を追っているだけなのです。

　前述の「amの重さbgのロープ1mの重さを、a、bを用

いた式で表す」問題で考えてみましょう。

＜第一段階＞

　やはり、具体例を挙げてa、bに当てはめながら類推さ

せ、b÷aであることを確認していきます。ただし、これだ

けで「理解した」と判断することは早計です。単に、割り算

の形を模倣しただけの生徒が大半でしょう。納得感の有

無を読む必要があります。

＜第二段階＞

　「amの重さbgのロープ」を全体としてイメージでき

るかどうか、つまり、目を閉じてロープの長さと重さを

「そこにあるように」思い浮かべることを要求しなけれ

ばなりません。適当な長さのロープを用意して実際に

提示してもよいでしょう。しかし、最後はそのロープを

　学習者が算数・数学でつまずく箇所として、小学校で

は分数、中学校では文字（文字式）、高校では三角関数な

どがその筆頭ではないでしょうか。特に、分数と文字は、

後の数学の基礎部分でもあるので、この箇所が貧弱で

あると構造物全体が“砂上の楼閣”となります。

　4年前、秋田大学数学教育研究室の事業の中で、ある

中学校で文字についてのアンケート調査を実施しまし

た。対象は、数学をやや不得意としている中学1、2年生

32名（1年生20名、2年生12名）です。一部を紹介します。

　設問1の「3a」について、3＋a や a×a×a 等、多くの誤

答がありますが、中でも「3とa」つまり、“単に3とaが並

べてあるだけ”と答えた生徒が7名（22％）いました。こ

の種の読み取りについては以前から指摘されていまし

たが1）、認識を新たにした次第です。

　設問2の「文字の符号」については、予想したとおりの

結果です。「a」の符号について、数学を苦手としている

中学生の心理は、①数「a」について、想定する数は正の

数のみ、②数「a」自体の符号ではなく、aの前に付いてい

る符号、つまり、省略されている「＋」のこと、のいずれか

でしょう。高校教員何人かに感想を求めましたが、いわゆ

る進学校勤務の教員も含め、かなり多くの高校生が同じ

程度の理解をしていると述べています。

　なお全体を通して、正答率は「中学2年生が1年生より

高いわけではない」ことを強調しておきます。例えば、設

問1で「3とa」と答えたのは7名ですが、中学1年生3名

（20名中）、2年生4名（12名中）です。

　多くの高校では、入学後に分数や文字などの理解が

身に付いていない生徒に復習を課しますが、効果は

遅々たるものです。「鉄は熱いうちに打て」といいます。

数学の学習も「最初の学習時期」を逃すと、その後の取

り組み効果はかなり限定的であり、大学でも同様です。

（1）奥行きのないイメージ

　数学では、まず、頭の中に「イメージ」ができることが

スタートになります。イメージといっても全体像というよ

うなハイレベルなものではなく、極めて初歩的な状態の

様子を思い浮かべることができるかどうかということで

す。1㎏とは、500　ペットボトル2本分くらいの重さとイ

メージできるようにしたいものです。

　「3a」とは、「3×5」や「50円の消しゴム3個分の代金」

といった具体のイメージを基に、一般化した代表形を表

しています。指導者も生徒にそのような具体的理解がな

されているものとして、文字式について話を進めていま

す。しかし、生徒の中には、そのような指導者の期待とは

関係なく、単なるシンボルとしての「3とa」と認識してい

る層が少なからず存在しているのです。

　右のアラビア語

を見て何を思い浮

かべますか。多くの

日本人は、せいぜい「ミミズみたいな形だ。アラビア語か

な」くらいの感想しか抱かないでしょう（ちなみに、この

アラビア語の意味は「数学」です）。馴染みの薄い語の場

合、語のもつ意味までは思いが至らないとしても無理の

ない話です。

　同じように、例えば、指導者が「ここで直線 y＝ax＋b 

は点（2，3）を通るから…」などと説明したとき、「3a」を

「3とa」としか見ていない生徒の目には、「y＝ax＋b」が

上記のアラビア語と同じような像として映っているかも

しれません。

　重要なことは、このような「奥行きのないイメージ」し

か持ち合わせていない生徒に対して、仕方がない、生徒

のうち○％はいるものだ、限界である云々という「能力

論」に帰着させてはならないことです。特に、高校教員に

はその傾向が強いのではないかと感じていますが、いか

がでしょう。

（2）文字式の問題

　文字式の初歩的で典型的な問題ともいえるこの問の

正答率は34％（全国平均）、無解答率が18％です。実に

中学生の7割近くは、文字式が本当のところよくわから

ない、もしくは苦手としているのです。文字アレルギーに

罹患しているといってもよいでしょう。
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隠して、様子を思い浮かべることを“トコトン”確認する

作業が必須です。

　その上で、次のように展開します。

T：amとして図に書きましたが、「a」って、長さの数であ

れば何でもいいんです。bg の「b」も同じですね。

では皆さん、aとbにそれぞれ自分で思う数を心の中

で当てはめて、次に、目をつぶってそのロープを頭

の中に描いてください。あまり長かったり重たかった

りすると大変だから、適当にしてくださいね。

　試しにPさんにやってもらいます。ただ、Pさん個人

の頭の中のイメージは、皆さんには伝わりません。

でも、Pさんになったつもりで“イメージをイメージ”

してください。きっと“テレパシー”が伝わりますよ。

ではPさん、今、あなたがaに当てはめた数は何です

か。bは何ですか。

P：aが4（m）、bが800（g）のロープです。

T：目をつぶったままで答えてください。ロープの1mの

長さのところに頭の中で印をつけましょう。ハサミで

切ってもいいですよ。その1mのロープの重さは

800gより軽くなる？重くなる？

P：軽くなります。

T：そうだよね。重さはどうなりますか？式は？

P：200gです。式は、800÷4 です。

T：そのまま目をつぶったままで答えてください。aとbで

表すとどうですか？

P：800÷4 なので b÷a、つまり     です。

T：はい、正解です。     はこれ以上計算が進められない

ので、この形で答えになります。

では、Qさん、あなたの場合はどうですか？

………………

　以下、数名の生徒（やや不得意な生徒がよい）で確認

して、その後、2～3人のグループで互いに数値を出し合

い、イメージが浮かぶ体感を徹底させます。

　また、学習の進んだ生徒には、0＜a＜1 の場合、答え

は次のうちのどれか、考えさせたいところです。

｛ ①a＞1 の場合と同じで     、②     、③ 図の状態が異

なるので、最初から考え直す ｝

　文字理解には、状態を思い浮かべること、すなわち、a

やbを見たとき、適当な数値を当てはめて、その様子を

イメージできるかどうかが、「わかる・わからない」の分水

嶺になります。aが「アルファベットのa」として止まって

いる限り前進はしないのです。

　高校に入学して間もなく、「a＜0 のとき、｜a｜＝－a」を

学習しますが、おそらく生徒の半数以上はよくわからな

いままやり過ごしていると思われます。

　右図のような

かなり大きい文字で

例を示しました。

説明は不要でしょう。

a＝－3 の意味が初めてわかったという表情を生徒がし

ます。（一般に、予備校講師と比べて、数学教員が書く板

書の字や図は、小さいです。）

　今日、パソコンやスマホの浸透とともに、画像提供

サービスが過剰気味です。大学の講義でもパワーポイ

ント使用が標準となっており、いきおい昨今の生徒・学

生は、「自らイメージする」ことを怠っています。怠っても

スマホやパソコンがカバーしてくれます。脳細胞に記憶

が刻まれる前に「わかった気」にさせられるのです。すな

わち、「視覚的記憶力が退化している」3）といっても過言

ではありません。数学教育がそれに加担してはならない

と感じています。

　もちろん、何十年も前から同じ指摘がされていること

は承知しています。しかし、依然として解決しておらず、

残念ながら改善の気配が感じられません。まずは、指導

者の創意工夫と迫力の不足を指摘したいと思います。指

導者が課題意識を持つこと、すなわち「7割の生徒が理

解に苦しんでいる。その現状を何とか自分が打破してや

る」くらいの決意をすることです。その上で、生徒の心理

状態を踏まえた具体の指導方法に取り組むことで、かな

りの改善が図られると確信しています。

　本問題については、次のような指導が一般的でしょう

（ここでは針金をロープに変更しています）。

　a、bとして具体例を挙げる。例えば、

T：3mで、重さ600gのロープ1mの重さはいくらですか。

P：200gです。

T：そうですね。どうやったのですか？

P：600÷3 としました。

T：正解です。では、最初の問題でも同じように当てはめて

考えてみましょう。amの重さbgのロープ1mの重さで

したね。

………以下略（3と600をそれぞれaとbに置き換えて説

明を続ける）………

　わかりやすい指導と映りますが、その直後はともかく、

時間が過ぎると理解の定着度は3割くらいになるので

す。この指導で不足していることは何でしょうか。

　まず「amの重さbgのロープがある」という描写です

が、指導者は、少なからずの生徒にとっては様子が思い浮

かばないだろうと見越して、「3mの重さ600gのロープ」

といった具体例を示してから一般化を図ろうとします。

　しかし、この具体の例示をもってしても、結果を見る限

り事態は深刻で、依然として“アラビア文字”的イメージ

を持つ生徒がかなりいると考えざるを得ません。

　H24全国学力・学習状況調査（小6算数Ａ）では、ハガ

キの面積を問う問題（概数、4択）が出題されました。正

答率は61％であり、改めて子ども達の量感の弱さが見

られました。子ども達の10人中4人は、長方形の面積の

公式を知っているとしても、身の回りにあることがらと

結び付ける学習に慣れていないのです。また、体育館

の縦の長さを｛ 3m、30m、300m ｝から選ぶ問題（小

学校3年生対象）の正答率が、約63％という結果もあり

ます2）。

　つまり、指導者の教材提示にまだまだ“リアリティ”が

不足、または、欠けていると言わざるを得ません。

　「3mの重さ600gのロープ」と提示すれば、十分に具

体性があり、生徒の脳裏にイメージが思い浮かんでいる

だろうと指導者は判断しています。これ以上の説明はな

いと思っているかもしれません。しかし、アラビア文字ほ

どではないにしても、少なからずの子どもの目は、字面

を追っているだけなのです。

　前述の「amの重さbgのロープ1mの重さを、a、bを用

いた式で表す」問題で考えてみましょう。

＜第一段階＞

　やはり、具体例を挙げてa、bに当てはめながら類推さ

せ、b÷aであることを確認していきます。ただし、これだ

けで「理解した」と判断することは早計です。単に、割り算

の形を模倣しただけの生徒が大半でしょう。納得感の有

無を読む必要があります。

＜第二段階＞

　「amの重さbgのロープ」を全体としてイメージでき

るかどうか、つまり、目を閉じてロープの長さと重さを

「そこにあるように」思い浮かべることを要求しなけれ

ばなりません。適当な長さのロープを用意して実際に

提示してもよいでしょう。しかし、最後はそのロープを

　学習者が算数・数学でつまずく箇所として、小学校で

は分数、中学校では文字（文字式）、高校では三角関数な

どがその筆頭ではないでしょうか。特に、分数と文字は、

後の数学の基礎部分でもあるので、この箇所が貧弱で

あると構造物全体が“砂上の楼閣”となります。

　4年前、秋田大学数学教育研究室の事業の中で、ある

中学校で文字についてのアンケート調査を実施しまし

た。対象は、数学をやや不得意としている中学1、2年生

32名（1年生20名、2年生12名）です。一部を紹介します。

　設問1の「3a」について、3＋a や a×a×a 等、多くの誤

答がありますが、中でも「3とa」つまり、“単に3とaが並

べてあるだけ”と答えた生徒が7名（22％）いました。こ

の種の読み取りについては以前から指摘されていまし

たが1）、認識を新たにした次第です。

　設問2の「文字の符号」については、予想したとおりの

結果です。「a」の符号について、数学を苦手としている

中学生の心理は、①数「a」について、想定する数は正の

数のみ、②数「a」自体の符号ではなく、aの前に付いてい

る符号、つまり、省略されている「＋」のこと、のいずれか

でしょう。高校教員何人かに感想を求めましたが、いわゆ

る進学校勤務の教員も含め、かなり多くの高校生が同じ

程度の理解をしていると述べています。

　なお全体を通して、正答率は「中学2年生が1年生より

高いわけではない」ことを強調しておきます。例えば、設

問1で「3とa」と答えたのは7名ですが、中学1年生3名

（20名中）、2年生4名（12名中）です。

　多くの高校では、入学後に分数や文字などの理解が

身に付いていない生徒に復習を課しますが、効果は

遅々たるものです。「鉄は熱いうちに打て」といいます。

数学の学習も「最初の学習時期」を逃すと、その後の取

り組み効果はかなり限定的であり、大学でも同様です。

（1）奥行きのないイメージ

　数学では、まず、頭の中に「イメージ」ができることが

スタートになります。イメージといっても全体像というよ

うなハイレベルなものではなく、極めて初歩的な状態の

様子を思い浮かべることができるかどうかということで

す。1㎏とは、500　ペットボトル2本分くらいの重さとイ

メージできるようにしたいものです。

　「3a」とは、「3×5」や「50円の消しゴム3個分の代金」

といった具体のイメージを基に、一般化した代表形を表

しています。指導者も生徒にそのような具体的理解がな

されているものとして、文字式について話を進めていま

す。しかし、生徒の中には、そのような指導者の期待とは

関係なく、単なるシンボルとしての「3とa」と認識してい

る層が少なからず存在しているのです。

　右のアラビア語

を見て何を思い浮

かべますか。多くの

日本人は、せいぜい「ミミズみたいな形だ。アラビア語か

な」くらいの感想しか抱かないでしょう（ちなみに、この

アラビア語の意味は「数学」です）。馴染みの薄い語の場

合、語のもつ意味までは思いが至らないとしても無理の

ない話です。

　同じように、例えば、指導者が「ここで直線 y＝ax＋b 

は点（2，3）を通るから…」などと説明したとき、「3a」を

「3とa」としか見ていない生徒の目には、「y＝ax＋b」が

上記のアラビア語と同じような像として映っているかも

しれません。

　重要なことは、このような「奥行きのないイメージ」し

か持ち合わせていない生徒に対して、仕方がない、生徒

のうち○％はいるものだ、限界である云々という「能力

論」に帰着させてはならないことです。特に、高校教員に

はその傾向が強いのではないかと感じていますが、いか

がでしょう。

（2）文字式の問題

　文字式の初歩的で典型的な問題ともいえるこの問の

正答率は34％（全国平均）、無解答率が18％です。実に

中学生の7割近くは、文字式が本当のところよくわから

ない、もしくは苦手としているのです。文字アレルギーに

罹患しているといってもよいでしょう。
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