
「計算とは何か」を主題とする数学的活動の実践 

 

 １．背景と目的 

小学校入学から高校卒業まで 12 年間をかけて学ぶ算数・数学において、「計算」が占め

る割合は非常に大きい。まず、自然数上の四則演算（足し算・引き算・掛け算・割り算）

を学んだ後、正の分数に対してそれを拡張する。中学に進学すると、それを整数、さらに

実数に拡張する。中学では新たな演算として平方（ルート）が導入される。高校では、さ

らに三角比、累乗、累乗根、べき乗、対数が導入され、これで初等関数に必要な演算をす

べて学ぶことになる。 

 では、これで、あらゆる数について、必要な計算ができるようになるのだろうか。実は、

そうではない。学校で学ぶのは定義と簡単な場合の計算例に過ぎず、それだけでは計算を

手に入れることはできないのである。たとえば、sin 75°は加法定理によって次のように計

算することができる。 

 
 

しかし、加法定理や半角の公式等だけでは、既知（0°,30°,45°,60°,90°）の三角比か

ら sin73°や を計算することはできない。 

 そのことを高校生は理解しているだろうか。つまり、授業で得た知識だけで計算できる

式と、そうではない式とがあることを認識しているだろうか。彼らのイメージの中で、両

者の境界線はクリアになっているだろうか。残念ながらそうではないようだ。高校生に「変

数を含まない式で、その意味はわかるのに、自分には計算できないようなものはあるか」

と尋ねると、大多数が「わからない」と答える。中には、「そのような式は（存在し）ない」

と答える者もいる。 

 学校のカリキュラムでは、子どもが（あるいは教師が）つまずかないように「つまずき

の石」が予めていねいに取り除かれている。そこで与えられる練習問題は、彼らが得た知

識をうまく工夫すればきれいに解けるものに限られている。その中で学んでいる限り、子

どもたちは「ところで、 はどのように計算するのだろう」とか「 はおよそいくつ

になるのだろう」などは考えずに済む、いやむしろ考えたりしないように設計されている

といえよう。学校で練習するのは、学校で学んだ方法を使って計算ができるような例だけ

である。そのような計算ばかりするうちに、子どもたちは「どんな計算もできる」と錯覚

してしまうのであろう。 

しかし、それは計算の真の姿ではない。 

古代から人間には、どうしても知りたい数値があった。それが、人間の生活を向上させ

る上で不可欠な数値で、しかも自らの身体を使って直接計測することができない場合、何

らかの間接的な手法でそれを手に入れる必要に迫られる。たとえば、広い湖の向こう岸ま



での距離や、惑星の軌道などは、人間が直接測ったり調べたりすることはできない。数値

を間接的に、しかもなるべく正確に手に入れるために、理論的・体系的というよりも必要

から編み出されてきたのが計算法だといえよう。計算法にはそれらが発明された時代から

の要請、そして、その時代に置かれた人間の執念が色濃く反映されている。 

学校で長い時間をかけて学ぶ「計算」という活動が、何を目指してきたのか、そして、

何千年もかけて発見されてきたアルゴリズムが現代のコンピュータにどのように搭載され、

利用されているのか。それを、時空を超えて経験的に学ぶ授業として、本「計算とは何か」

という探究的数学活動を設計した。 

 

２．探究的数学活動「計算とは何か」 

２．１．全体設計 

探究的数学活動「計算とは何か」は、ルートおよび三角比を学習し終えた高校 1，2年生

を対象とする数学的活動として考案した。本活動では、生徒は個人としてではなく、グル

ープで協調して活動をする。これまで 3人から 7人までのグループで実践してきたが、3～

4人のときもっともよく協調的学習活動が活性化され、5人を超えるとグループ内で十分に

情報が共有されず、活発に活動した生徒とそうでない生徒との間で、授業内容の理解度の

差が生じやすい。それぞれのグループが異なるテーマを持つには、高校 1 年生よりも三角

比や累乗根、指数・対数を学習し終えた高校 2年生以上の方が望ましい。男女混合よりも、

男女別にグループを構成したほうが、グループ内の情報共有が進みやすい傾向がある。 

活動は、授業前にひとりずつに本テーマに関する宿題に答えることから始まる。 

 

＜事前宿題＞ 

事前に宿題として以下の問いに答えさせる。 

1. 計算できる式を 3つ挙げ、実際に計算をして答えを出してみましょう。 

2. 変数を含まないような式なのに、自分では答えを計算ができないような式を 3 つ挙

げましょう。 

3. コンピュータを使うと２の式は計算できますか？なぜ自分は計算できないのに、コ

ンピュータには計算できたのか、その理由を考えてみましょう。 

 

次に生徒たちは「計算とは何か」に関する専門家による講義を聴く。講義は、古代から

現在に至るまでの数学の歴史は一面で計算との戦いの歴史である、という数学史の内容で

あり、その中で、ルートの計算方法（平均を利用した古代バビロニアにおける近似法、ニ

ュートン法など）を紹介する。そして、「計算とは何か」の探究活動で目指すべきテーマが

示される。 

 

＜課題＞ 



1. あなた仲間とともに無人島に漂着しました。ここから脱出するために、宿題２で思い

ついた式を計算しなければならなくなりました。持っているのは 8 桁の電卓が一丁。

そのとき、あなたはどうやってそれを計算しますか？仲間と協力しあって小数第 2 位

まで計算する方法を編み出しましょう。そして、その手順（アルゴリズム）を誰もが

わかるように論理的に説明してください。 

2. もっと早く計算する工夫はありませんか？最初に考えた手順よりも 2 倍速くなる計算

方法を編み出しましょう。なぜそのほうが 2倍速いのか、論理的に説明してください。 

 

その後、宿題の２で挙げた「変数を含まない式であり、自分では計算ができないような

式」のうちで、①8桁の電卓では直接計算できず、②コンピュータでは計算できるようなも

の、をグループで持ち寄り、その中から、計算方法を探究するべき式を選ぶ。ここで、電

卓の利用は、このレベルの問題解決を本質的には易しくするものではないことに注意され

たい。たとえば、四則演算やルート計算機能が搭載されているからといって や sin 1 が

ただちに計算できるようになるわけではない。今回の探究的数学活動の目的は、限られた

手段を巧く使って、テーマである式を計算するための方法を編み出すことにある。それを

明確化するためにも電卓の利用は許可している1。 

各グループには、グループ内で議論したり、指導にあたっている専門家に毎週の進捗報

告を行って助言を受けたり、ファイルを共有したりするための専用のバーチャルスペース

が与えられる2。生徒たちは、学校内だけでなく、バーチャルスペースでもグループディス

カッションを行ったり、ファイルを共有し合いながら探究を進めていく。対面でのグルー

プ活動にはノンバーバルな情報（形になる前のアイデア、情動）を効果的に共有できると

いう利点がある。しかし、それだけでは議論が曖昧なまま留まりがちになるという欠点も

ある。また、時間割の制約等により生徒が実際に集まって議論をする時間が十分に取れな

いという場合もある。バーチャルスペース内で定期的に言語化させることによって、アイ

デアや不明な点を明確化する効果が期待でき、また時間や空間を超えた作業を支援するこ

とができる。このようにリアルとバーチャルを組み合わせることで最適な学習効果を目指

すことをブレンディッド・ラーニングと呼ぶ。学校内では、複数の数学の教員が支援にあ

たり、生徒からの質問に答えたり、進捗報告書作成のために必要なワープロソフトや関数

グラフソフト等の使い方を指導したり、参考書を適宜紹介したりする3。ただし、教員はあ

くまでも必要なアドバイスを与える学習支援者としてふるまう。 

                                                   
1 関数電卓や数値計算ソフトを計算の方法として利用することはできないが、考案した計算

方法を検証する便宜的方法として、数値計算ソフトの計算結果を比較対象として参照する

ことは許可した。 
2 グループ用のバーチャルスペースは、NetCommonsというフリーの教育用コンテンツマ

ネージメントシステムのグループルームを利用して構築する。 
3 ネットでの解法検索は禁止されており、ネットからのコピー＆ペーストが発見された時点

で最初からやり直しとなる。 



各グループは、課題に取り組んだ後、レポートを作成する。指導にあたった専門家・教

員がレポートの中から優秀なもの選抜する。選抜されたグループは、学習発表会用の発表

資料をパワーポイント等のプレゼンテーションソフトを用いて作成する。 

学習発表会では、発表グループに発表時間 15分、質問時間 5分が与えられる。発表を行

ったグループの中から、最優秀賞・優秀賞を決定する。その決定方法は、生徒投票の場合、

審査員による審査の場合がある。 

 

２．２ 埼玉県立熊谷高校・熊谷女子高校における実践 

平成 23年 7月から 9月の、夏季休業期間を含む約 2カ月、埼玉県立熊谷高校と同熊谷女

子高校の希望者に対して、「計算とは何か」の探究的数学活動を実施した。本探究的数学活

動は、熊谷高校のスーパー・サイエンス・ハイスクール事業および埼玉県総合教育センタ

ーの「CMSを基盤とする学習支援に関する研究」の一環として取り組まれ、協調学習サイ

トは埼玉県総合教育センターによって構築された。 

その際の事後アンケートでは、7 月上旬に各学校で希望者を募り、熊谷高校 2 年生○名、

熊谷女子高校 1年生 6名・2年生○名が参加を希望した。それぞれの学校で４人ずつのグル

ープを編成（ただし、熊谷女子高校１年生６名は１つのグループとした）し、全 17グルー

プが夏休み前までに各グループはテーマを選び、具体的な取り組みを開始した。 

熊谷高校・熊谷女子高校ともに数学教員が３名以上支援に入り、アドバイスを与えつつ、

探究活動を支えた。活動期間が夏休みであったため、グループが学校に集まり対面で話し

合う時間は限られていたが、バーチャルなグループスペースを巧く使いこなし、効果的に

分担作業や協調的な学習を行うことができた。 

9月上旬までに各グループはレポートを作成し、そのうち 2グループが日本数学協会第 9

回年次大会ヤングセッションで発表を行った。その後、各高校において開催される校内発

表会において、互選によって代表 4グループをそれぞれ選抜し、9月 17日に代表 4×2、計

8グループによる合同学習成果報告会が埼玉県立総合教育センターにおいて開催された。本

誌で紹介するのは、そのうち最優秀賞・優秀賞に輝いた４グループからの報告である。 

 

３．本活動の成果 

「計算とは何か」をテーマとした本探究的数学活動は、2006年からこれまで、スーパー・

サイエンス・ハイスクール（SSH）に選定された高校の理系クラスを中心として、岐阜県

立恵那高校（5回）、岐阜県立中津高校（1回）、埼玉県立熊谷高校（2回）、埼玉県立熊谷女

子高校（2回）など、主としてスーパー・サイエンス・ハイスクールに選ばれた県立高校で

の実施実績がある。 

表 1 は、平成 22 年の夏に実施した埼玉県立熊谷高校の 2 年生（希望者 80 名）における

探究活動の前後における生徒の数学に対する意識の変化をアンケートで調べた結果である4。 

                                                   
4 アンケート調査は、熊谷高校 河井弘典教諭による。 



 

質問項目 肯定的回答の割合（%） 

事前 事後 

数学を勉強していると論理的に考えられるようになる 75.0 93.3 

数学の勉強はひとりで黙々とするものだと思う 53.1 10.0 

数学の学習内容は教科書だけでなくもっと知りたい 71.9 82.8 

数学は役に立つので今勉強しておかなければならない  78.1 93.3 

数学の学習には国語の表現を磨くことも必要だと感じる  - 96.7 

学校で勉強していることがより深く分かるようになった気がする  - 86.2 

数学教科書の印象が変わった  - 86.7 

表１．「計算とは何か」探究的数学活動前後の生徒の数学観の変化（熊谷高校 平成 22

年度） 

 

事前は、数学はひとりで黙々とするもの、数学には国語は無関係と考えていた生徒が、

事後には、数学においては論理的に説明する力が重要であり、それによって仲間と協力し

合って探究をより深めることができる、ということを認識するようになり、数学に対する

意識が変容したことがわかる。生徒の感想にも「人に伝えるためには論理的に考えること

が必要だと分かった」「自分の考えを人に伝えることの難しさを身をもって知った」など、

他者が理解できるように自分のアイデアを説明することの難しさ、大切さを語ったものが

多かった。また、「（教科書の巻末に掲載されている）三角比の数表を作った人はすごいと

思った」「二重根号の外し方を知っていて本当に助かった」など、授業の中で学んだことの

意義を再認識したという感想も見られた。 

ただし、そのような学習効果を出すには、探究活動そのものが生徒にとって魅力的でア

クセシブルなものでなければならない。感想からは「わからない問題にも前向きに挑戦で

きるようになった」「だんだんと近似値が（真の値に）近づいていく過程が楽しかった」な

ど課題自体がチャレンジングで知的好奇心が刺激され、しかも達成感が得られた様子が伺

える。 

各グループが選んだテーマは、三角比、三乗根、対数、指数など様々であったが、熊谷

高校では、本取組の直前の単元が指数・対数であたため、それをテーマに選んだグループ

が多かった。 

以下は教員の感想（匿名）の抜粋である。「生徒同士が数学の解法について、会話をしな

がら高めあっていることに驚きました。私はすっかり『数学は 1 人で考えるもの』との意

識でした」「生徒間で説明活動が頻繁に行われていた時（学習効果を実感できた）。自分の

理解したこと、考えを相手にどう説明すれば伝わるか考え、順序だてて説明をしていこう

としているのがわかったとき（学習効果を実感できた）」「はじめは嫌々取り組んでいた生

徒も，真の値を求める計算に夢中になって取り組んでいたことを頼もしく思えた。生徒自



身も話していたが，今回の取り組みで，忍耐強さや粘り強さが養われたと思う。今後，数

学や数学以外の分野で今回の成果が発揮されるであろう」「テーマの意味を理解し合い、グ

ループで検討していく過程で、本来の授業では見られない、生徒達の課題発見能力や予想

する力を垣間見ました」。 

  

４．活動を終えて 

 これまで 6年間、述べ 10校で本探究的数学活動を実施してきたが、今回最も学習効果を

実感することができた。本活動は、バーチャルで完結するものではなく、生徒のそばにい

る教員がどのように関わるかによって学習効果は全く異なるものになる。今回の成功は一

重に、熊谷高校・熊谷女子高校の数学の先生方、校長先生・副校長先生、そして埼玉県総

合教育センターの指導主事の先生方の力に協力によるものであり、この場を借りて深く感

謝申し上げる。特に、20代、30代の若い先生方が、本テーマそのものに関心をもち、自発

的に探究を深めてくれた。彼らの若い知的好奇心が、年代の近い生徒たちに良い影響を与

えたように思う。大学の数学科では、数値計算やアルゴリズム理論を学ぶ機会が非常に少

ないため、彼ら数学教員にとっても、具体的な式を計算するにはどの方法が最適かを考え

るのは初めての経験だったかもしれない。教員は、生徒の前では「わからない」とは言い

たくないものであり、それ故に、教える範囲を自己規制してしまいがちになる。そのよう

な不安を跳ね除けて本活動に積極的に参加してくれた彼らを大変頼もしく感じる。 

 本テーマを毎年指導していて実感するのは「個体発生は系統発生を繰り返す」というこ

とである。「計算方法を発見する」という、これまで経験したことがない異質な課題を前に

して、生徒たちは茫然として、しばらくの間、無為の時を過ごす。ここで焦って指導せず

に、待つことが肝要である。そのうち、彼らのうちの何人かが、実数の性質を用いた「挟

み撃ち」による計算方法を思いつく。単純ではあるが重要な第一歩である。その後、一次

関数を用いた近似を思いつき、なんとか小数第一位までの近似に成功する。ここまでたど

り着くと、「何とか課題をクリアしたい」という執念が生まれ、オリジナリティを発揮し始

める。数時間の計算を繰り返した後、「0.01未満の数は累乗すると急速に 0に近づく」こと

に気づき、そこを切り捨てて近似する手法を取り始めるグループもいる。ニュートン法と

実質的に同等の手法を編み出すグループもいる。数千年にわたる数学史をタイムマシンか

ら眺めているようで、毎回感動を覚えずにはいられない。 

 女性指導者としては、熊谷女子高校の各グループの健闘が殊の外嬉しかった。彼女たち

は、バーチャルな学習スペースをよく活用し、文章やファイルによる情報共有を深めるこ

とができた。掲示板への投稿件数は 207（グループ平均 23件）、投稿ファイル数は 186（グ

ループ平均 21）に上った。より挑戦的な課題の選択やアイデアの面白さでは男子が上回っ

たものの、計画性や作業分担の合理性、レポートや発表資料の論理性では女子が上回った。

グループ内メンバー間の理解の差も女子の方が小さかった。奇をてらうことなく、これま

で学んだ数学的知識を総動員して、着実に問題を解決していく様子も清々しかった。他の



審査員からも、女子の論理的説明力の高さを称賛する声が多く聞かれた。  

女子は言われたことをこなすことは得意だが、探究的活動を行うのは不得意だ、としば

しば言われる。しかし、それは指導の仕方の問題であり、彼女たちの問題ではない。その

ことを今回の実践を通じて証明できたように思う。 

本活動は、SSHに選定されるようないわゆる進学校の生徒を対象として設計されている。

高校 1 年までで学んだ「計算」という活動をメタに認識しなおす活動であるため、基本的

な計算力や論理的説明力が求められる。また、課題達成に至るまでの計画立案能力や集中

力も求められる。よって、それらの条件を備えるに至っていない生徒に本活動を行わせて

も、同様の学習効果を期待することは難しいだろう。そこで、このような本格的な探究的

数学活動に入る前段階として、より易しい数学活動も併せて設計している。現在、埼玉県

内の小中学校でそれらの実証実験授業を行っており、その学習効果について検証している。

それらの成果については、また改めて報告したい。 


