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〔数学科〕 

 

１ 数学科のねらい 

 数学科においては、数量や図形などについての基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得し、

これらを活用して問題を解決するために必要な数学的な思考力、判断力、表現力等を育むととも

に、数学のよさを知り、数学と実社会との関連についての理解を深め、数学を主体的に生活や学

習に生かそうとしたり、問題解決の過程を評価・改善しようとしたりするなど、数学的に考える

資質・能力を育成することを目指すこととする。 

 

(1) 数学科の目標 

  数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を次のと

おり育成することを目指す。 

  (1) 数量や図形などについての基礎的な概念や原理・法則などを理解するとともに、事象を

数学化したり、数学的に解釈したり、数学的に表現・処理したりする技能を身に付けるよ

うにする。                            〔知識及び技能〕 

  (2) 数学を活用して事象を論理的に考察する力、数量や図形などの性質を見いだし統合的・

発展的に考察する力、数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表現する力を養う。 

                              〔思考力、判断力、表現力等〕 

  (3) 数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え、数学を生活や学習に生かそ

うとする態度、問題解決の過程を振り返って評価・改善しようとする態度を養う。 

                              〔学びに向かう力、人間性等〕 

  ※評価の観点について、新学習指導要領移行後は、資質・能力の三つの柱に対応して、「知識・

技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の３つとなる。 

 

ア 「数学的な見方・考え方を働かせ」について 

 数学の学習において、どのような視点で物事を捉え、どのような考え方で思考していくのかと

いう、物事の特徴や本質を捉える視点や、思考の進め方や方向性を意味する。数学的に考える資

質・能力の三つの柱である「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」及び「学びに向かう

力、人間性等」の全てに働かせるものである。 

 「数学的な見方・考え方」のうち、「数学的な見方」は、「事象を数量や図形及びそれらの関係に

ついての概念等に着目してその特徴や本質を捉えること」であり、また、「数学的な考え方」は、

「目的に応じて数、式、図、表、グラフ等を活用しつつ、論理的に考え、問題解決の過程を振り返

るなどして既習の知識及び技能を関連付けながら、統合的・発展的に考えること」である。つま

り、「数学的な見方・考え方」は、「事象を、数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え、論

理的、統合的・発展的に考えること」として整理することができる。 

 

 イ 「数学的活動を通して」について 

 数学的活動とは、事象を数理的に捉え、数学の問

題を見いだし、問題を自立的、協働的に解決する過

程を遂行することである。 

 数学的活動として捉える問題発見・解決の過程に

は、主として二つの過程を考えることができる（右

図参照）。一つは、日常生活や社会の事象を数理的

に捉え、数学的に表現・処理し、問題を解決し、解
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決過程を振り返り得られた結果の意味を考察する過程であり、もう一つは、数学の事象から問題

を見いだし、数学的な推論などによって問題を解決し、解決の過程や結果を振り返って統合的・

発展的に考察する過程である。これら二つの過程は相互に関わり合って展開される。数学の学習

過程においては、これらの二つの過程を意識しつつ、生徒が目的意識をもって遂行できるように

することが大切である。 

 

 ウ 「数学的に考える資質・能力を育成すること」について 

 「数学的に考える資質・能力」とは、数学科の教科目標で示された三つの柱で整理された算数・

数学教育で育成を目指す力のことである。これらの資質・能力は、数学的な見方・考え方を働か

せた数学的活動を通して、三つの柱をバランスよく育成することが必要である。また、これらの

資質・能力は、数学の学習の基盤となるだけではなく、教科等の枠を越えて全ての学習の基盤と

して育んでいくことが大切である。 

 

２ 数学科の指導内容 

(1) 内容の取扱い 

 ア 指導内容の骨格 

 数学科において育成を目指す資質・能力を

学年進行とともに高めていけるような構成と

する。①から③は、確定した事象を数学的に

把握する主として数学の世界に関する項目、

また、⑤から⑧は、①から④の項目の学習を

支える項目である。 

 

 ① 数の概念及びその範囲の拡張 

 算数で学んだ数の範囲を、正の数と負の数の範囲に、さらには、無理数を含んだ範囲にまで拡

げる。中学校数学科における数の範囲の拡張は、公理的な構成とは異なり、具体的な場面と関連

付けて、観察や操作、実験などの活動を通して行われ、高等学校に引き継がれる。 

 

 ② ユークリッド空間 

 ユークリッド空間の幾何学は、数学の世界で直線や平面などの図形及びその諸関係について論

理的に考察するためのモデルであり、現実の世界における日常生活や社会の事象を図形の概念、

図形の性質や関係として捉えるとともに、論理的な考察に基づいて現実の世界における事象を考

察するためのモデルとしての働きも有している。 

 

 ③ 関数 

 関数は、動的な対象を考察する際に用いられる抽象的な概念であり、数学の世界はもとより、

現実の世界の事象における伴って変わる二つの数量の関係を捉える場面においても有効に機能す

る。表、式、グラフなどの数学的表現を用いて処理したり、相互に関連付けて考察したりするこ

とによって、現実の世界における数量の関係を数学の世界において考察することが可能になる。 

 

 ④ 不確定な事象 

 数学で考察する対象は多様であり、確定した事象だけではなく、集団においてばらつきのある

事象や偶然に左右される事象、全体を把握することが困難な事象など不確定な事象も考察の対象

とする。日常生活や社会では、不確定な事象に関する様々な情報に接する場面が多い。その際に、

不確定な事象の特徴を踏まえ、適切に対応することが必要である。 
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 ⑤ 文字を用いた式 

 現実の世界における事象を数学の世界における関係として記述し処理する手段として文字を用

いた式がある。文字を用いた式の使い方には、次の二つの側面がある。 

 ・現実の世界における事象の中の数量や数量の関係などを文字や記号で表現する 

 ・新たに表現し直し解釈しやすい形に整える 

 

 ⑥ 数学的な推論 

 数学的な推論には、帰納・類推・演繹がある。これらは数や図形の性質などを論理的に考察し

たり、数学を活用したり、数学的に説明し伝え合ったりする際に重要な働きをする。帰納や類推

により予想したことを演繹によって導くことにより、内容の理解が深められるとともに、証明の

根拠が明らかになることにより既習の知識を相互に関連付けて整理したり、体系化したりするこ

とが可能になる。 

 

 ⑦ 数学的に表現すること 

 事象を数理的に考察する過程で、見いだした数や図形の性質などを表したり、その妥当性など

について根拠を明らかにして説明したり、数学を活用する手順を順序よく説明したりする場面に

は、言葉や数、式、図、表、グラフなどの数学的な表現を用いて簡潔・明瞭・的確に表現すること

が重要である。 

 

 ⑧数学的に説明し伝え合うこと 

 数の概念及びその範囲の拡張についての理解、ユークリッド空間の把握及び関数についての理

解など確定した事象並びに不確定な事象を考察できるようにしていく過程では、数学的に説明し

伝え合う活動が重要である。 

 

 イ 領域内の構成 

 数学科の内容は、「Ａ数と式」、「Ｂ図形」、「Ｃ関数」、「Ｄデータの活用」の四つの領域で構成さ

れている。「Ａ数と式」及び「Ｂ図形」は普遍的かつ基礎的な内容の領域として設定している。ま

た。「Ｃ図形」及び「Ｄデータの活用」は数学を活用する力の伸長を目指すための領域として設定

し、数学的な見方・考え方を十分に働かせた数学的活動を充実するとともに、いろいろな関数や

特徴を積極的に考察の対象とすることが必要である。なお、下の表は、小学校算数科第６学年の

領域と主な内容と中学校数学科の領域を並べたものである。 

小学校算数科第６学年の領域と主な内容 中学校数学科の領域 

Ａ 数と計算 ・数の概念 

・整数、小数、分数の計算 

・□や△、a、 x などを用いた式 

Ａ 数と式 

Ｂ 図形 ・図形の性質 

・図形の計量（面積・体積） 

Ｂ 図形 

Ｃ 変化と関係 ・伴って変わる数量の関係 

・平井・反比例 

Ｃ 関数 

Ｄ データの活用 ・代表値、ドットプロット 

・場合の数 

Ｄ データの活用 

 

ウ 数学的活動について 

 数学的活動は、学習指導要領上、「Ａ数と式」、「Ｂ図形」、「Ｃ関数」及び「Ｄデータの活用」の
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四つの領域と並列に示されているが、四つの領域とは縦軸と横

軸の関係にあり、中学校数学科の教育課程に構造的に位置付け

られる。つまり、数学的活動を四つの領域の指導内容からいった

ん切り離し、事象を数理的に捉え、数学の問題を見いだし、問題

を自立的、協働的に解決する過程を遂行するという観点から三

つの活動に集約して、四つの領域を包括し、学習指導要領の内容

に位置付けている。 

 数学的活動は、生徒が主体的に取り組むものであり、その機会

を日々の学習において、意図的、計画的に設けることが大切である。次の表は、数学的活動の三

つの内容を整理したものである。生徒の発達段階や学習の内容に配慮し、第１学年と第２、３学

年の二つに分けて示している。 

 第１学年 第２、３学年 

(ｱ) 日常の事象や社会

の事象から問題を見

いだし解決する活動 

日常の事象を数理的に捉え、数

学的に表現・処理し、問題を解決

したり、解決の過程や結果を振

り返って考察したりする活動 

日常の事象や社会の事象を数理

的に捉え、数学的に表現・処理

し、問題を解決したり、解決の過

程を振り返って考察したりする

活動 

(ｲ) 数学の事象から問

題を見いだし解決す

る活動 

数学の事象から問題を見いだし

解決したり、解決の過程や結果

を振り返って統合的・発展的に

考察したりする活動 

数学の事象から見通しをもって

問題を見いだし解決したり、解

決の過程や結果を振り返って統

合的・発展的に考察したりする

活動 

(ｳ) 数学的な表現を用

いて説明し伝え合う

活動 

数学的な表現を用いて筋道立て

て説明し伝え合う活動 

数学的な表現を用いて論理的に

説明し伝え合う活動 

 

(2) 取扱いの留意点 

 ア 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

 単元など内容や時間のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力の育成に向けて、数学的

活動を通して、生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすることが大切である。そ

の際、数学的な見方・考え方を働かせながら、日常の事象や社会の事象を数理的に捉え、数学の

問題を見いだし、問題を自立的、協働的に解決し、学習の過程を振り返り、概念を形成するなど

学習の充実を図る必要がある。 

 

 イ 学び直しの機会を設定することについて 

 生徒の学習を確実なものにするために、新たな内容を指導する際には、既に指導した関連する

内容を意図的に再度取り上げ、学び直しの機会を設定することに配慮する必要がある。 

 

 ウ 障がいのある生徒への指導 

 障がいのある生徒などについては、学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指

導方法の工夫を計画的、組織的に行うことが大切である。 

 

 エ 課題学習 

 生徒の数学的活動への取組を促し思考力、判断力、表現力等の育成を図るため、各領域の内容
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を統合したり日常の事象や他教科等での学習に関連付けたりするなどして見いだした問題を解決

する学習を課題学習と言い、この実施に当たっては各学年で指導計画に適切に位置付けるものと

する。 

 

３ 数学科の学習指導 

(1) 数学科の学習の特性 

 数学科の学習は、観察、操作、実験などの体験的活動を通して、法則や命題を発見し、論理的

に考察することを通して法則や命題が成り立つ根拠を明らかにし、振り返ったり吟味を重ね洗練

させたりすることで、数学的活動を次第に高めていくものである。体験的活動と思考活動は、相

互に補完し合うものであり、交互に往復させる必要がある。 

 

(2) 数学科の基本的な学習指導過程（例） 

段階 学習活動 指導上の留意点 

 

導 

 

 

入 

１ めあてと学習活動を把握する。 
(1) 問題（場面）を把握する。 
 
 
 
(2) めあてをつくり解決の見通しを立てる。 
 

 

 
○問題または問題提示の仕方を工夫し、解決の必要
性や興味・関心を持たせる。 

※問題は、適度な困難さを感じさせるもの、学習内
容が獲得できるもの 

○困難の原因を整理し、問題点や解決すべきことを
整理する。（問題解決の見通しを持たせる） 

※めあては、生徒が追究内容や方法が理解できるも
のにする。 

 

 

 

 

 

展 

 

 

 

 

 

 

 

開 

２ 追究する。 
(1) 個人追究をする。 
 
 
 
 
(2) 個人追究の結果の交流または集団追究をする。 

 
○解決に必要な観察、情報の収集をするための支援
をする。 

（観察、操作活動の指示、発問、整理の視点の提示
など） 

 
○交流、比較検討する場を設ける。 
（ペア・小集団・学級全体） 
○方法や結果の根拠を考えさせる。 
（発問、話し合い） 
○数学的認識または見方・考え方が高まるような視
点を与える。 
説明し伝え合う活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

終 

 

末 

３ 本時学習についてまとめる。 
(1) 学習で分かったことを整理する。 
 （内容や方法） 
 
 
 

 
○個人がその時間の学習を振り返る時間を設ける。 
※分かったことの記述、評価問題、練習問題等で数
理や情報を各人が整理できるようにする。 

○発表や情報交換の機会を設け、自己の伸びや他者
の活動を評価させる。 

○「主眼」「まとめ」「ねらい」を整合させる。 

 

※言語活動の充実に向けた、筋道立てて説明し伝え合うためのポイント 
○ 説明する 
 ① 順序  まず はじめに 次に そうすれば だから よって 
 ② 目的・根拠  ～のために どうしてかというと わけは ～すれば…と言えるので 
 ③ 簡潔  同じように考えて 簡単に言うと 
 ④ 仲間に判断を迫る  ここまでいいですか ～と言えますね 
 ⑤ 図や式、操作とつなぐ  式や図を使って、例を挙げて説明 図形等を示しながら説明 
 
○ 聞く⇒話す 
 ① 共通点を明確に  同じで 似ていて 
 ② 相違点を明確に  どこが同じでどこが違うか 
 
○ 交流 
 ① ひとつの方法・考えで  大切な考え方は何か 
 ② 複数の方法・考え方で  共通する考え方は何か それぞれの考え方のよさは何か 

どんなときでも使えるのはどれか 


