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学習意欲を高める数学の授業について
－ディジタルコンテンツを活用した授業の実践を通して－

長期研修員 福 西 嘉 弘

Fukunishi Yoshihiro

要 旨

学習意欲を高めるためには、ディジタルコンテンツを活用した授業が有効である

と考えた。中学校第１学年の関数領域においてディジタルコンテンツを活用した授

業を行い、単元前後に実施したアンケートや授業ごとに実施したアンケートの結果

から、学習意欲が高まったかを検証した。その結果、学習意欲が高まっただけでは

なく、有能感や学習習慣にも影響を及ぼしたことが分かった。

キーワード： 学習意欲、有能感、学習習慣、ディジタルコンテンツ、関数領域

１ はじめに

文部科学省は、OECDのPISA調査などから、我が国の生徒には「学習意欲、学習習慣・生活習

慣に課題」や「自分への自信の欠如」といった課題があることを指摘している
(1)
。

また、平成21年度の全国学力・学習状況調査の数学Ａの正答率は、全国62.7％であるのに対

して奈良県は65.3％で９位、数学Ｂの正答率は、全国56.9％であるのに対して奈良県は59.0％

で11位であった。しかし、「数学の勉強が好き」と回答した生徒の割合は、全国52.5％である

のに対して奈良県は49.1％で43位という結果であった。この結果などから、学習意欲の向上が

奈良県の教育課題となっている。

このような数学に対する学習意欲の低さを改善するには、生徒に取り組んでみようと思わせ

る動機付けが最も大切なことであると考える。

本研究では、中学校第１学年の関数領域を取り上げる。生徒にとって、関数領域は二つの数

量の対応を理解することや数量関係を表現したり考察したりすることが難しい。そこで関数領

域においてディジタルコンテンツを活用することで、生徒の学習意欲を高めることができるか

を検証する。

２ 研究目的

数学に対する学習意欲を高めるために、次のような仮説を立て、授業で活用するディジタル

コンテンツの有効性について考察する。

仮説：関数領域でディジタルコンテンツを活用した授業を展開すれば、成功の期待感が強

まり、生徒に有能感をもたせることができ、数学の学習意欲は高まるだろう。

３ 研究方法

(1) 先行研究の調査及びアンケート作成
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(2) 実践に向けての教材研究及び実践

(3) 検証及び考察

４ 研究内容

(1) 先行研究の調査及びアンケート作成

ア 学習意欲について

(ｱ) 学習意欲とは

桜井（平成９年）は、学習意欲を「知的活動についての動機づけ」としている。そして、

その学習意欲はおおよそ三つに大別されるとしている。

一つ目は「無気力」である。これはエネルギーがない状態であるとしている。エネルギー

とは、「意欲の量的側面とも言えるもので、何かをしようとする内的な力である。」と述べ

ている。

二つ目は「内発的学習意欲」である。これは、エネルギーがある状態であって、「自発的

な取組」であり、「学習が目標」である場合としている。学習に自ら取り組み、学習活動そ

れ自体が目標である場合である。

三つ目は「外発的学習意欲」である。これは、エネルギーがある状態であって、「外発的

な取組」であり、「学習は手段」である場合としている。「まわりの人から『勉強しなさい！』

とプッシュされて仕方なく学習に取り組む」という場合や「学習活動それ自体が目標ではな

く学習活動以外に重要な目標（外的な目標）があり、学習活動はそれを達成するための手段

であるという場合である。」と述べている
(2)
。

本研究では、学習意欲を、自ら進んで数学を学習するという自発的な取組であり、学習自

体が面白いから学習するという学習が目標である内発的学習意欲ととらえることにする。

(ｲ) 学習意欲を高めるには

桜井（平成９年）は、学習意欲には「学習意欲が発現するプロセスがある。」とし、内発

的学習意欲に絞って、どのようなプロセスで意欲が具現されるのかを図１で示している。ま

ず、内発的学習意欲を支えているものが有能感、自己決定感、他者受容感であるとしている。

その有能感を、「自分は勉強ができるんだ！」「自

分はやろうと思えば勉強ができるんだ！」とい

う気持ちであるとしている。この気持ちがあれ

ば、「勉強に対して積極的になれる。」と述べて

いる。そして、有能感、自己決定感、他者受容

感に支えられて、知的好奇心、達成、挑戦とい

う行動傾向が現れるとしている。さらに、これ

らの行動傾向に支えられて、「学ぶことが楽しい」

というようなプラスの感情経験をもつとし、こ

れが意欲発現の最終到達点であるとしている。

この感情が「意欲のみなもと」にフィードバック 図１ 内発的学習意欲の発現

されるプロセスとしている
(3)
。

辰野（1995）は、学習意欲を高める方法について、「成功の期待感を強める」ことを挙げ、

「学習課題が子どもに魅力があり、しかも課題の難易が子どもの能力に適して、『やればで
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きる』という気持ちをもたせることが大事である」と述べている(4)。この考えは、内発的学

習意欲を高めるためには有能感をもたせることが大事であり、そのためにはどのような学習

課題を設定するかが重要であることを示唆している。

そこで、本研究では、課題解決のためにディジタルコンテンツを活用し、「やればできる」

と感じさせることから成功の期待感を強め、生徒に有能感をもたせることから内発的学習意

欲を高めようと考えた。

イ ディジタルコンテンツの活用について

中学校学習指導要領に、各教科等の指導に当たっては「視聴覚教材や教育機器などの教材

・教具の適切な活用を図ること」とある。また、数学科において「各領域の指導に当たって

は、必要に応じ、そろばん、電卓、コンピュータや情報通信ネットワークなどを適切に活用

し、学習の効果を高めるよう配慮するものとする。」としており、コンピュータの活用を促

している
(5)
。 中学校学習指導要領解説数学編では、「関数」の指導において、「グラフの x

の値を細かく取って、その形状をより正確に表示したり、x の値の変化に応じて座標上の点

を動かし表示したりすることができる。また、一次関数 y＝ax＋b について、b の値を固定

し a の値を変化させる、あるいは a の値を固定し b の値を変化させることによってグラフ

の変化の様子を考察するなど、条件設定を状況に応じて自在に変えながら考えを進めること

ができる。」と述べられている。また、その活用の形態について、「普通教室にノートパソ

コンと液晶プロジェクタを持ち込んで提示器具として用いるなど、指導内容との関係で柔軟

に対応できるようにすることも考えられる。」としている
(6)
。

置籍校では、教室に液晶の大型テレビが導入され、ケーブルを接続するだけでノートパソ

コンの画像や映像をテレビに映し出すことができる。これにより、動きのあるアニメーショ

ンやシミュレーションを使うことで、課題を頭の中でイメージさせるだけではなく、映像と

して提示することでより具体的なものとして感じさせることができ、成功の期待感を高める

ことができると考える。

さらに関数領域では、ディジタルコンテンツを活用することで、点を多く取ることや、点

を動かすことでグラフを簡単に作成することができる。また、比例定数を変化させてグラフ

の変化を見せることもできると考えた。このようにディジタルコンテンツを活用することで、

変数の連続性やグラフの特徴を理解しやすくなると考える。

ウ 学習意欲の測定方法

桜井（平成９年）は、「学習意欲の測定にはいろいろな方法がある。心理学の概論書に従

えば、観察法、質問紙法、面接法が代表的な方法であろうか。」としている。質問紙法の長

所として「短時間に多くの子どもの情報を集めることが可能である。」こと、短所として「文

章理解の苦手な幼児や小学校低学年の子どもには向かない。」ことを挙げている。実際に、

「心理学の研究では、近年、質問紙法が多用されている。」としている
(7)
。

大山・岩脇・宮埜（2005）は、心理学の多くの数値が順位尺度の性質をもつとした上で、

「心理学で数量的分析を進める際に、得られた数値を間隔尺度に従ったものとみなす場合が

多い。」としている(8)。

本研究では、先行研究を踏まえ、質問紙による測定を行うことにした。また、順位尺度と

しての質問紙を作成し、間隔尺度に従い数値的な把握をして分析を行う。

(ｱ) 事前と事後のアンケートの項目
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数学の関数領域の指導を通して、生徒の数学に対する学習意欲を高めることができたかな

どを測定するため、質問紙を作成した。その際、国立教育政策研究所、桜井（平成９年）、

栃木県総合教育センターの質問紙
(9)
を参考にして、12項目の質問を作成した。この質問紙を

用いてアンケートを実施し、関数単元の事前測定と事後測定を行い、分析をすることにした。

生徒には、各質問に対して、④当てはまる、③どちらかといえば当てはまる、②どちらか

といえば当てはまらない、①当てはまらないの４段階の中から選択させることにした。

＜12項目の質問＞

１．数学の勉強は好きだ。

２．数学の勉強は大切だ。

３．数学の授業の内容はよく分かる。

４．数学の問題の解き方が分からないときは、あきらめずにいろいろな方法を考える。

５．数学の授業で学習したことを普段の生活の中で使うことができないか考える。

６．数学の授業で学習したことは、将来、社会に出たとき役に立つと思う。

７．自分で計画を立てて勉強している。

８．学校の授業の復習をしている。

９．自分の興味あることについて調べたり、勉強したりしている。

10．普段の生活の中で、自分にはよいところがあると思う。

11．難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している。

12．その気になれば、授業の内容は理解できると思う。

本研究では、質問項目１から６までを使って学習意欲、質問項目７から９までを使って学

習習慣、質問項目10から12までを使って有能感を測定し、検証する。

(ｲ) 毎時間の授業アンケートの項目

次に、ディジタルコンテンツを活用した授業を行うことにより、生徒の数学への学習意欲

を高めることに効果があったかを測定するために３項目の質問を作成した。このアンケート

は、毎時間の授業のまとめに行う振り返りシートと合わせて実施することとした。

生徒には、事前と事後のアンケートと同じ４段階の中から選択させることとした。

＜３項目の質問＞

１．今日の授業は分かりやすかった。

２．映像があることで、興味をもって課題に取り組むことができた。

３．映像を見ることで、考えることがはっきりした。

(2) 実践に向けての研究及び実践

ア 教科書分析による教材研究

中学校第１学年数学の関数領域（比例、反比例）において、それぞれの教科書(10)が小単元

を指導するためにどのような課題を設定し、どのような例題や問いを挙げているかを表１の

ようにまとめた。この表により、それぞれの教科書には、導入では日常生活の中にある課題

を設定していること、理解を容易にするために指導の順序を工夫していることが見えてきた。
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表１ 教科書分析

イ 学習指導案の作成

表２ 学習指導案（第４次の本時の展開）
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授業に備え、表２のような中学校第１学年数学関数領域（比例、反比例）の学習指導案を

作成した。前述の先行研究の結果を踏まえ、教科書分析の中から日常生活の中にある課題を

選び、それに応じたディジタルコンテンツを活用し、有能感をもたせることを意識した。

ウ ディジタルコンテンツ教材の収集及び作成

以下は、学習指導案に含まれるディジタルコンテンツ教材の一覧である。また、ディジタ

ルコンテンツを活用する時間と内容を表３のように設定した。

・車の画像…車のメーカー４社のサイトから画像をダウンロードし、導入時に活用した。

・風呂に水を入れる映像…筆者が撮影、編集し、導入時に活用した。

・水そうに水を入れるフリーソフト、電車が走るフリーソフト…NICER教育情報ナショナル

センターの学習ソフトよりダウンロード。
(11)

比例を考える場面や定義域を考える場面で

活用した。

・「dbook」…平成16年度e-黒板研究会成果報告のサイトよりダウンロード。座標の指導の場

面で活用。教科書の画像をパソコン上で表示し、マーカーを引いたりすることができる。

座標の指導で活用した。

・関数グラフソフト「GRAPES 6.75」…大阪教育大学附属高等学校池田校舎、友田が開発し

たグラフ作成ソフト。グラフ作成の場面や比例定数によってどう変化するかを考えさせる

場面で活用した。

・デジタルタイマー…学習の初めに行う小テストで、時間の計測に活用。

・電子グラフ黒板ソフトシリーズ「比例」…フラッシュカードのように比例のグラフを読み

取る練習ができる。まとめの時間に活用した。

表３ ディジタルコンテンツを活用する時間と内容

エ 授業実践

平成22年10月８日から11月11日までの約１か月にわたって、14回の授業を行った。中学校

第１学年の２学級において、比例、反比例の単元の授業計画18時間のうちの14時間を使い、

それぞれの授業でディジタルコンテンツを活用した。

小単元 課題 0 10 20 30 40 50 (分) ディジタルコンテンツの内容

導入
関数

１日500円ずつ貯金したらいつに
なったら車が買えるか。

車の画像。
風呂に水を入れる映像。

1-1
比例を表す式

水そうに水を入れるとき、どんなこと
がわかるか。

ビデオ
（風呂）

風呂に水を入れる映像。
水そうに水を入れる様子をとらえたフリーソフト。

1-2-(1)
比例と変域(1)

水そうに水を入れるとき、ｙ＝ａｘと表
されるのは何分から何分ときまで
か。

水そうに水を入れる様子をとらえたフリーソフト。

1-2-(2)
比例と変域(2)

電車が分速２ｋｍで東へ走ってい
る。Ａ地点を通過してからｘ分後に、
東へｙｋｍのところにいる。

フリーソフト
（水そう）

水そうに水を入れる様子をとらえたフリーソフト。
電車が走る様子をとらえたフリーソフト。

1-3
比例の式の求め方

１Ｌ入りの牛乳パック840枚から、何
本のトイレットペーパーができるか。

フリーソフト
（水そう）

フリーソフト
（電車）

水そうに水を入れる様子をとらえたフリーソフト。
電車が走る様子をとらえたフリーソフト。

1-4
座標

中学校から市役所へ行くにはどの
ように行けばよいか。

画像
（座標平面）

教科書の地図の画像。
座標平面の画像。

1-5
比例のグラフ

ｙ＝２ｘのグラフはどんな特徴がある
だろう。

座標を指導するためのGRAPES。
ｙ＝２ｘのグラフをかくためのGRAPES。
ｙ＝－２ｘのグラフをかくためのGRAPES。

1-6-(1)
比例のグラフの書
き方と特徴(1)

比例のグラフはどんな特徴があるだ
ろう。

GRAPES
（ｙ＝２ｘ）

ｙ＝２ｘのグラフをかくためのGRAPES。
いろいろな比例のグラフをかくためのGRAPES。

1-6-(2)
比例のグラフの書
き方と特徴(2)

比例のグラフを簡単にかこう。
いろいろな比例のグラフをかくためのGRAPES。
比例定数を変化させグラフの様子を見るための
GRAPES。

2-1-(1)
反比例(1)

点Ａを１つの頂点とし、面積が12ｃｍ
２である長方形をいろいろかこう。

GRAPES
（グラフ）

面積が12ｃｍ２の長方形をかくためのGRAPES。
ｙ＝12／ｘを満たす点をとるためのGRAPES。

2-1-(2)
反比例(2)

ｙ＝６／ｘのグラフについて考えよ
う。

ｙ＝６／ｘを満たす点をとるためのGRAPES。
ｙ＝６／ｘのグラフをかくためのGRAPES。

2-2-(1)
反比例のグラフ(1)

ｙ＝６／ｘのグラフの先はどうなって
いるんだろう。Ｙ＝－６／ｘのグラフ
について考えよう。

GRAPES
（グラフ）

ｙ＝６／ｘを満たす点をとるためのGRAPES。
ｙ＝６／ｘのグラフをかくためのGRAPES。
ｙ＝－６／ｘのグラフをかくためのGRAPES。

2-2-(2)
反比例のグラフ(2)

反比例のグラフはどんな特徴がある
だろう。

GRAPES
（グラフ）

ｙ＝12／ｘのグラフをかくためのGRAPES。
ｙ＝－12／ｘのグラフをかくためのGRAPES。
双曲線の様子を見るためのGRAPES。

まとめ
今までの内容を復習しよう。
式を読み取る練習をしよう。

フリーソフト
や画像

座標を確認するためのフリーソフト。
比例の式を確認、練習するためのフリーソフト。
GRAPESなど。

フリーソフト
（電車）

GRAPES
（面積12ｃｍ２）

GRAPES
（ｙ＝６／ｘを満たす点）

GRAPES
（ｙ＝６／ｘのグラフ）

GRAPES
（座標）

GRAPES
（ｙ＝２ｘのグラフ）

GRAPES
（ｙ＝－２ｘのグラフ）

GRAPES
（比例のグラフ）

ｄｂｏｏｋ画像
（教科書の図）

画像
（車）

ビデオ
（風呂）

フリーソフト
（水そう）

フリーソフト
（水そう）

フリーソフト
（水そう）

GRAPES
（グラフ）

フリーソフト
（座標、比例の式、グラフ）

GRAPES
（比例のグラフ）

GRAPES
（比例のグラフの特徴）

GRAPES
（ｙ＝６／ｘのグラフの様子）

GRAPES
（ｙ＝－６／ｘのグラフ）

GRAPES
（ｙ＝12／ｘとｙ＝－12／ｘのグラフ）

GRAPES
（反比例のグラフの特徴）
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(3) 検証及び考察

アンケートの各質問項目に対して、④の「当てはまる」を選択すれば４ポイント、③の「ど

ちらかといえば当てはまる」を選択すれば３ポイント、②の「どちらかといえば当てはまら

ない」を選択すれば２ポイント、①の「当てはまらない」を選択すれば１ポイントとして集

約し、考察した。

ア 事前アンケートの分析

事前アンケートの結果から、学習意欲と学習習慣、学習意欲と有能感の間に相関があるか

という点に焦点を当てて考察した。

学習意欲６項目各４ポイントとして24ポイント、学習習慣３項目各４ポイントとして12ポ

イントをバブル図にしたものが図２である。このときのピアソンの積率相関係数を求めると

0.51で、学習意欲と学習習慣の間には相関があることが分かった。

学習意欲24ポイント、有能感３項目各項目４ポイントとして12ポイントをバブル図にした

ものが図３である。このときのピアソンの積率相関係数を求めると0.51であり、学習意欲と

有能感の間には同じく相関があることが分かった。

図２ 学習意欲と学習習慣のバブル図 図３ 学習意欲と有能感のバブル図

イ 毎時間のアンケートの分析

振り返りシートに３項目のアンケート

を入れ、回答させた。その推移を見るた

めこの３項目は毎時間同じものとした。

３項目各項目４ポイントの合計12ポイン

トの平均の推移を示したものが図４であ

る。

結果はすべての授業において10ポイン

トを超え、非常に高い効果があったこと

を示している。中には11ポイントに達し

たものもある。 図４ ディジタルコンテンツの効果

効果の高かった授業は、比例、反比例の導入、座標の授業である1-4、まとめの授業であ

った。それぞれの授業について内容を見てみたい。

(ｱ) 導入の授業

この授業は比例、反比例を学習する始めの授業であった。ディジタルコンテンツとして自

動車の画像を「180万円の自動車を購入したい。１日500円ずつ貯金したら、いつになったら

購入することができるか」という課題を投げかけ考えさせる場面で活用した。
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また、関数を探そうという課題で、ビデオ撮

りした風呂に水を入れる映像を活用した。

それぞれ、日常生活の中にある課題を設定し、

そこにディジタルコンテンツを活用したことで

頭の中でイメージする事柄を映像としてとらえ

させることができ、課題を「やればできる」と

感じさせることができたと考える。

(ｲ) 座標（1-4）の授業
図５ 風呂に水を入れる映像（１場面）

この授業は、座標平面を考える授業である。負の数を含む実数全体の座標平面を考える最

初の授業となる。「dbook」というフリーソフトを活用した。このソフトを使えば、パソコン

に取り込んだ教科書の画像をテレビに映し、線

やマーカーを使って説明することができる。中

学校の位置を基準にして市役所などの位置を説

明するという課題に対しては、東、北を正の方

向とするときに、西、南を負の数を使って表す

ことができるということに気付かせることがで

きた。

(ｳ) まとめの授業
図６ dbookによる教科書の図の提示

この授業は比例、反比例のまとめの授業であっ

た。今まで使った画像などから学習を振り返った

り、「GRAPES」というフリーソフトを使って座標、

比例のグラフ、反比例のグラフについて振り返る

授業であった。この中の比例のグラフと反比例の

グラフでは、比例定数を変化させてそのグラフの

変化の様子をとらえさせるという授業を展開した。

比例定数が正の数から負の数に変化したときのグ

ラフの変化を見ていくことができ、動きのある映像 図７ 反比例のグラフの変化の様子

を通して違いに気付かせることができた。

ウ 事前アンケートと事後アンケートの比較分析

次に、関数領域で14時間のディジタルコンテンツを活用した授業を実施する前と実施した

後の変化を見てみる。事前アンケートと事後アンケートの割合を示したものが、図８である。

それぞれの項目を見ていくと、12項目のうち11項目で④や③と回答する生徒の割合が増え

ている。また、すべての項目で①の割合が減少している。

次に学習意欲を測る６項目の合計24ポイント、学習習慣を測る３項目の合計12ポイント、

有能感を測る３項目の合計12ポイントそれぞれについて有意差が認められるかを分析する。

ここでは、柳井（1998）が述べている方法を用いることにした。それぞれの生徒が回答した

事前と事後の比較をし、その差の「正規性の検定」を危険率５％で行い、正規性が認められ

れば「対応のあるｔ検定」を危険率５％両側検定で実施し、正規性が認められなければ「ウ

ィルコクソン符号付順位和検定」を危険率５％両側検定で実施するという方法で、有意差が

認められるかを検証することにした(12)。
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図８ 事前アンケートの結果と事後アンケートの結果

学習意欲について、正規性の検定を行ったところ「ｐ=0.006＜0.05」となり帰無仮説「デ

ータの分布は正規分布とみなされる」が棄却された。したがって、ウィルコクソン符号付順

位和検定を実施したところ、同順位補正Ｐ値が0.037であり危険率５％で帰無仮説「事前と

事後では学習意欲に差はない」が棄却される。つまり、対立仮説「事前と事後では学習意欲

に差がある」が採用される。

学習習慣について、正規性の検定「ｐ=0.013」、ウィルコクソン符号付順位和検定で同順

位補正Ｐ値が4.42×10－６であり、事前と事後では学習習慣には差があることがかなり高い確

率で言えることが分かった。

有能感について、正規性の検定「ｐ=0.006」、ウィルコクソン符号付順位和検定で同順位

補正Ｐ値が0.03であり、事前と事後では有能感に差があることが分かった。

つまり、今回の授業により、学習意欲だけでなく、学習習慣や有能感までも有意差が認め

られた。このことから、学習意欲や有能

感が高まり、学習習慣に影響を及ぼした

と考える。

最後に、生徒に「ディジタルコンテン

ツは数学の意欲を高める」と思われるか

を質問した。回答は、事前と事後のアン

ケートと同じ４段階の中から選択させ

た。その割合を示したものが図９である。図９ ディジタルコンテンツは数学の学習意欲を高める
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「④当てはまる」又は「③どちらかといえば当てはまる」と回答した生徒の割合が８割を超

えるものとなった。

５ おわりに

本研究によって、関数領域でディジタルコンテンツを活用した授業を展開すれば、生徒に有

能感をもたせ、学習意欲が高まる効果が認められた。それだけではなく、学習習慣にも影響を

及ぼした。現在、様々なディジタルコンテンツがフリーソフトとして配信されている。是非こ

れを活用して、生徒に「数学が好き」と思わせるような授業をもっと展開したい。

しかしながら、毎時間ディジタルコンテンツを活用すればよいというものではない。実際活

用する時間が多かったのは、図４の中の1-5の比例のグラフの授業や1-6の比例のグラフの書き

方と特徴の授業や2-2の反比例のグラフの授業であり、突出して高いという結果とはならなか

った。どういう課題にどういうディジタルコンテンツを活用するべきかについては細部にわた

る研究が必要である。
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