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第 103 回 全国算数・数学教育研究（埼玉）大会 

中学校における「割合」の指導について 
～各学習領域の授業分析を通して考える～ 

東京都中学校数学教育研究会 研究部 教育課程委員会 

I 本研究の概要 

１ 動機とねらい 

割合の概念は，小学校算数科で重要な指導内容の一つである。算数科で学習する割合の概念は，数の

見方，計算の意味，数量関係の把握など，様々な指導内容との関わりが深い。また，他教科の学習や日

常生活においても割合の表現はしばしば使われており，身近な生活場面でも広く活用されている。し

かし，およそ 90％の小学校教師が「単位量あたりの大きさ」の学習について「児童が理解しにくい」

と感じている[国立教育政策研究所(2015)]など，長年，児童に割合の概念を定着させることに課題がある

ことが指摘されている。 

一方，中学校数学科で学習する割合は，小学校算数科に比べて抽象的なものを扱うことが多くなり，

日常生活や社会とつながりをもった基本的な割合はあまり扱われていないのが現状である。学習指導

要領においても，割合そのものは，中学校数学科の学習内容の位置付けとされているものではなく，あ

くまでも小学校でその多くを学んでくる既習の内容である。このようなことから，中学校数学科では，

割合の素地的な学習は小学校で一通り完結したものと見なされていて，中学校においてはより抽象的

な割合を中心に学習が進められている。数学の学習を進める中で，「割合が分からない」「割合は難し

い」と感じている生徒がいても，授業で割合の復習に多くの時間を費やすことはできない。その授業

は，当該学年の学習内容に基づく「本時のねらい」の達成のために行われるべきものであり，「割合の

概念を理解すること」はその授業の主たるねらいではないからである。 

中学校数学科における指導は，割合の概念を理解する上で，小学校算数科の指導と適切に接続され

ているのだろうか。小学校算数科で割合の概念が十分に理解できていなかった生徒は，中学校数学科

の学習の中で再度，基礎的な割合の意味や求め方を学ぶ機会を必要としているはずである。また，その

ような学習機会において割合の見方・考え方を働かせる活動に繰り返し取り組むことを通して，生徒

は，割合についての理解が一層深まり，割合の見方・考え方のよさや必要性を実感していくものと考え

る。 

本研究のねらいは，「割合とは見比べるところから生まれる概念である」ことを重視し， 

○ 算数科とのつながりを前提に，中学校での，どちらかというと抽象的な割合の指導を，できるだ

け具体性のある教材を用いて，適切でスムーズな接続が図れるものにすること 

○ 割合の概念の理解が不十分な生徒に，中学校の数学科における指導で再度，基礎的な割合の意

味や求め方を学ぶ機会を適宜与えられること 

○ 割合のよさや利用価値を知ることの学習経験を積むことによって，割合についての理解の深化

や，日常生活や社会の中で割合で表現したり考えたりする必要性を実感し得ること 

などを，中学校数学科の様々な学習場面において取り上げ，割合の指導をより効果的に扱うことを提

案するものである。 
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２ 研究の経過 

平成 24 年度，本委員会は，中学校の割合の指導として，ここで目指すべきものは， 

主たる学習内容の指導があり，その理解促進を図るために割合の見方・考え方を効果的に活

用することで，主たる学習内容の学びが深まると同時に，割合の再学習が可能となり，割合の

見方・考え方のよさを感得できる 

授業の構築であると考えた。そこで，授業の構成を練るにあたり，数学的活動を位置付ける上では，

「方法」「内容」「目的」の３つの側面があることを踏まえ，本委員会では，割合の指導の場面に限定し

て，その活動を「内容」面で次の４つに分類した。 

① 割合の意味を知る活動    ② 割合を求める，割合で求める活動 

③ 割合を読みとる活動     ④ 割合を利用する活動 

[都中数教育課程委員会(2013)] 

平成 25 年度以降，本委員会は中学校数学科の４領域において，割合の見方・考え方を生かせる内容

や，割合を扱う指導において難点といわれる内容等を取り上げ，学習指導案作成と授業実践，生徒の理

解・習得の状況等の実態調査，これらを基にした指導方法の工夫・改善の研究に取り組んできた。具体

的な研究内容は，次の表Ⅰ-２-１に示すとおりである。 

 

表Ⅰ-２-１ 平成 25 年度から令和元年度までの本委員会の研究内容 

研究年度 領域 学年及び単元 活動の分類 

平成 25 年度 Ｃ 関数 第２学年「１次関数」の利用 ③，④ 

平成 26，27 年度 Ｂ 図形 
第１学年「平面図形」 

おうぎ形の弧の長さや面積を求めること 
② 

平成 28，29 年度 Ｄ 資料の活用 第２学年「確率」の導入 ①，④ 

平成 30，令和元年度 Ａ 数と式 
第１学年「文字と式」の利用 

第１学年「方程式」の比例式 
④ 

[都中数教育課程委員会(東京都中学校数学教育研究会 研究発表収録，全国算数・数学教育研究大会 当日発表資料)をもとに作成] 

７年間に渡り研究してきたことに加え，この間に教科書改訂が行われたこともあり，中学校数学科

の検定済教科書を発行する７社の教科書について，同一の学習場面における記述の比較・分析にも取

り組んだ。以下，本研究報告では，Ⅱで，７年間で取り組んできた授業実践や分析について，領域ごと

に研究の概要と成果と課題について述べる。またⅢで，８年間の研究を総括し，生徒が割合についての

理解を深め，割合の見方・考え方のよさや必要性を実感できるような，中学校における「割合」の指導

の在り方について提案する。 
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II 各領域における授業実践と分析 

１ 関数領域 

(1) 授業実践の概要 

(ア) 単元 第２学年 「１次関数」 １次関数の利用 

(イ) 教材観 

本時は「１次関数」の単元のまとめの場面であり，与えられた場面から割合を読みとり，変化

の様子をグラフに表す活動を行う。容器に水を入れてからの時間と，水面の高さの変化との関

係を探る課題で，以下の２点がねらいである。 

・ 同じ底面積のもとでは，単位時間当たりの水面の上がり方が一定であること（比例） 

・ 底面積が変化すると，単位時間当たりの水面の上がり方も変化すること（反比例） 

比例と反比例の考え方の両方が複合しており，関係を適切に読み取ることを課題としている。

また読み取った関係をグラフに表し，グラフがそのようになる理由も説明させることで，根拠

を明らかにして説明する活動に発展させる。 

(ウ) 割合との関連 

２つの容器Ａ，Ｂに，同時に同じ割合で水を入れるとき，底面積が容器Ａの２倍である容器Ｂ

に入った水の高さは，常に容器Ａに入った水の高さの半分になる，すなわち，容器Ａを基準に

し，容器Ｂの水面の高さの変化の様子を，割合を用いて考えることとなる。場面を整理させなが

ら考えさせることを通して，比例や反比例の考え方，変化の割合について振り返ることをねら

いとしている。 

(エ) 授業の展開（概要） 

割合を読みとり，グラフをかく活動 

・ 図のような２種類の容器Ａ，Ｂに，同時に同じ割合で

水を入れます。図にあるように容器Ａに水が入ったと

き，容器Ｂに入った水の量はどのようになりますか。

図にかき入れなさい。 

 

・ 水を入れ始めてから𝑥分後の容器に入った水の高さを 

𝑦 cm として，変化の様子をグラフに表します。容器 A

に入った水の高さの様子がグラフのようになる時，容

器 B に入った水の高さの変化の様子を表すグラフはど

のようになりますか。 

 

・ 容器Ⅽに同じように水を入れた場合，グラフはどのよう

になりますか。 

 

・ 容器Ａ，Ｂ，Ｃに，同じ割合で水を入れるとき，底面積

と水の高さの増加量の関係にはどのような関係があるで

しょうか。 

 

O
x (分)

y(cm )

A

20cm

60cm

C
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既習の数学を基にして，図形の性質を見出し発展させる活動 

・ 図のような容器Ｄに，一定の割合で水

を入れ始めてから𝑥分後に入った水の

高さを 𝑦 cm としてグラフをかくと，

10cm 高さまでの様子に続けて，30cm

の高さまで水を入れたときの様子を

表すグラフを完成させなさい。またグ

ラフがこのようになる理由を説明し

なさい。 

(2) 成果 

 この授業の課題は，「ある量の割合をもとにして，それに関係する別の量の割合を導き出すことを

利用しグラフをかくこと」である。生徒のワークシートからも反比例の考え方と比例の考え方の両方

が出てきた。 

○ 底面積や容積の変化をもとにして，水の高さの増加量を割合で表現できる 

○ 底面積や容積の変化をもとにして，容器に水が満たされるまでの時間を割合で表現できる 

いずれの考え方になったとしても，授業では 26 名中 24 名（92％）が正しくグラフをかけ，26 名中

19 名（73%）が，「グラフがこのようになる理由」を説明できた。もとにする量を１とみて比較する考

え方が表れており，割合の見方・考え方が利用されている。「与えられた場面から，割合を読みとっ

て問題解決を図る」という本時の目標は達成することができたと考えられる。また，本時の目標にお

ける「グラフがそのようになる理由を，根拠を明らかにして説明する」について，殆どの解答が割合

を根拠にしていた。 

(3) 課題 

26 名中 7名の生徒の解答から，次のような課題があった。 

①  数量の変化の様子を調べるのに，倍の考えを用いた説明になっていなかった 

解答例「容器が小さくなるほど水のたまるスピードが速くなるから」 

②  １つの数量の変化には着目できたが，２つの数量関係にまで着目できなかった 

解答例「1段目の底面積は 600cm2，2段目は 400cm2になる→2/3 になるから」 

③  ２つの数量関係に着目できたが，言葉による説明が十分でなかった 

解答例「10 上がるたび，前の段とくらべて，底面が 1/3 へる」 

②③では，表現が不十分な点があるものの，グラフがそのようになる理由を説明するために，その根拠

として割合を用いようとする意図は読み取れた。 

(4) 本授業におけるまとめ 

割合でくらべなければならない状況，割合でなければ的確に表現できない状況を意図的に設けた。

今回の授業研究では，ともなって変わる２量を見つけて，その２量が比例や反比例の関係にあること

に着目しながら割合を読みとり，利用する問題場面であった。生徒が割合を根拠として，グラフがその

ようになる理由を説明することはおおむね達成できたと考える。この割合を根拠にしてグラフの形状

を決定する活動が，１次関数の利用の学習と割合の学習とを融合させた指導といえる。 

 

 

20cm

10cm

10cm

10cm

10cm

10cm

10cm

D

30cm

30cm
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２ 図形領域 

(1) 授業実践の概要 

(ア) 単元 第１学年 「空間図形」 図形の計量 

(イ) 教材観 

本時は「おうぎ形の弧の長さと面積」の単元の計量の場面であり，与えられた場面から割合を

読みとり，弧の長さや面積を求める活動を行う。もとにする量と，くらべる量が何にあたるのか

を探り，その割合を用いる課題である。ここでのねらいは， 

・ 円を全体，おうぎ形はその一部としてみること 

・ (くらべる量)＝(もとにする量)×(割合) であること 

・ 割合は同種の量をくらべた値であるので，ここでの割合は，(弧の長さ)/(円周の長さ)であるこ

と 

・ おうぎ形の中心角の大きさと弧の長さは比例することから，(弧の長さ) / (円周の長さ)＝(中心

角の大きさ) / 360 であること 

これらを適切に読み取ることである。a / 360 の「割合」としての意味を考えさせ，読み取った関

係を用いて，おうぎ形の弧の長さと面積を求める活動に発展させる。 

(ウ) 割合との関連 

おうぎ形の弧の長さを求めることは，円周の一部の長さを求めることである。その一部の長

さが円周の長さとの比較を通して，どの程度であるかを考えることが必要となる。つまり，おう

ぎ形の弧の長さや面積を求める学習では，円との対比を十分に考えさせることが何よりも重要

である。さらに，ここでの知り得るべき割合とは，単に「長さ」を比べるだけでなく，「長さ」

にともなう「角度」を比べるといった関数的な見方がもたらす割合であり，数学の有用性を実感

できる場面ともいえる。おうぎ形の計量は，「割合」の考えを利用しての問題解決の場であり，

「割合」の考えのよさや利用価値の感得できる学習を通して，生徒に少しでも苦手意識を軽減

させることをねらいとしている。 

(エ) 授業の展開（概要） 

もとにする量，くらべる量を読み取り割合を求める活動 

・A さんはパーティでかぶるため，画用紙からおうぎ形を切り取って 

右の写真のような三角帽子を作ることにしました。サイズを検討したところ 

おうぎ形の半径を 45cm，弧の長さは 15πcm(およそ 47cm)にすることに決め 

ましたが，画用紙に半径 45cm の円をかいた後，そこから弧の長さ 15πcm の 

おうぎ形の作り方が分かりません。 

半径 45cm の円の中に，弧の長さ 15πcm のおうぎ形は 

どうすればかけるでしょうか？ 

・A さんはお父さんもパーティに参加するため，大きめの三角帽子を 

作ってあげることにしました。半径は 45cm のままで，弧の長さ 

18πcm のおうぎ形を作ります。中心角は何度にとればいいでしょうか？ 
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見方を変え，割合を求めさせる活動 

・半径 5cm の円の中に，中心角が 144°のおうぎ形がかかれています。 

このおうぎ形の弧の長さは円周の長さの何倍になるでしょうか？ 

また，その長さを求めてみましょう。 

(2) 成果 

この授業の課題は，「割合を用いて，おうぎ形の弧の長さの求め方を理解させること」である。生

徒の授業中の内容や演習の反応から，もとにする量，くらべる量の確認を行い，割合を求めた上で，

それを用いて，「おうぎ形の弧の長さと面積」を求めることができるようになったと考えられる。  

またこの授業とは別に，中心角は面積，弧の長さと比例していることを確認した後，中心角 1°のお

うぎ形をもとにした考え方を取り上げ，もとにする量を１とみて比較する考え方を取り上げたことに

より，これを 1 あたり量として扱い，その a 倍として中心角 a°のおうぎ形の場合を考えることがで

き，「中心角 a°のおうぎ形の弧の長さや面積は，円周の長さや円の面積の a/360 倍である」ことの理

解につながった生徒も見受けられた。本時の目標である「与えられた場面から，割合を読みとって問

題解決を図る」ことは，達成することができたと考えられる。 

(3) 課題 

見方が変わる場面では，中心角全体 360°に対して，おうぎ形の中心角がどれくらいの割合になって

いるか，などの補助的な発問が必要であるように感じた。また，見方を変える前の場面で扱った問題が

中心角 72°であったため，その問題と関連づけて比例の考えを使って答えを出すというように解答す

る生徒もいた。ここでは，360°に対する中心角の割合，という意識をしっかりともたせて解決させた

いため，本時で扱っていない大きさ（扱う数が単純に倍になっているような関係を避ける）を設定する

必要がある。 

(4) 本授業におけるまとめ 

おうぎ形の弧の長さや面積を求める学習では，円との対比を十分に考えさせることが何よりも重要

であり，今回の授業研究では【比べる】という学習活動を特に重視した。生徒が，円全体とおうぎ形に

着目しながら，もとにする量とくらべる量の割合を読みとり，それを用いて「おうぎ形の弧の長さと面

積」を求めることはおおむね達成できたと考える。おうぎ形の計量指導は，これまで学習してきた割合

の概念的な理解が特に必要であり，既習の図形である円を「割合」でつなぐことで，新たな図形である

おうぎ形を認識していく学習活動であるといえる。適切な課題を設定することにより，主たる学習内

容の学びが深まると同時に，割合について再学習する機会となり，割合の見方・考え方のよさを感得さ

せることができたといえる。 

 

３ 資料の活用領域 

(1) 授業実践の概要 

（ア）単元 第２学年 「確率」 （導入の前の位置付け） 

（イ）教材観 

「確率」とは，あることがらが起こると期待される程度を表した「割合」であり，「どのくらい

起こるか」「どれほど頻繁に起こるか」を示すものである。確率の学習は，まさに割合を日常生活

や社会で利用する場面であり，割合の考え方を用いる必要性を実感できる学習内容といえる。 

5cm 

144° 



－教育課程 7 － 

本時の授業では次の２点をねらいとする。 

・ことがらの起こりやすさを比較するためには，割合の概念が必要であることに気付かせる 

・あることがらの起こりやすさを，割合の考えを利用して比べられるようにするとともに，割

合の考えを利用することのよさを感じられるようにする 

（ウ）割合との関連 

くらべる基準が多岐にわたる商店の景品としてのくじ引きという場面を設定し，様々な視点か

らくらべることを通して，割合の考え方にたどり着くように展開していく。くらべる対象となる，

もとにする量が異なれば，同じ数量でもくらべる量のもつ意味は変わってくる。そのような場面

では割合で比べなければならないことに気付き，生徒の損得についての議論は割合を用いて進め

られる。後日，その値はくじを引くときのあたりの確率となることを学習するが，本時は不確定な

事象についての起こりやすさの程度を，割合を用いて数学的に表現できることに気付かせること

をねらいとしているので，「導入のための導入」として位置付け，「確率」という用語は使わない。 

（エ）授業の展開（概要） 

課題 ２つの商店 X，Y が，それぞれの店で使える商品券を景品として，はずれくじなしの次

のようなくじ引きをしています。どちらかの店で１回くじを引くことができるとき，あな

たなら，どちらの店でくじを引きますか。 

 

 

 

 

 

 

 

この課題について，①個人で考え，②グループ，③全体で討議・共有し，最後に④個人で考え

るという授業展開で行った。 

 

(2) 成果 

生徒の変容（表Ⅱ-３-１）と代表的な意見（表Ⅱ-３-２）を表にまとめた。 

表Ⅱ-３-１ 生徒の変容（①と④の個人の考えの変容） 

 a 等級に注目 b 金額に注目 c 全体に注目 計 

A 割合を利用 3→7 12→24 0→27 15→58 

B 割合を利用しない 13→8 59→34 5→0 77→42 

計 16→15 71→58 5→27  

(数値の単位：人) 

 

①と④の個人の考えを比較すると，以下のように変容があった。 

・割合を根拠として考える生徒が 15 人から 58 人に増加した 

・①では「Ａ割合を利用」の「c 全体に注目」に分類される意見は 0 人であったが， 

④では 27 人になっている 

 

X 店 等級 １等 ２等 ３等  

 景品 1000 円券 500 円券 200 円券  

 本数 20 本 180 本 600 本  

Y 店 等級 １等 ２等 ３等 ４等 

 景品 2000 円券 1000 円券 150 円券 100 円券 

 本数 10 本 90 本 500 本 600 本 
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表Ⅱ-３-２ 生徒の代表的な意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめは割合を用いず課題を解決しようとしていた生徒が，割合を用いた説明を聞いたり，グルー

プとして割合を用いて考えてみたりする中で，課題解決に割合を利用することに価値を感じ，割合を

利用しようとする態度を育むことができた。また，割合の基本的な考え方を，課題解決に利用していく

中で，再確認することができた。さらに，対話的な学びの場面では，人に考えを説明するときに，説得

力をもたせるようにするために割合が利用できるということを，生徒は学ぶことができた。 

(3) 課題 

白紙や「夢がありそう」「第六感」など，数学的な考えを用いて比較を行っていない生徒が①では 42

人いた。討議後も割合を利用する姿勢を見せない生徒は 34 人いた。このことから，人数は減ったもの

の，まだ割合についての考えは定着していないと考えらえれる。 

(4) 本授業におけるまとめ 

本授業では，本数の母数が異なるくじを設定し，割合を用いて解決・説明する場面を設定した。1 回

の授業の中で，生徒の「割合を利用しよう」とする態度に変容があった。中学校での数学の学習におい

ては，割合を課題解決に利用する場面を適宜設定することが，生徒がすすんで「割合を利用しよう」と

する態度を育むことに有効的であることが分かった。 

しかし，数学的な考えを用いず直感的に考えた生徒も一定数いた。本時の課題は，等級・金額・本数

と様々な視点がある。課題設定や課題提示の方法，発問の工夫をし，この視点をどのように捉えていく

のか，生徒の実態に応じて授業展開していくことが大切である。 

 

４ 数と式領域 

(1) 授業実践の概要 

【指導案Ａ】 

（ア）単元 第１学年 「文字と式」 文字式の活用 

（イ）教材観 

文字と式の単元は，中学校数学の全ての領域と関わりが深い。また，それぞれの領域の基礎となるも

のとして重要な位置を占めている。日常生活などにある数量や関係を，具体的な数ではなく，文字や文

字式で記述することにより，簡潔且つ一般的に表現することができる。また，その文字式を目的に応じ

て変形することができ，発展的な考え方もできるようになる。 

 

 a 等級に注目 b 金額に注目 c 全体に注目 

Ａ割合を 

利用する 

X 店は１等が当たる確

率が に対して，Y 店

は確率が だから 

X 店は 1000 円が当たる

確率が に対して，Y

店は確率が だから 

1 本あたりの値段が X

店は約 287 円で，Y 店

は約 204 円だから 

Ｂ割合を 

利用しない 

1 等と２等の本数の合計

は X 店が 200 本で，Y

店は 100 本だから 

1000 円以上が X 店が 20

本で Y 店が 100 本だか

ら 

あたりくじの景品総額

は X 店が 230000 円で Y

店が 245000 円だから 
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（ウ）割合との関係 

割合の考え方を用いて問題を解決する際，具体的な数において考える生徒が多い。文字を使用する

ことで一般化することの有用性を考えた上で，割合を用いた表現の方法を学ぶことを目指す。 

（エ）授業の展開（概要） 

日常生活での場面から，式を立てて検討する活動 

・ ある商店で，原価に３割の利益をつけて販売しようとしたが，なかなか売れないので値引きす

ることにした。店長は，「定価の３割引きで売れば，少なくとも損は出ないだろう。」と言った。

店長の言うことは正しいだろうか。 

→割合の考え方を用いた正しい考え方ができるかどうかを確かめる。また，割合を文字式

で表すことで，一般的に考えられることを想起させる。 

・ 定価の３割引きで売った場合，原価に対して何％損をしているのかどうか分かりますか。 

→「３割の利益をつける」場合と「３割引き」の場合では基準量が異なることを確認させ

る。また，差を文字式で表し，割合を読み取る活動をすることでどんなときでも言える

ことを理解させる。 

・ 損を出さないためには，定価の何％まで値引きできるでしょうか。 

→文字を用いて一般化することで，原価の値によらず，値引きできる割合を考えることが

できることを確認する。 

 

【指導案Ｂ】 

（ア） 単元 第１学年 「方程式」 方程式の活用 

（イ） 教材観 

最終的には，割合を分数の形で用いるのではなく「比」の形で用いて課題解決させたい場面である。

初めの課題解決では，(くらべる量)＝(もとにする量)×(割合)を用いて解決する生徒が予想される。

ここでは割合の復習も兼ねて丁寧に扱い，その後「比」を用いて解決する方法を考えさせていく。２つ

の数量を，単純に横に並べてくらべることができる「比」のよさを感じさせながら，比例式を立式さ

せ，既習の方程式に帰着させて課題を解決させたい。比例式を方程式に帰着させることから，方程式の

復習も行いながら，既習内容とのつながりを意識させたい場面である。 

（ウ） 割合との関連 

対応する数量どうしを適切にとらえ，割合の関係を表す比例式を学習し，それを比の性質を用いて

方程式に帰着し，解決できることのよさを感得することで，割合の関係をいろいろな形で立式できる

ことを理解させる。 

（エ） 授業の展開（概要） 

・ ここに，小麦粉 100g，砂糖 40g で作ったクッキーＡと，小麦粉 150g，砂糖 50g で作ったクッキー

Ｂがあります。どちらのクッキーが甘いでしょうか。 

→２つのクッキーの甘さを比べるためには，割合を用いることが有効であることを確認する。

また，割合を用いて課題解決しながら，割合の復習を行う。 

・ クッキーＡと同じものを作るには，小麦粉何 gと砂糖何 gだったら作れますか。 

→「比」の形で割合を表す方法に着目させ，「比の値」を確認し「比例式」を学習する。 
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・ クッキーを作るために，小麦粉 200g と砂糖 120g を混ぜました。これと同じ甘さのものを作るの

に，砂糖が 90g しかありません。小麦粉を何 g混ぜれば良いでしょうか。 

→方程式の文章題と同じように求める数量を文字でおき，比例式を立式して，方程式へと帰着

する。比例式の解き方を学習する。 

・ (1) 𝑥:9=4:3     (2) 8:5= 𝑥:6     (3) 5:2=20: 𝑥 

→比例式の解き方を練習する。 

(2) 成果 

・ 今回の実践では，第１学年の比較的早い時期の授業であった。中学校入学の時点で，多くの生徒

が，割合の考え方を十分に理解できていないことが再確認できた。 

・ 授業の目的を達成するために，割合を用いることが一つの手段になる場合，割合を考えさせる場

面をうまく設定することで，割合の再学習場面が生まれ，割合の理解が深まることが分かった。 

(3) 課題 

・ 生徒解答から，割合の課題として，次のような点が挙げられた。 

① 特に苦手な生徒は「割合でくらべるのか，差でくらべるのか」の判断が難しい 

② 割合で比べると判断できる生徒でも「もとにする量が何なのか」の判断が難しい 

・ 授業そのものの目的が直接割合と関連していない，または割合の復習ではない中で，割合を考え

る場面をうまく設定することは，まだまだ精査していく必要がある。 

・ 割合を用いる場面をうまく設定しても，教師側が割合を提示する方法を，それぞれの授業で工夫

してかなければならない。 

(4) 本授業におけるまとめ 

指導案Ａでは，原価にかかわらず，割合を用いて利益をつけたり割引をしたりして，損得を考えさせ

た。文字を使うことで，原価をいくらにしても同じように考えられ，一般性をもたせることができると

いう，文字のよさに気づかせたい内容であった。 

発展コースの 96％の生徒が店長の言うことは正しくないと答えた。このうち 88％は具体的な数にお

いて計算し，正しくないことを説明している。文字を用いて説明した生徒は 4％だった。「文字で考え

れば原価がいくらであっても店長の言うことは正しくないことが分かる」という生徒の発言により，

文字で考えることの有用性に気づいた生徒もいた。『損を出さないためには，定価の何％まで値引きで

きますか。』この問いは「３割で損をしたのだから２割引きである」と答えた生徒がほとんどであった。

その中には，𝑥 × 1.3 × 0.8 = 1.04𝑥と文字を用いて式を立てる生徒が見られた。しかし「もっとぎりぎ

りまで値引きするためにはどうすればよいか」と尋ねると，具体的な数で表す生徒が多かった。 

一方，割合についての理解が不十分な生徒は，文字式を用いることで抽象性が増し，割合の再学習ま

で至らない生徒が多くみられた。また，文字を使うことが難しい生徒には「100 円の原価に 3割の利益

をつけ 3 割引すると？」と，まず具体的な数で割合を考えさせたが「100＋30－30＝100 で，損はない」

と解答する等，もとにする量が何になるのかを判断できない生徒が多くみられた。文字式のよさを感

得させたい授業ではあるが，割合を利用する場面設定を行ったことで，生徒が割合を用いて課題解決

を試みる過程では，割合の再学習ができたと感じた。 

指導案Ｂでは，同じクッキーを作るときの，砂糖・小麦粉・クッキー全体の割合を「分数」の形で表

したり「比」の形で表したりしながら，課題解決をする過程を通して，比例式の導入をスムーズに行う

とともに，割合の理解を深めることを目的とした。 
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例えば，砂糖 200g と小麦粉 120g で作ったクッキーと同じものを作りたいとき，小麦粉 90g では砂

糖はどれくらいかと聞くと「砂糖と小麦粉それぞれ 30g ずつ減らして，砂糖 170g と小麦粉 90g」と解

答するように「差でくらべるのか，割合でくらべるのか」に混乱している生徒の様子がみてとれた。ま

た，割合でくらべようとする生徒は，砂糖 200g と小麦粉 120g のように，具体的な数があるときには，

ほとんどの生徒が 120/200 や 120/320，200/120 など，分数の形で割合を記述できていた。しかし２つ

の割合を等式で表すときに，砂糖/小麦粉＝小麦粉/砂糖のように，分母と分子を逆にしていたり，比の

形では前項と後項を逆にしていたりする生徒が多くおり「何がもとにする量なのか」という判断に難

しさがあると感じた。このような場面では，教師が「もとにする量はなんですか」というような問い返

し等をして，一つ一つ整理することで，割合のより深い再学習をさせることができた。 

 

III 本研究のまとめ 

１ 授業実践の総括 

割合を用いて知ることや解決すること，表現することは，日常生活や社会において様々な場面で用

いられる。しかし，「割合」は中学校の学習の主要な指導内容とは言い難く，割合をもとに量を比較す

ること，式やグラフを割合でとらえたりすること，ともなって変わる割合を考察することなどの，割合

の有用性やよさを指導する場面は少ない。だからといって，割合の求め方に多くの時間を費やし補う

ことは現実的にもできないだろう。 

そこで本委員会は，これまで述べてきたとおり，中学校数学科の４領域において，割合の見方・考え

方を生かせるような内容や，学習指導案作成と指導実践，理解・習得の状況等の実態調査，これらを基

にした指導方法の工夫・改善の研究に取り組んできた。その目的は，中学生の「割合」に関する理解の

状況を，中学校数学科の４領域から考察するとともに，その結果に基づいて，主たる学習内容とともに

「割合」に関する理解を深めるための内容，方法を検討して，中学校数学科における「割合」に関する

再学習指導を立案，改善するための具体的提案を行うことである。 

中学校数学科において「割合」を指導することの意義を，本委員会は次のように考える。 

① 社会生活などの様々な場面において，データを分析したり，割合を用いて数値化し，その傾向

を踏まえて予測を立て課題を解決したりすることが求められている。 

② 国際数学教育調査(TIMSS 等)における中学生の割合に関する達成度は低く，苦手意識を感じ

ている生徒が多い。 

③ 割合を根拠とする数学的推論能力や，数学的な思考力・判断力表現力の育成を図る。 

④ 数学の有用性を感得することができる。 

 

本委員会が取り組んできた授業実践の内容を，表Ⅲ-１-１に総括する。その表から，本研究の特徴と

して次の点が挙げられる。 

① 割合の見方・考え方を生かし，「割合」に関する理解を深めることのできる学習指導案及び授

業実践を，中学校数学科の４領域全てにおいて作成・実践できたこと 

② 割合の指導の場面において数学的活動を「内容」面で分類した４分類全てを実践できたこと 

③ 授業で扱う問題の解決において利用する「割合の３用法」を網羅したこと 
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表Ⅲ-１-１ 各授業実践における割合の学習内容 

 授業実践１ 授業実践２ 授業実践３ 授業実践４ 

領 域 Ｃ 関数 Ｂ 図形 Ｄ 資料の活用 Ａ 数と式 

単 元 １次関数 空間図形 確率 文字と式 方程式 

教 材 
・時間にともなう水面の

高さの変化 

・おうぎ形の弧の長さと

面積 

・くじの当たりやすさに

よる商店選び 

・３割の利益と３割引き 

・クッキーの甘さ 

活動の

分類 

③割合を読みとる活動 

④割合を利用する活動 

②割合を求める，割合で 

求める活動 

①割合の意味を知る活動 

④割合を利用する活動 

④割合を利用する活動 

比較の

対象 

単位量の大きさ 

(１分あたりの水面の 

高さ) 

部分：全体 

(おうぎ形と円) 

部分：全体 

(各等級の本数と 

くじの総数) 

部分：全体(定価と原価) 

部分：部分(小麦粉と砂糖

の量) 

割合の

表現 

・倍 

・グラフの傾き 

・倍 

・比の値 

・比の値(確率の考え) ・歩合 ・百分率 

・比の値，比 

割合の

３用法 
第３用法 第１用法 第１用法 

指導案 A 第２用法 

指導案 B 第１用法 

割合と

の関連 

・比例（時間にともなう

水面の高さ） 

・反比例（(底面積にとも

なう水面の高さ) 

・比例 

(長さにともなう角度) 

もとにする量が異なる 

２つの事象の比べ方 

割合の関係から比例式を 

導入 

ここで，「割合の３用法」とは次に示すとおりである。 

割合の第１用法 （割合）＝（比べられる量）÷（もとにする量） 

割合の第２用法 （比べられる量）＝（もとにする量）×（割合） 

割合の第３用法 （もとにする量）＝（比べられる量）÷（割合） 

 

２ 本研究を通して得られた成果 

割合は小学生がつまずきやすい算数の単元の一つとして挙げられるが，授業実践やワークシート等

の分析を通して，生徒がつまずくポイントとして，以下の３点に整理できる。 

① 「割合でくらべるのか，差でくらべるのか」の判断ができないということ 

② 「もとにする量」「くらべる量」がなんであるかの判断が難しいということ 

③ 割合を考える際，割り算をする理由や，その商が表すものがなんであるかの理解が欠如して

いること 

多くの生徒が「割合」に対して苦手意識を感じている。本委員会で提案した授業は，「割合」の考え

のよさや利用価値を感得できる学習を通して，その意識を少しでも軽減させたいというねらいがあっ

た。単に割合を求めたり，割合からもとにする量や比べられる量などを求めたりする知識・技能的な理

解だけではなく，割合の考えを利用し，量を比較したり物事を考察する力を育むことを目指している。 

研究を進める中で，授業の目的を達成するために，割合を用いることが一つの手段になる場合，割合

を考えさせる場面をうまく設定することで，割合の再学習場面が生まれ，割合の理解が深まることが

分かった。はじめは割合を用いず課題を解決しようとしていた生徒が，割合を用いた説明を聞いたり，

グループとして割合を用いて考えたりする中で，課題解決に割合を利用することに価値を感じ，割合
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を利用するようになった。また，はじめから割合を用いて考えた生徒は，割合が自分の考えの根拠にな

ることを理解し，割合の価値を深く認識するようになったといえる。 

このことから，割合を課題解決に利用する場面を設定することで生徒が進んで割合を利用する態度

を育むことができた。割合を使わなければならない状況や，割合でなければ適切にくらべられない状

況を意図的に与え，割合の考えを十分に引き出し意識的に印象付ける指導を行い，また性急な公式化

に陥らない指導をすることにより，主たる学習内容を深めることができることがわかった。 

 

３ 本研究を通して明らかになった課題 

前述のとおり，割合は中学校の学習の主要な指導内容であるとは言い難く，他に主たる学習内容が

ある。しかもその内容は，学習が進むにつれ抽象性が増し，もともと割合についての理解が不十分な生

徒にとっては，割合の再学習まで至らないという事態が見られた。教師は，Ⅲ-２に挙げた「生徒が割

合で躓く４つのポイント」を意識して授業を展開する必要がある。また，授業での生徒の反応から，ど

うしても問題文にある値（量）そのもの，つまり結果的に分かりやすいものに引っ張られる傾向がある

と考えた。さらに，一概に割合といっても，割合には３つの用法があり，そのどれを用いるのか適切に

判断するところには難しさが残っていた。例えば「数と式」単元の比の学習において２つの割合を等式

で表すときに，『砂糖/小麦粉＝小麦粉/砂糖』のように分母と分子がひっくり返ってしまうなど，「何が

もとにする量なのか」という判断の難しさは，なかなか払拭されない。教師が「もとにする量はなんで

すか」というような問い返し等をして，一つ一つ整理するなど，きめ細かい指導が必要である。 

授業を通して，割合を利用する態度を見せない生徒はどうしても一定数いる。そのため，様々な単元

や各学年で割合を用いた指導を行い，割合についての理解を定着させていく必要がある。これまで挙

げてきたような授業実践の積み重ねにより，ようやく割合の習熟に繋がる。 

 

４ おわりに 

知識や技能の面の多少の補充はあっても，割合をもとに量を比較すること，式やグラフを割合でと

らえたりすること，ともなって変わる量を考察することなどの，割合の有用性やよさを指導する場面

は少ない。扱うとしても抽象的なものが多く，小学校で割合の理解が不十分な生徒に対して「割合が分

からない」という気持ちを助長しかねない。 

一方，日常生活や社会においては割合を用いて知ることや解決すること，表現することは多い。過去

7年間の研究では，できるだけ具体性があり，日常の場面に即した問題を提示する授業展開の工夫を提

案してきた。それでも，授業そのものの目的が直接割合と関連していない中で，割合を考える場面をう

まく設定することには，まだまだ精査していく必要があると感じている。そして割合を用いる場面を

うまく設定しても，教師側が割合を提示する方法を，それぞれの授業で意識的に工夫していかなけれ

ばならない。これまでに挙げた授業を実践する中で，生徒は割合の考え方を確認し，それを使って問題

を解決することできることを感じ取ることができた。しかし，数回の授業では割合の考え方を生徒に

定着させるのは難しいということも再確認した。これまで行ってきた実践を積み重ねることで，よう

やく割合の習熟につながるものと考える。このようなことを，我々教師側は意識して，日々の授業を実

践し，今後も継続して授業改善を目指していかなければならない。 
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