
39

10・4　理窓

　今回は、東京理科大学数学教育研究会（以下、
理数研と略記）発行の教科書「予測のための中等
数学」の第2巻の紹介をさせていただきます。
　第2巻では2つの内容（Ａ　一次関数、Ｂ　変
換）が学習できるように企画しました。その目次
は以下のようにしました。
　 2 －Ａ　一次関数
　　§1　直線とグラフ
　　§2　一次関数の利用
　　§3　直線の利用（新幹線のダイヤ）
　 2 －Ｂ　変換
　　§1　部屋中の世界
　　§2　自然の世界の基本図形
　　§3　宇宙空間と人工衛星
　2－Ａでは、第1巻（1－Ａ）の比例の考え方を関
数として捉え、さらに、我々がもっとも身近に体
験する一次関数を取り上げました。§1において、
2つの量の間の関係を式で表すとともに、それを
グラフで表現することの良さを実感させます。と
くに、直線のグラフと一次関数の対応を考察し、
連立一次方程式の解をグラフで求めることを理解
させています。§2では、一次関数を利用する教
材として、ばねばかりや時計を取り扱い、身近な
問題解決を経験させることができます。さらに、
直線的に変化する量の関係を近似直線で表し、未
知の値を予想させる活動をさせることができま
す。§3は、新幹線のダイヤを作成する活動を通
して一次関数の有効性を認識させ、現在の新幹線
において新たに列車を増やすことが可能かを考え
させます。
　次に、2－Ｂについて述べます。第1巻（1－Ｂ）
では、図形の量的な面（長さや面積）に着目しまし
たが、ここでは形について変換を通して学習する
ようにしました。§1では、身近な場面から平行

線を見出し、その性質について考えさせます。さ
らに、三角形の合同条件を考察し、合同変換や平
面を三角形で被覆する活動を経験させ、図形を数
に変換することを理解させます。§2では、自然
の中に存在する形に注目し、それらを形作る基本
図形（三角形・四角形・円など）について考察さ
せています。その図形を通して対称変換・回転変
換などの合同変換を認識させています。 §3にお
いては、宇宙空間から人工衛星で地球を眺めると
いう架空体験を通して、円の性質（円周角・接線・
外接円・2円の交わりなど）について考察させ、地
球表面を覆うのに人工衛星は何台必要かを考えさ
せています。
　数年前の著者の調査によると、社会的問題を関数
としてとらえたり、図形を移動させ考察したりする活
動は一般的には実施されていないことが明らかにな
りました。この教科書では、関数や図形の変換を用い
て問題解決を図る活動を多く取り入れ、現実問題を
考察する学習ができるように工夫がされています。
　なお、教科書に対するご意見やご感想および販
売に関しては、理数研ホームページ

http://semtus.sakura.ne.jp/
をご覧ください。

４　対称軸の個数を求める。

（1） 2等辺三角形
 対称軸が1本

（2） 正三角形
 対称軸が3本

（3） 平行四辺形
 対称軸はない

（4） 長方形
 対称軸が2本

教科書第2巻　95頁より抜粋

（東京理科大学数学教育研究会会長　　　　
池田文男・東京理科大学理学部数学科教授）
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