
碁石の入れ換えゲーム

1　課籠

右のように碁石がならんでいる。次のようなルー

ルで碁石を移動するとき、最低何回で入れ換えるこ

とができるか。また、石の数が変わっていくときの

規則を見つけよう。

〈ルール〉

①　横があいているときは、横へ1つだけずらす

ことができる。

②　異なる色の石は、1つだけなら飛びこすこと

ができる。

③　同じ色の石は、飛びこすことができない。

ゲームのルールを、自と黒の碁石が1個ずつの場合で説明する。そのあと、練習として2個ず

つの場合は、最低何回で入れ換えることができるかに取り組ませる。このとき、動かし方を必ず

ワークシートに記録させる。

試行錯誤で課題に取り組んだ後、石の数がかわっていくときの規則性について考えさせる。な

お、実施の時期としては、3年生か2年生の関数教材が終わってからが望ましいと思われる。

2　課題の解説

（り　課題の解決

規則性の見つけ方としては、次のような考え方があると思われる。

①　結果の表から帰納的に考える。

け）最小手順数の増えかた（階差）が

5、7、9、11‥・と規則的
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②　動かし方から帰納的に考える。

ワークシートを見て右への移動、左への移動を抜き出してみる。

右への移動……△　　左への移動・…‥×　、一′＼ノ【ゝはジャシプして移動したところ



ワークシート（石の動かし方の記録）

1個 △×△
ヽ＿′■ヽ－

111

2個　　△××△△××△
ヽ〈　　　ヽノ′ヽ＿′ヽ／ヽ　　、ヽ．／ヽ＿

12　2　2　1

3個 △××△△△×××△△△××△
ヽヽ．′・－　　　ヽノW W　　　ヽ′ヽJ■ヽノヽ　　　ヽJ、

＼

12　　　3　　　3　　　3　2　1

4個　　△××△△△×××火△△△△××××△△△××△

12　　　3　　　4　　　　4　　　　4

3手

8手

15手

ヽノW　　　ヽ．′　、

3　2　1　24手

石の動かし方の記録から帰納的に考えると

最小手順＝1＋2＋3＋‥＋（石の数）＋（石の数）＋（石の数）＋・・＋3＋2＋1

で計算できる。



③　動かしカから演線的に考える。

（j他の壌合】右図のように、移動前と藤

動後め石の位置に連日してみると、石はそ

れぞれ4ヤスだけ移動している。石は全部

で6個あるので右の穆劫距離合計は4×6

である。しかし、央隙はジャンプしている

ので、最小手順は石の移動距船倉針からジャ

ンプ国数を引いたものと年る。1つの石は、

異なる色の石の敷拗ナジャンプしているの

で、ジャンプ回数の合計は鹿石の数）火

（白石の赦）＝3×8である。よって1最

小芋版はヰ×6－3×3＝15である。

【h個の蝮釦　n他の場合、石の移動距離

はn＋1である。石の数はあわせて2n佃

あるので、右の移勅鮭離合計は2h（n＋

1）。それからジャンプ回数h，をびけば

最小手順h量＋2hが求められる。

（3偶の場合）

、ご、－こ三▲こニノて′

石の移動距離

石の移動距離合計

ジャンプ回数

最小手順＝4×6－3×3＝15

（n偶の場合）

石の移動距触

石の移動距離合計

ジャンプ回数

（穆勅灘）

（移動後）

4

4×6

3×3

h＋1

2n（h＋1）

ni

最／ト手順＝2n（n＋1）－n倉ヒムl＋2n

いずれの考え方でも右の薮をh個として一艇化すると、最小手順はn，＋2hになる。最終

的に規則性をどこまで見っけ出すかは、実施する学校の生徒の実態や奥地する単年、時期によ

るであろう。

（2）条件の一部を変えた課債の設定

脾趨の条件の一郎を変えて間組をっくり、自分が取り組む課掲を酸走する。変える条件とし

ては、「白黒の碁石の数を異なる数にする」「白熊の碁石問の間隔を変える」「片カだけの碁

石を増やす」などがあるが、これらの条件を組み合わせることによって、さまざまな課題を駿

定することができるd

①　自の碁石と黒の碁石の個数の差が1の場合（間隔は1）

ヰ紅玉 【自1、間1、泉2］と表すことにする。

自の碁石と泉の碁石の差を1にして、それぞれ1個ずつ増やしていくことにする。なお、

白い碁石と黒い碁石の間隔は1のままとする。



（ア）帰納的に考える

【自1、問1、崇2】　△××△×

12　11

【自2、脚1、鮨3】　△××4△×××△△×

12　2　、3　2　1

伯3、間1、黒4】△××△△△××××△△△×××今△×

12　　3　　4　　　3　　3　2　1　　　19手

1十2＋3‥＋（黒石の数）＋（白石の数）＋‥＋3＋2＋1＝最小手順

碁石を実際に動かし、ワークシートの碁石の動かし方の記録から帰納的に考えると、

最小手順＝i＋2十3＋‥＋（輿石の数）＋（白石の数）＋‥＋3十2＋1

になっていることが分かる。

け）演繹的に考える。

白の碁石の数をnとすると窯の碁石の数

はn＋1で、自の碁石の移動距離は、（黒

い碁石の数）十（間隔）なので、（n＋1）

＋．1＝n＋2である。また、黒い碁石の移

動距離は、（白い碁石の数）十（間隔）な

のでn十1である。碁石の移動距離の合計

からジャンプ数をひけば最小手順が求めら

白石の数をnとすると

・白石の移動距離合計　（h十2）×n

・黒石の移動距離合計　（p十1）×（n＋1）

・ジャンプ回数　　　　　nx（n十l）

・最小手順＝（n＋2）×n＋（n＋1）×（n＋1）

－nX（n＋1）＝n，＋3’n＋1

れる。

◎　白の碁石と熊の碁石の数は同じで間隔が2の場合

間隔を2にして、自と黒の碁石を1つ

ずつ増やしていくことにする。碁石を実

際に動かし、最小手順を求めると右図の

ようになるが、問隔を2以上にした場合

は、碁石の動かし方が1通りでなくなる

ため、ワークシートの石の動かし方から

規則をみつけるのは難しくなる。しかし、

演繹的に最小手順を求める方法はどうい

う場合でも通用する。

［自2、問2、黒2］

【白1、間2、黒1】

〔自2、問2、黒2】

【自3、問2、熊3］

白と黒の碁石の数をそれぞれnとすると

・石の移動距離　　　　　（n＋2）

・石の移動距離合計－　　（n十2）×2n

・ジャンプ回数　　　　　　nxn

・最小手順　　　　　　　（n＋2）×2n－nXn

＝n量十4n



③　黒の碁石だけを増やしていく場合

【自1、間1、黒3】

間隔は1にして、黒い碁石だけを1つずつ増や

していくことにする。帰納的にも演緒的にも最小

手順が求められる。この場合の最小手順は、黒い

碁石の数の1次関数になるので最小手順を表にし

ても簡単に一般化ができるであろう。

【白1、間1、黒1〕

【白1、問1、黒2〕

【白1、問1、黒3］

黒の碁石の数をnとすると

・自の碁石の移動距離

・黒の碁石の移動距離

・ジャンプ回数．

手
　
手
　
手
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n＋1

2×n

n

・最小手順＝n＋1＋2×n－n＝2n＋1

3　数学的な見方、考え方

この課題は、実施学年、実施時期、生徒の実態などによって、取り扱い方がいろいろ考えられ

る。第2学年で取り扱う場合は、規則性を見つけるだけでもよいし、第3学年で取り扱う場合や

数学が得意な生徒が多い場合などは、文字を使って規則を一般化することもできる。また、数学

が不得意な生徒でも、実際に碁石を操作することによって、主体的に学習に取り組むことができ

る。

「碁石の入れ換えゲーム」に取り組むことによって、次のような数学的な見方、考え方を身に

つけることができる。

（1）碁石を順序よく換作して最小手順を見つける。

（2）碁石の動かし方を記録したり、表に盤理したりすることによって、帰納的に規則を見つけ

る。

（3）碁石の動かし方を分析し、論理的に規則性を見つける。

（4）見つけた規則を文字を使って一般化する。

4　学習計画（全3時間）

（1）課題を試行錯誤で解決し、規則性を予想する。

（2）最小手順について規則性を発見する。

（3）条件の一部を変えて課題を設定し、自分が設定した課題に取り組む。

3時間で学習させる。第1時は一斉指導で

ルールの鋭明をし、あとは個人で取り組ませ

る。第2時では、規則を見つける方法がいろ

いろあることを知らせ、第3時での自分が設

定した課遺の解決に結びつけたい。なお、第

3時では、グループでの学習も考えられる。



第1時

学 習 内 容 学　 一習　　 活　　 動 教　 師　 の　 手　 だ　 て

最小手順につい ・碁石が4 個、 5個増えていく場合と増

・前時にかいたワークシートを参

て規則性を見つ えていく瘍合に最小手順はどうなるか

ける

競則性を」般化

予想す声。 －

・予想の根拠となるものを知る。
（む結果の表から帰納的に

（参勤かし方から帰納的に
（参勤かし方から清掃的に

考にさせる。

・予想の根拠となる②、③は生徒
・③の場合は最小手順を石の数 n を使っ からは出にくいと思われるので

する て表してみる。 学習プリント1 を使う。

学 習 内 容 学　 習　 活　 動 教　 師　 の　 手■　 だ　 て

条件の一部を変 ・ゲームを自分で変化させる。

・前時の親則性の見つけ方を参考にして

・ゲームの変化のさせ方の例をい

えて課邁を設定 くつかあげておく。

する

自分の課題に取

①間隔をかえる。

⑧白石と黒右の数を変える。

③片方の石だけを増やす。

規則性を見つける。 ・班学習でもよい。

り組む ・見つけた規則性を発表する。 ・学習プリン・ト2 に記録させる。



5　生後の学習活動

第3時の生綾の学習活動を、生徒り書いた学習プリントで紹介する。

（1）
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（1）間隔だけを1ずつ増やした生徒

碁石の数を変えず、間隔だけを1ずつ増やしていくと、手順が2ずつ増えていくととを発見

している。また、2n＋1と比較的簡単に一般化をしている。

（2）黒い碁石だけを1つずつ増やした生徒

黒い碁石だけを1つずつ増やしていくと、手順が2ずつ増え、これも1次関数やあ為。一定

の割合で最小手順が増えていくものは、表を書いただけで一般化した式を見つけている。

（3）変わった変化のさせ方をした生徒

一見複雑な変化のさせ方であるが、よく見れば2）の生徒の変化を左右の2か所でやっている

だけである。そうすると増え方は当然2×2＝4である。（2）と続けて考えるとおもしろい。

6　実践の反省

実践したのが2年生の1学期末という

ことで、果して2年生で解決できるだろ

うかという不安があった。しかし、第1

時の碁石のゲームでは意外とすんなりゲー

ムに取り組み、碁石の動かし方のコツな

ど10分もしないうちに出てきた。教師が

指示する前に碁石の数をどんどん増やし、

自と黒の碁石8個ずつに挑戦し、最小手

順が80という結果を見つけ出した生徒も

いた。

ゲームについては、教師が考えるほど生徒は難しいとは考えていなかったようだ。生徒一人一

人に碁石を与えたせいもあって、どの生徒も集中して操作活動に取り組めたようである。まず、

兢で考えるより操作をしてみるという、日頃の授業で教師が忘れがちなことを改めて考えさせら

れた。しかしながら、碁石を振作しながらワークシートを書いていく作業は大変面倒で、中には、

最小手順の操僻まできるがワークシートあ記録と合わないという生徒も出てきた。

ゲームの発展については、2年生ということもあり複雑にゲームを変化させた生徒はいなかっ

た。生徒の学習プリントで紹介したように、ほとんどの生徒が表に整理して規則性を見つけたよ

うだった。しかし、それが幸いにもこの後学習する1次関数の導入にもなった。

ゲームの規則性の発見については、nを使った一般化にこだわると、中学校段階では解決でき

ない問親もでてくるので、生徒の実態や学習時期に考慮したい。一般化された文字式を導き出す

ことよりも、「日常のゲームなどにも規則が潜んでいる」、「ゲームを数学する」という印象を

生徒に持たせることがこの課題学習の大きな目的であろう。

〈参考図春〉　CS研レポート中学校編別冊資料　課題学習PART2　　啓林館




