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平成25年度(2013年度) 数学科教育に関する研究 

学力向上につながる中学校数学科の授業づくり 
－全国学力・学習状況調査の結果を基にした指導法・評価の工夫－ 

研究員 福 原 快 顕 

キーワード 

数学的な表現   活用を促す課題   「評価の基準」 

グループ学習   思考ボード    説明を記述

１ 研究の背景と目的 

全国学力・学習状況調査(中学校数学科)の結

果、「数学的に表現したり、数学的に表現された

事柄を読み取ったりすること」に対する課題が挙

げられた。滋賀県も同様の課題が見られ、正答

率が全国平均を下回るとともに、無解答率も高

いことから、事実・方法・理由を説明する力の

弱さが課題といえる。また、同調査の生徒質問

紙の結果において、学校の授業などで、自分の

考えを他の人に説明したり、文章に書いたりす

ることに多くの生徒が苦手意識を感じていると

いう状況が明らかになっており、これらの課題

を克服するための指導法や評価の工夫が求めら

れている。そこで、本研究では、付けたい力を

「数学的な表現を用いて説明する力」とし、指

導法と評価の工夫を通して、学力向上につなが

る授業の在り方を探りたいと考え、本主題を設

定した。 

２ 研究の方法 

滋賀県総合教育センターの「全国学力・学習

状況調査結果活用ロードマップ」を授業改善に

向けた道標とした。また、研究の窓口を中学校

第２学年とし、単元「一次関数」において研究

を進めた。 

指導法・評価の工夫として、「活用を促す課

題と『評価の基準』の設定」と「グループ学習

の継続的な導入」の二つに重点を置き、これら

を組み合わせて単元を構想した。 

活用を促す課題とは、生活や学習場面を想定

し、既習の知識・技能を活用して解決してみた

くなる課題である。本研究では、「携帯電話の

料金プラン」を単元の最初に提示し、その単元

への興味・関心を高め、学習意欲を引き出した。

どのような説明をすればよいかを明確にし、見

通しをもたせるために、課題に対する「評価の

基準」を合わせて提示した。また、各授業と活

用を促す課題との関連を示し、解決の方法をイ

メージさせることで、意欲を継続させた。さら

に、単元の終わりには、既習の知識・技能を活用

して、単元の最初に提示した課題を解決させた。

指導者は、そのときの説明を「評価の基準」に照

らし合わせて評価し、数学的な表現を用いて説明

できているか見取った。 

グループ学習では、事実・方法・理由の説明

の型を提示し、違いを明確にして説明させた。

説明するときには、言葉や数、式、図、表、グ

ラフなどを用いて記述させた。また、説明し伝

え合う活動を通して出し合った考えや新たに気

付いたことをノートに加筆・修正させた。さら

に、考えや説明を出し合って共有したり、新し

い性質を見いだしたりするために思考ボードを

活用した。グループで一枚の思考ボードに記述

させることで、説明し伝え合う内容を明確にし

た。 

３ 結果 

授業後の質問紙調査では「数学の授業で関数

の問題を考えるとき、２つの数量の関係を、表、

式、グラフを使って考えるようにしている」の

項目で、肯定的に答えた生徒の割合は、19ポイ

ント増加した。また、指導者からは、「単元の

終わりに活用を促す課題の解決を意識させると

ともに、説明の型を提示し、説明させることで、

数学的な表現を用いた説明ができるようになっ

た」「思考ボードを活用したグループ学習を継

続して行ったことで、生徒が説明できるように

なった」という感想が得られた。 

４ 結論 

活用を促す課題を単元計画に位置付け、説明

し伝え合う活動を充実させた学習活動を展開す

るとともに、「評価の基準」を明確にして評価

することは、数学的な表現を用いて説明する力

を高めることにつながった。 
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平成25年度(2013年度) 数学科教育に関する研究 研究構造図 
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数学科教育に関する研究 

 

学力向上につながる中学校数学科の授業づくり 

－全国学力・学習状況調査の結果を基にした指導法・評価の工夫－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

 中学校学習指導要領では、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用して課題

を解決させるために必要な思考力、判断力、表現力等を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度の

育成を重視している。特に、中学校数学科では、自分の考えを分かりやすく説明したり、互いに自分の

考えを表現し伝え合ったりすることなどの言語活動の充実が求められている。また、平成19年度から実

施されている全国学力・学習状況調査は、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善

等に役立てることを目的の一つとしている。同調査の、主として「活用」に関する問題においては、知

識・技能を活用して、事実・方法・理由を説明することが問われている。これらのことから、説明した

り、記述したりする数学的活動をより一層充実させる必要があると考える。 

しかし、国立教育政策研究所の「平成24年度全国学力・学習状況調査【中学校】報告書」において、

生徒質問紙の結果から、「学校の授業などで、自分の考えを他の人に説明したり、文章を書いたりする

ことは難しい」と思っている生徒が７割を超えており、説明することに対して苦手意識をもっている実

態が明らかになっている。また、同調査の数学科の結果から、「数学的に表現したり、数学的に表現さ

れた事柄を読み取ったりすること」に課題があると指摘している。滋賀県でも同様の課題が見られ、記

述式の問題において、正答率が全国平均を下回り、無解答率も高いことから、これらの課題を克服する

ための授業づくりが必要である。 

そこで、本研究では、全国学力・学習状況調査の結果を基に、付けたい力を「数学的な表現を用いて

説明する力」とし、指導法や評価の工夫を通して、学力向上につながる授業の在り方を探りたいと考え、

本主題を設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標 

 

 全国学力・学習状況調査(中学校数学科)の結果を基に、付けたい力を明確にし、指導法と評価の工夫

を通して、学力向上につながる授業の在り方を探る。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説 

 

 中学校第２学年数学科において、既習の知識・技能を生活や学習場面において活用する課題を設定し

た単元を構想し、説明し伝え合う活動を充実させた学習活動を展開するとともに、「評価の基準」を明

確にした評価の工夫をすれば、数学的な表現を用いて説明する力を付けることができるであろう。 

 

Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 数学的な表現を用いて説明する力とは 

本研究では、数学的な表現を用いて説明する力を、「言葉や数、式、図、表、グラフなどを用いて、

根拠を明らかにし筋道立てて説明したり、記述したりする力」と考え、継続的、計画的に、この力の

育成を図りたいと考える。 
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数学的な表現を用いて説明するためには、数学の用語・記号を適切に用いることが大切である。用

語・記号を単に覚えるだけでなく、どのような場面で、どのように用いるかを理解し、適切に用いる

ことができなければならないと考える。そこで、指導者は「どのような方法で解決したのか」「この

ことがいえる理由は」と問い返し、「代入して求める」「y＝ax＋bの形に表されているから」など、

数学的な表現を用いて答えさせるようにする。このように、なぜを問うことで、数学的な表現を意識

させ、適切に用いられるように継続して指導する。 

 

２ 数学的な表現を用いて説明する力を育成するための単元構想 

指導法・評価の工夫として、「活用を促す

課題と『評価の基準』の設定」と「グループ

学習の継続的な導入」の二つに重点を置き、

研究を進める。この二つの重点を図１のよう

に組み合わせて単元を構想し、数学的な表現

を用いて説明する力を育成する。 

(１) 活用を促す課題と「評価の基準」の設定 

生活や学習場面を想定し、既習の知識・

技能を活用すれば解決できるという意識が

もてるような課題を、活用を促す課題とす

る。この課題は以下のことに留意して設定

する。 

〇 学習意欲を引き出す 

活用を促す課題を単元の最初に提示する。この課題は生活や学習場面を想定した身近な問題を

設定する。単元の学習を終えた後に、既習の知識・技能を活用すれば「解決できそうだ」という

意識をもたせ、その単元への興味・関心を高め、学習意欲を引き出す。 

単元の各授業において、その時間の学習内容と活用を促す課題との関連を意識させる。習得し

た知識・技能を活用するイメージをもたせ、学習意欲の継続を図る。 

〇 知識・技能を活用させる 

単元の終わりに、再度活用を促す課題を提示し、解決させる。その単元で身に付けた知識・技

能を活用して、課題を解決し、数学的な表現を用いて説明することで、「自分の考えを説明でき

た」「生活で使えそうだ」と実感させる。 

〇 単元の見通しをもたせる 

どのような説明をすればよいかを明確にするために、単元の最初に活用を促す課題と合わせて

「評価の基準」を提示する。これにより、生徒に単元の見通しをもたせ、主体的に学習に取り組

むことができるようにする。また、指導者は、単元の終わりに活用を促す課題を解決させるとき

に、生徒が説明する様子を見取り、「評価の基準」に照らし合わせて評価する。 

 

(２) グループ学習の継続的な導入 

中学校学習指導要領解説数学編に「説明し伝え合う活動における他者とのかかわりは、一人では

気付かなかった新しい視点をもたらし、理由などを問われることは根拠を明らかにし、それに基づ

いて筋道立てて説明する必要性を生み出す。そして、数学的な知識及び技能、数学的な表現などの

よさを実感する機会が生まれる」と示されている。本研究では、グループ学習を継続的に取り入れ、

説明し伝え合う活動を通して、言語活動を充実させたいと考える。また、このグループ学習を継続

図１ 説明する力の育成に向けた単元構想 

活用を促す課題の解決と「評価の基準」による評価 
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して行うことの有効性を図２のように

考える。 

説明し伝え合う活動を進める上で、多

様な考えを共有できることや交流の時

間を確保することを考慮して、グループ

の人数は４人を基本とする。また、グル

ープ学習を充実させるための工夫とし

て、次の三つに重点を置いてグループ学

習を行う。 

  ア 説明の型を提示する 

説明するときには、図３のように、

事実・方法・理由の説明の型を提示

し、どの説明をさせるのか、違いを

明確にして指導する。 

説明するイメージをもたせるた

め、説明させる内容を、単元の最初

は事柄や事実を見いだして的確にと

らえ、数学的に表現する事実の説明

から始める。次第に方法の説明、理

由の説明へと段階的に進めていく。

これらの指導を通して、生徒は「事

柄や事実を説明する」や「方法や手

順を説明する」などを区別してとらえ、数学的な表現を用いて説明できるようになると考える。 

  イ 説明を記述させる 

自分の考えや説明をノートや思考ボードに記述することを大切にして指導する。生徒は、個人

で考えるときには、「思考過程を整理すること」「グループ学習で説明するときに活用すること」

を意識し、ノートに記述する。結論だけでなく、どのように考え、どのように結論に至ったかを、

言葉や数、式、図、表、グラフなどを用いて記述する。また、グループ学習では、思考ボードに

考えや説明を記述し、説明の型を基にして、説明に必要な数学的な表現が適切に用いられている

か話し合い、互いに評価する。 

    さらに、グループ学習を終えた後に、ノートに記述する時間を設ける。グループ学習で出し合

った考えや新たに気付いたことを記述させる。また、グループ学習の前に記述した内容について

は、それを消さずに加筆や修正をさせる。これらを行うことで、自分の思考過程を明らかにし、

説明する力を高めることができる。 

ウ 思考ボードを活用させる 

グループ学習では、考えや説明を出し合って共有したり、新しい性質を見いだしたりするため

に思考ボードを活用する。グループで一枚の思考ボードに記述することで、説明し伝え合う内容

が明確になり、活動を焦点化させることができる。また、考えや説明をすぐに修正することもで

き、考えをまとめたり、説明の内容を向上させたりすることができる。 

 

 

 

図３ 事実・方法・理由の説明の型 

【事実の説明】見いだした事柄や事実を説明する 

→ 前提にあたる部分と、それによって説明される結論

の部分を明確にして説明する 

「○○は、△△になる」 

 
【方法の説明】事柄を調べる方法や手順を説明する 

→ 「用いるもの」と「用い方」を明確にして説明する 

「○○を使って、△△する」 

【理由の説明】事柄が成り立つ理由を説明する 

→ 説明の対象となる事柄の根拠と、その根拠に基づい

て事柄が成り立つことの両方を明確にして説明する 

「○○だから、△△である」 
 

図２ グループ学習を継続して行うことの有効性 
 

○ 説明したことを相手に理解してもらったり、相手からほめ
てもらったりすることで、説明することへの苦手意識が和ら
ぎ、活動への意欲につながる 

○ 相手の説明を聞くことは、その説明を理解しようとした
り、正しいかどうか判断したりする場となり、説明の内容を
考える機会が増える 

○ 多様な考えや明確で分かりやすい説明に触れ、説明の仕方
や解決の方法を見いだすことにつながる 
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Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

  滋賀県総合教育センターの「全国学力・学習状況調査結果活用ロードマップ」を授業改善に向けた 

道標とする。なお、滋賀県教育委員会の「学力向上アプローチ事業」との関わりから、研究の窓口を 

第２学年として研究を進めていく。 

(１) 全国学力・学習状況調査や、意欲等に関する質問紙調査の結果分析を行い、研究協力校の課題や

実態を把握する。 

(２) 付けたい力を明確に位置付けた指導計画を立てる。 

(３) 学力向上につながる指導法・評価を工夫し、実証授業を実施する。 

(４) 評価問題や質問紙調査により、授業改善の成果の検証を図る。 

(５) 次年度に向けて、研究の成果と課題をまとめる。 

 

２ 研究の経過 

 

Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ 全国学力・学習状況調査の結果分析 

研究協力校の実態や課題を把握するために、平成

25年度全国学力・学習状況調査の自校採点の結果を

当センターの分析支援システム「Ｆコンパス」を用

いて分析をした。図４は研究協力校二校の第３学年

の結果をグラフに表したものである。主として「活

用」に関する問題と問題形式が記述式の問題におい

て正答率が低く、無解答率も高いという結果が見ら

れた。また、「数学的に表現したり、数学的に表現

された事柄を読み取ったりすること」に課題が見ら

れた。これらのことから、生徒に付けたい力を数学

的な表現を用いて説明する力とした。 

 

２ 数学科の授業に対する生徒と指導者の意識 

数学科の授業に対する生徒の意識を把握するために、研究協力校の第２学年を対象に質問紙調査を

実施した。「数学の授業で問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書いている」という質問に

対して肯定的な反応をした生徒は77％であった。しかし、「数学の授業で関数の問題を考えるとき、

２つの数量の関係を、表、式、グラフを使って考えるようにしている」という質問に対して肯定的な

反応をした生徒は42％にとどまった(p.6の図５)。このことから、解き方や考え方をノートに書いてい

４月 

 

５月 

 

６月 

７月 

８月 

 

研究推進計画の立案 

全国学力・学習状況調査の分析 

質問紙調査Ⅰ(事前)の実施・分析 

１学期の単元計画等検討 

第１回専門・研究委員会 

実証授業 

第２回専門・研究委員会 

２学期の単元計画、指導案作成・検討 

９月～10月 

 

 

11月～12月 

 

１月 

２月 

３月 

実証授業 

第３回専門・研究委員会 

質問紙調査Ⅱ(事後)の実施・分析 

研究の成果と課題の分析 

研究紀要原稿執筆 

研究発表準備 

研究発表大会、研究報告会 

研究のまとめ、次年度研究構想 

図４ Ｆコンパスによる分析結果(研究協力校) 

(数字は％・総数 135人) 

Ｂ【活用】 《記述》 
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るが、そこに数学的な表現を用いることができて

いない生徒が多いと考えられる。 

また、「数学の授業で問題の解き方や考え方を

友だちと話し合ったり、教え合ったりすることは、

自分の役に立っている」という質問に対して、肯

定的な反応をした生徒が80％であったことから、

グループ学習の有用性を感じていることがうかが

えた(図６)。 

その一方で、数学科の授業について、指導者に

尋ねたところ、「数学的な表現をいつも意識させ

ているとはいえない」「グループ学習では、なか

なか意見が出ず、取り入れにくい」などの声が聞

かれ、説明させることやグループ学習を取り入れ

られていないという現状がうかがえた。 

そこで、説明の型を提示し、記述させることで、

生徒も指導者も数学的な表現をいつも意識できる

ようにした。また、グループ学習を行うときに思

考ボードを取り入れ、考えや説明を記述させるこ

とで、意見を出させやすくした。 

 

３ 数学的な表現を用いて説明する力を育成する授業の実際 

  実証授業では、第２学年の単元「一次関数」を取り上げた。「一次関数」では第１学年における「比

例、反比例」の学習を基に、その特徴を、表、式、グラフでとらえ、それらを相互に関連付けること

で理解を深めていく。また、説明するときには、それらを適切に選び用いることが必要である。この

ような単元「一次関数」の学習の中で、数学的な表現を用いて説明する力を高められるように計画し

た(表１)。説明するイメージをもたせることを考え、単元の最初は、事実の説明から始め、次第に方

法の説明、理由の説明へと移行していくように、説明の種別を設定した。 

表１ 単元「一次関数」における説明する内容の例と説明の種別 

時 学習内容 説明する内容の例 説明の種別 

１ 関数(活用を促す課題の提示) 
問題場面で xと yの関係について説明 

 

２ 一次関数 

３ 一次関数の値の変化の様子 xの値の変化にともなって、対応する yの値が変化する様子を説明  

４ 変化の割合 問題場面から分かる事実を説明 

５ 一次関数のグラフ（１） 一次関数と比例のグラフを比較し見いだしたことを説明 

６ 一次関数のグラフ（２） 身近な場面における傾きを求める方法の説明 

７ 一次関数のグラフのかき方 グラフをかく方法の説明 

８ 一次関数の式の求め方 直線の式を求める方法を説明 

９ 一次関数の表・式・グラフ 一次関数の表・式・グラフの関係を説明 

10 二元一次方程式のグラフ 関係式を作る方法の説明 

11 方程式のグラフのかき方 グラフをかく方法の説明 

12 グラフと連立方程式 連立方程式を、グラフを利用して解く方法を説明 

13 一次関数と実験 一次関数と実験の問題の解決の方法を説明 

14 一次関数と図形 図形の変化の様子を説明、問題解決の方法を説明 

15 一次関数とグラフ 料金プランを選ぶ方法と理由の説明 

事実 

方法 

理由 

図６ グループ学習に対する生徒の意識 

数学の授業で問題の解き方や考え方を友だちと話し合っ
たり、教え合ったりすることは、自分の役に立っている 

(数字は％・回答総数 234人) 

当てはまる 

どちらかと言えば 

当てはまる 

どちらかと言えば 

当てはまらない 

当てはまらない 

図５ 質問紙調査の結果 

(数字は％・回答総数 234人) 

当てはまる 

どちらかと言えば当てはまらない 当てはまらない 

どちらかと言えば当てはまる 

数学の授業で関数の問題を考えるとき、２つの数量の関
係を、表、式、グラフを使って考えるようにしている 

数学の授業で問題の解き方や考え方が分かるように 
ノートに書いている 
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(１) 活用を促す課題と「評価の基準」の提示 

  ア 課題「携帯電話の料金プラン」の設定 

「一次関数」の単元の導

入として、活用を促す課題

を提示した。課題は生徒に

その単元への興味・関心を

高め、学習意欲を引き出す

ため、実生活に即した身近

な事象にしたいと考えた。

そこで、滋賀県学校改善ア

クションプラン推進協議会

算数・数学部会で作成した

携帯電話の料金プランに関

する問題(図７)を、活用を

促す課題として設定した。

また、どのような説明をす

ればよいかを明確にするた

めに、課題に対する「評価

の基準」も合わせて提示し

た(図８)。 

  イ 単元の見通しをもたせる 

活用を促す課題を見た生

徒からは「Ａプランの方が、

基本使用料が安いから得

だ」「Ｂプランの方が、無

料通話があるから得だ」「50

分通話したら料金はいくら

になるかな」などの発言が

あり、問題を解いてみたいという意欲が感じられた。また、「評価の基準」を参考にして、式を

用いて計算しようとしている生徒やグラフをかこうとしている生徒が見られた。 

指導者が「表、式、グラフを使ってこの問題を解けるように、一次関数の学習をしていきまし

ょう」と投げかけた。図９のように、「今日の発見」の記述から、この単元を前向きに学習して

いこうという意欲が読み取れた。 

これらのことから、活用を促す課題として、携帯電話という身近な題材を用いたことは、生徒

の興味・関心を高めることにつながった。また、「評価の基準」を合わせて提示したことは、こ

れから単元を通して習得する、表や式、グラフを活用すれば解決できるという見通しをもたせ、

学習意欲を引き出すことに有効であった。 

  ウ 学習意欲を継続させる 

さらに、単元の各授業において、「無料通話分のグラフは、今日学んだ x軸に平行なグラフが

使えそうですね」「二つのプランのグラフの交点は、連立方程式で求められそうですね」などと

投げかけ、活用を促す課題との関連を意識させた。このように投げかけたことで、生徒は一次関

数のグラフを学習したときには「原点を通らないグラフはＡプランのグラフとして使えそうだ」

優子さんのお父さんは、携帯電話の契約内容をＡプランから、Ｂプラ
ンへ変えようと考えています。そこで、あなたは優子さんにどちらが得
なのか、教えてあげようと思い、ＡプランとＢプランを調べたところ、
次のことが分かりました。 
 
 
 
 
 
 

あなたは優子さんにどのように教えてあげますか。説明してみましょう。 

Ａプラン・・・月額基本使用料 1000円 １分あたりの通話料 20円 
Ｂプラン・・・月額基本使用料 1600円 通話料 50分間無料 

50分を超えると、１分あたりの通話料 30円 
１か月の電話料金 

＝月額基本使用料＋１分あたりの通話料×通話時間（分） 

 

図７ 一次関数の活用を促す課題 

評価の基準 

Ａ 
それぞれのプランの通話時間と料金の関係を一次関数ととらえ、その
関係について表や式、グラフを用いて表し、どのような条件のときに、
どちらのプランを選べばよいか、具体的に説明できている。 

Ｂ 
それぞれのプランの通話時間と料金の関係を一次関数ととらえてい
るが、プランの選び方の具体的な説明をしていない。 

Ｃ 
それぞれのプランの通話時間と料金の関係を一次関数ととらえるこ
とができておらず、説明もできていない。 

Ｄ 無解答 

図８ 活用を促す課題の「評価の基準」 

 
・今の自分ではアドバイスが絶対にできないと思うので、この単元が終わ

る頃には関数を理解し、アドバイスや自分で料金を考えられるようにな

れたらいいなと思います。 

・グラフで考えるのもよいなと思った。しっかり一次関数の勉強をして、

アドバイスできるようになりたいと思った。 

図９ 単元の導入時の「今日の発見」の記述(抜粋) 
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と発言するなど、習得した知識・技能を活用すれば、課題を解決できそうだとイメージでき、単

元への学習意欲を継続させることができた。 

 

(２) 説明し伝え合う活動を充実させたグループ学習 

  ア 型を提示し、説明を記述させる 

  説明の内容を向上させていくために、説

明するイメージをもたせることを大切にし

た。単元の前半は、事実の説明から始め、

次第に方法の説明、理由の説明へと移行し

ていくように、説明の種別を設定した。ど

の説明をさせるのか明確にするため、事実

・方法・理由の説明の型を提示し、自分の

考えや説明をノートに記述させた。 

最初、生徒は「どのように説明したらい

いか分からない」と戸惑っていたが、問題

文から分かることを挙げるなど、事実の説

明から取り組んだことで、説明の型を参考

にして、次第に説明することのイメージをもてるようになっていった。 

次に、ノートに記述した説明や自分の考えをグループで一枚の思考ボードに書いていき、説明

し伝え合う活動を行った。そのとき、説明の型を基に、数学的な表現が適切に用いられているか

相互に評価させた(図10)。さらに、思考過程が分かるように、ノートの記述を消さず、加筆や修

正をさせたり、グループで見いだした新しい考えをノートに記述させたりした。 

イ 説明の型を基に、解決の方法を見いだす(第８時「一次関数の式の求め方」から) 

    直線のグラフから、その式を求める授業では、グループで解決の方法を見いだし、その説明の

仕方を考えることを大切にするために、自己解決の時間は設けず、授業の導入からグループ学習

を行った。 

    まず、「グラフを使って、○○を読み取ると△△が分かる」と方法についての説明の型を板書

し、方法の説明で必要とされる、用いるもの(グラフ)と用い方(切片と傾きを求める)を明確に意

識させた。生徒は、説明の型を基にして、グラフから「切片」や「傾き」を読み取ることをグル

ープで見いだした。説明するときには、説明の型や「代入する」などの言葉を用いることを意識

して、図11のように、筋道立てて方法の説明をすることができた。 

次に、グラフから切片が読み取れない問題を提示した。方法の説明であることを明確にしてお

いたため、生徒は思考ボードに傾きを求めるための座標を書いたり、「２点をとってグラフをか

いたことが使えそうだ」と話し合ったりして、既習の知識・技能を活用すれば解決できそうだと

考え、グループで解決の方法を見いだした

(p.9の図12)。思考ボードで連立方程式を解

くグループもあり、その解き方についても

確認しながら解決することができた。 

その後、グループで考えた方法を、全体

に発表させた。「直線が通る２点の座標か

ら傾きを求め、その後に式を使って切片を

求める」や「直線が通る２点の座標を y＝

図 10 説明の型を基に、相互評価し合う生徒 

図 11 生徒が発表した直線の式を求める方法の説明 

・グラフを使って切片を読み取ると、点Ａ(０,－１)を

通るので、切片が－１です。 

・グラフを使って傾きを読み取ると、点Ａから点Ｂ 

(２,２)まで右へ２、上へ３進むので、傾きが 

です。 

・傾きと切片を式 y＝ax＋bに代入すると、直線の式は 

y＝  x－１になります。 
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ax＋bの式に代入し、連立方程式とみて a、

b を求める」と方法の説明をすることがで

きた。 

このことから、説明の型を提示し、グル

ープで解決の方法を見いださせることが、

説明に必要とされる数学的な表現を意識さ

せることにつながった。 

また、説明を聞いていた生徒からは、「な

るほど。その説明でやり方がよく分かった」

「その方が簡単だ。次はその方法でやって

みよう」と、求める方法が異なっていても同じ答えにたどりつく数学のよさを感じていることが

うかがえた。 

ウ 思考ボードに考えを出し合い、課題を解決する(第14時「一次関数と図形」から) 

    図形の中に現れる一次関数を見いだす問題を取り上げ、この単元で習得した知識・技能を活用

し、積み重ねてきた説明し伝え合う活動を通して、課題を解決するグループ学習を行った(図13)。 

  (ア) 思考ボードに考えを出し合う 

まず、「点Ｐが動いたとき、△ＡＢＰの面積はどのように変化するか、グループで考えよう」

と指示した。生徒は思考ボードに図をかき、「だんだん大きくなって、だんだん小さくなる」

「底辺と高さが分かれば面積が分かる」「点Ｐがどこにあるかで場合分けしよう」と変化の様

子について考えを出し合うことができた

(図14)。 

  (イ) 思考ボードを活用して説明し伝え合う 

次に、「グループで考えたことを基に、

△ＡＢＰの面積の変化の様子を説明しま

しょう」と指示した。そのとき、変域に

注意するように促した。前半のグループ

学習で生徒の発言にあった「場合分け」

という言葉を全体に投げかけ、条件によ

って考え方が変わるという見通しを共有

した。生徒は「点Ｐが辺ＢＣ上にあると

きと辺ＣＡ上にあるときで分けよう」「底

辺と高さがどこになるか考えて式を立て

よう」「式ができたらグラフがかける」

と解決に向けて思考ボードを活用して説

明し合うことができた。 

  (ウ) グループで新たな考えを見いだす 

式を立てて考える中で、点Ｐが辺ＣＡ

上にあるときの底辺にあたるＡＰの長さ

が求められない生徒がいた。このグルー

プでは、思考ボードに図15のような線分

図をかき、説明し合うことができた。求

められなかった生徒は、「そうやって考

図 12 解決の方法を見いだしている様子 

図 15 線分図をかいて考えた思考ボードの例 

図 14 思考ボードにかいた考え 

図のような∠Ｃ＝90°の直角三角形ＡＢＣがある。 

点Ｐが△ＡＢＣの辺上をＢからＣを通ってＡまで動く。 

このとき、△ＡＢＰの面積の変化の様子を調べ、説明し

ましょう。 

図 13 図形の中に現れる一次関数の問題 
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えるのか。分かった」と理解できるよう

になった。このように、一つの思考ボー

ドに考えを記入していき、説明し合うこ

とで新たな考えに気付き、理解を深める

ことができた。 

また、指導者は、底辺を x の式で表す

ことができず、戸惑っていたグループに

気付き、線分図で考える方法を学級全体

に紹介し、解決を促した。 

最後に、「△ＡＢＰの面積が３cm2にな

るときに、点Ｐが動いた距離を求める方

法の説明をしましょう」と指示した。「ど

のように説明するのかな」と投げかけると、生徒は「○○を使って、△△すると答えればいい」

と発言した。グループで説明し伝え合い、図16のような説明をすることができた。また、図17

のように、「今日の発見」には、思考ボードを活用してグループ学習で学ぶことのよさや、数

学的な表現を用いて説明できることを実感している記述が見られた。 

これらのことより、思考ボードに考えを出し合い、説明し伝え合う活動を通して課題を解決す

ることは、多様な考えや明確で分かりやすい説明を考えることにつながり、数学的な表現を用い

て説明する力の育成に有効であったと考えられる。 

 

(３) 活用を促す課題の解決(第15時「一次関数とグラフ」から) 

単元の終わりでは、単元の最初に提示した

活用を促す課題を再度提示し、グループで解

決させた。生徒からは、「前に見た問題だ、

やってみよう」「グラフをかいたら解けそう

だ」と声があがり、解いてみたいという意欲

が感じられた。 

  ア 課題の把握 

まず、二つのプランの内容を整理した。

さらに、解決の見通しをもたせるため、そ

れぞれ60分間通話したときに、どちらのプ

ランが安くなるかについて、「○○だから、

△△である」と説明の型を提示し、理由の

説明をさせた(図18)。Ｂプランの料金を求

めるときに、なぜを問い、(60－50)という

計算に着目させ、無料通話分の意味をとら

えさせることができた(図18中の下線)。 

また、生徒から「式を求めてみよう」「表やグラフを使えば分かりそうだ」と発言があり、一

次関数で学んだ知識・技能を活用して解決していこうとする姿が見られた。 

  イ 課題の追求と全体で発表 

次に、活用を促す課題の解決に向けて「表、式、グラフを使って、どのようなときに、どちら

のプランが得でしょうか。優子さんに教えてあげることを説明しましょう」と投げかけ、グルー

Ｔ：60分間通話したとき、どちらのプランが安いか 

説明しましょう。 

Ｓ：Ａプランは、1000＋20×60＝2200 で、2200円です。

Ｂプランは、1600＋(60－50)×30＝1900 で、1900

円です。 

Ｔ：Ｂプランではなぜこのような計算をしたのですか。 

Ｓ：60分通話したので、無料通話分の50分を超えた時間 

を求めるために、60－50という計算をしました。 

Ｔ：みなさん、この考え方でいいですか。 

では、どちらのプランが安いですか。 

Ｓ：Ａプランが 2200円、Ｂプランが 1900円だから、 

Ｂプランの方が安いです。 

図 18 どちらのプランが安いか、理由の説明 

図 16 生徒が書いた説明の例 

・点が動く問題は苦手だったけど、グループで思考ボー

ドに考えを書き、説明することができた。 

・グループ学習で新しい考え方に気付けてよかった。 

・表、式、グラフを使って、図形の問題を解けてよかっ

た。 

図 17 「今日の発見」の記述(一部抜粋) 
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プで説明し伝え合う活動を行った。そのとき

「○○を使って考えると、△△が分かる」と

いう方法の説明の型を黒板に提示し、どのよ

うに説明するか明確にした。 

あるグループでは、図19のように、グラフ

を延長すると目盛りの外で再び交わることを

発見し、延長したときにできる交点の座標を

求める方法について、それぞれのプランを式

に表し、連立方程式として解けば求められる

ことを思考ボードに書いていき、考えを深め

ていった。また、別のグループでは、図20の

ように、表からグラフをかき、交点の座標を、

表を用いて求め、プランの選び方を考えてい

た。これらのように、思考ボードに考えを出

し合うことで、解決の方法を表、式、グラフ

を関連させて説明していこうという様子が見

られた。 

その後、グループでまとめた説明を全体に

発表させた。他のグループの発表を聞く中で、

説明が不十分であったところや、変域を用い

た考え方に気付き、思考ボードやノートに加

筆している姿が見られた(図21)。グループで

考えた説明を全体で発表させることで、説明

に必要な事柄や新しい考えに気付かせること

ができた。 

ウ 「評価の基準」に照らし合わせて評価する 

生徒が記述した説明を「評価の基準」に照

らし合わせて評価したところ、数学的な表現

を用いて説明できた生徒は約７割であった。

それぞれのプランの通話時間と料金の関係

を、グラフから同じ料金を見いだしたり、グ

ラフの交点を、式を用いて考えたりして、通

話時間の条件を示して、どちらのプランを選

べばよいか説明することができた(p.12の図

22)。また、指導者からは「生徒がどの段階ま

でできているのかが分かりやすくなった」と

生徒の学習理解を見取れたことや、「解決の

方法について、表、式、グラフの関連を考え

るようにアドバイスができた」などの感想が

聞かれ、「評価の基準」が評価するだけでな

く的確な支援の手立てを見いだす役割も果た

していたと考えられる。 

図 19 解決の方法を考え、深めていく様子 

Ｓ１：表を使って考えると、グラフが直線になるこ

とが分かるね。 

Ｓ２：うん、グラフをかくと、どちらが安いか分か

りやすくなったよ。 

Ｓ３：30分のところで同じ金額になるね。 

Ｓ２：グラフを延長したらもう一回交わりそうだ

な。でも、目盛が途中までだから、交点が分

からない。 

Ｓ４：式を作って連立方程式にすれば交点の座標が 

分かるよ。 

Ｓ１：そうか！なるほど！でも、どの式を使えばい

いのかな。 

Ｓ３：Ｂプランは式が二ついると思うよ。無料通話

のところと、その後のところ。 

図20 表とグラフを関連付けて考えた思考ボ
ードの例 

 

図 21 変域を用いて考えた思考ボードの例 

 

変域を 
用いた 
記述 
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４ 実証授業後の生徒と指導者の意識の変容 

実証授業後、研究協力校の生徒に対して

数学科の授業に対する質問紙調査を実施し、

実証授業の前と比較した。「数学の授業で

関数の問題を考えるとき、２つの数量の関

係を、表、式、グラフを使って考えるよう

にしている」という質問に対して肯定的に

答えた生徒の割合は、事前の42％から事後

の61％に増えた(図23)。このことから、数

学的な表現の適切な用い方や、表、式、グ

ラフの関連を意識し、説明し伝え合う活動

を継続的に行うことは、根拠を明らかにし

て説明しようとする生徒の意欲を高めるこ

とに効果があったといえる。 

また、学力向上アプローチ事業の「評価

問題」(図24)に取り組ませたところ、記述

式の問題である(１)の正答率は６割を超え

た。全国学力・学習状況調査の記述式の問

題において、正答率が４割に満たないこと

から見ると、説明する力が高まったと考え

られる。これは、ノートに自分の説明を記

述し、説明し伝え合う活動で説明の内容を

向上させ、加筆や修正をすることを積み重

ねてきた成果であると考えられる。 

さらに、指導者から「最初はグループの

形にしても、なかなか説明できなかったが、

思考ボードを活用して、継続して取り組む

ことで、次第に説明できるようになった」

「友だちに分かるまで教えようという場面

も見られ、積極的に学習しようとする生徒

が増えた」「単元の終わりに活用を促す課

題を解決することを意識させるとともに、

説明の型を提示して説明させることで、数

学的な表現を用いて説明ができるようにな

っていった」などの感想が聞かれ、説明の

型を提示して説明させることや、思考ボー

ドを活用したグループ学習を継続的に取り

入れることの有用性を指導者が感じている

様子がうかがえた。 

 

 

 

図 22 式とグラフを関連させて考えた生徒の説明 

図 23 質問紙調査の結果 

どちらかと言えば当てはまらない 

当てはまる 

当てはまらない 

どちらかと言えば当てはまる 

(数字は％・回答総数 234人) 

数学の授業で関数の問題を考えるとき、２つの数量の関係
を、表、式、グラフを使って考えるようにしている 

事前 

事後 

図 24 評価問題の一部 
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Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究から明らかになったこと 

(１) 活用を促す課題を設定した単元を構想し、各授業との関連を意識させ、「評価の基準」に照らし

合わせて評価することは、学習意欲を引き出し、数学的な表現を用いて説明する力を高めることに

つながった。 

(２) 思考ボードを活用したグループ学習を継続的に導入し、自分の考えや説明を記述し、説明し伝え

合う活動を積み重ねることは、明確で分かりやすい説明を考えることにつながり、数学的な表現を

用いて説明する力を育成することに有効であった。 

 

２ 今後の課題 

(１) 本研究で得られた成果を生かし、他の領域や他の学年において、数学的な表現を用いて説明する

力を高め、学力の向上を図る必要がある。 

(２) 各単元において、生徒の意欲を引き出すための活用を促す課題の題材を選定することについて、

さらに研究を深める必要がある。 
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