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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、説明したり、記述したりする数学的活動の充実が必要である。 

 

 

「数学的な思考力・表現力」を付けたい力とし、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あり方を探る。 

 

 

研究対象 中学校第３学年 単元「二次方程式」・「関数」 

 

 

☆ 単元構想の工夫 

生徒の主体的に学ぶ意欲を喚起し、単元の見通しを持たせるために、付けたい力を

明確にし、「活用を促す課題」を設定して単元を構想する。 

☆ ポイントチェックリストの活用 

・生徒が各時間の内容を振り返り、理解できているかを確認する。＜自己評価＞ 

・生徒の理解状況を把握し、次時の指導や個のつまずきに応じた支援に生かす。 

＜形成的評価＞ 

☆ 授業の流れの工夫 

１時間に付けたい力を明確にし、学習課題とまとめを設定して授業を計画する。 

また、生徒が学びを自覚するための振り返りの時間を設定する。 

 

 

☆ 「説明し伝え合う活動」の充実 

ペア・グループ学習において、生徒がつまずきそうな場面を予見し、その場面にお

ける支援の手立てを準備して臨み、活動を活性化させる。 

☆ 思考過程が分かるノートづくり 

生徒が数学的な表現を用いて、授業中に気付いたことや自分の考え、他者の考えを

自分の言葉でかく。 

 

 

主体的な学びを喚起する工夫を行うことで、生徒は学習の見通しを持ち、自らの学びを

つなげながら、学習に向かう姿勢を伸ばすことができた。さらに、言語活動を充実させ、

数学的な表現を用いて説明することで、相手を意識した数学的な思考力・表現力を伸ばす

ことにつながった。 

平成26年度(2014年度) 数学科教育に関する研究Ⅰ 

学力向上につながる中学校数学科の授業づくりⅡ 
－数学的な思考力・表現力を伸ばす指導法・評価の工夫－ 

研究員 福 原 快 顕   

研究の背景  全国学力・学習状況調査の結果から見た滋賀県の数学科の課題は？   

目  的  数学的な思考力・表現力を伸ばす！   

研究の方法と概要  主体的な学びを喚起し、言語活動を充実させる   

概要版 

成  果  思考力・表現力の向上に、付けたい力を明確にした指導法・評価の工夫が有効  

     

主体的な学びの喚起 

言語活動の充実 
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◇ 数学的な思考力・表現力の向上 
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◆ 記述式の問題において、根拠となる事柄を数学的な

表現を用いて説明すること 
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学習課題とまとめ、振り返り →紀要 p.２,７ 「説明し伝え合う活動」の充実 →紀要 p.３,10 

思考過程が分かるノートづくり →紀要 p.３,12 ポイントチェックリストの活用 →紀要 p.２,6 

 

数学的な思考力・表現力の向上 

「活用を促す課題」を設定した単元構想 →紀要 p.２,５ 
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数学科教育に関する研究Ⅰ 

 

学力向上につながる中学校数学科の授業づくりⅡ 
－数学的な思考力・表現力を伸ばす指導法・評価の工夫－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

中学校学習指導要領解説数学編において、基礎的・基本的な知識・技能を確実に身に付け、数学的な

思考力・表現力を育て、学ぶ意欲を高めるために、生徒が目的意識を持って主体的に取り組む数学的活

動の充実が求められている。全国学力・学習状況調査は、学習指導要領の趣旨や内容を問題の形にした

ものであり、調査結果を基に、成果と課題を検証し、さらなる教育指導の充実や学習状況の改善等に役

立てるため実施されている。中学校数学科における主として「活用」に関する問題は、特に、言葉や数、

式、図、表、グラフ等を用いて、根拠を明らかにして筋道立てて考え、事実・方法・理由を説明する力

が問われている。こうした背景を踏まえ、説明したり、記述したりする数学的活動を一層充実させなけ

ればならないと考える。 

しかし、国立教育政策研究所の「平成25年度全国学力・学習状況調査報告書【中学校】数学」では、

「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」に課題があると示されてい

る。滋賀県でも特に記述式の問題において、正答率が低く、無解答率が高いことから、同様の課題があ

るといえる。 

根拠を明らかにして筋道を立てて考えられるようにするためには、まず、生徒が目的意識を持って主

体的に取り組む数学的活動を仕組み、原理・法則の理解に裏付けられた知識・技能を習得した上で、そ

れらを活用できるようにする必要がある。そして、自分の考えを表現したり、他者の説明を解釈したり

する「説明し伝え合う活動」を通して、数学的な思考力・表現力を伸ばすことで学力の向上につながる

と考える。 

そこで、本研究では、昨年度の研究を踏まえ、生徒の主体的な学びを喚起し、言語活動を充実させた

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あり方を探りたいと考え、本主題を設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標 

 

生徒の主体的な学びを喚起し、言語活動を充実させた指導法と評価の工夫を通して、数学的な思考力

・表現力を伸ばすことで、学力向上につながる授業のあり方を探る。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説 

 

中学校数学科の学習において、生徒が見通しを持ったり、振り返ったりする学習活動を設定し、「説

明し伝え合う活動」を充実させた指導法・評価の工夫をすれば、数学的な思考力・表現力を伸ばすこと

ができるであろう。 

 

Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 数学的な思考力・表現力とは 

本研究では、数学的な思考力・表現力を「根拠を明らかにして筋道を立てて考え、言葉や数、式、

図、表、グラフ等を用いて問題を解決したり、説明したりできる力」ととらえている。数学的な思考
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力・表現力を育成することで、数学科の目標の中でも特に、「事象を数理的に考察し、表現する能力

を高める」ことに迫るものと考える。 

 

２ 主体的な学びを喚起する指導法・評価の工夫 

生徒の主体的な学びを喚起し、数学的な思考力・表現力を伸ばすために、以下の２点に重点を置き、

授業改善の実践を行う。なお、本研究では「書く」「描く」を「かく」と表記する。 

(１) 単元構想の工夫とポイントチェックリストの活用 

ア 「活用を促す課題」の設定 

生徒の主体的に学ぶ意欲を喚起し、単元の見通しを持たせ

るために、昨年度の研究で用いた「活用を促す課題」を設定

して単元を構想する(図１)。単元を通して付けたい力を明確

にした上で、「活用を促す課題」を設定し、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課題と

し、その単元で習得した知識・技能を活用して単元末に解決

させるようにする。 

イ ポイントチェックリストの活用 

単元で習得すべき知識・技能と「活用を促す課題」との関連を意識して、単元の学習に取り組

めるようにするために、ポイントチェックリストを活用する。ポイントチェックリストは、単元

の各時間の目標を達成した生徒の姿を示す形で作成する。ポイントチェックリストを表１のよう

に活用することで、生徒の学習意欲を引き出し、数学的な表現や知識・技能の確実な習得につな

がると考える。 

表１ ポイントチェックリストの活用方法 

活用する目的 活用主体 活用時期 内   容 

自己評価 生徒 
各時間の
終末段階 

生徒が各時間の終わりにまとめたことから重要な語句(以

下、キーワード)を確認したり、習得した知識・技能を使って

解くことができるか確認する問題(適用問題)を解いたりして、

内容を振り返り、理解できているか確認する。 

形成的評価 指導者 
各時間 
終了後と 
次時 

指導者が生徒の理解状況を把握し、次時の指導や個のつまず

きに応じた支援に生かす。次時の導入段階において、前時の学

習を振り返ったり、終末段階において適用問題を出題したりし

て学びの定着を図る。 

 

(２) １時間に付けたい力を明確にした授業の流れの工夫 

ア 学習課題とまとめの設定 

生徒に１時間の見通しを持たせるためには、指導者がその１

時間に付けたい力を明確にしておく必要がある。そこで、１時

間に付けたい力を生徒が身に付け、どのようなまとめができれ

ばよいかということから考え、そのまとめに正対した学習課題

を設定して授業を計画する(図２)。本研究における学習課題と

は、その時間に何をどのように学べばよいか分かるようにする

ものである。まとめをするときには、学習から見つけたキーワ

ードを用いて記述するように指導する。 

 

 

図２ 学習課題とまとめの設定 

図１ 「活用を促す課題」を設定し
た単元構想(昨年度研究より) 
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イ 学びを自覚する振り返り 

生徒が学びを自覚できるようにするために、各時間の最後に振り返りの時間を設定する。「授

業を通して何を学んだか」「考えがどのように変わったか」「まだ分からないことは何か」とい

う視点で、自分の言葉でかくように指導する。生徒は振り返ることを通して、自分の学びを実感

したり、新たな課題を発見したりし、次の学びに対して主体的・発展的に取り組むことができる

ようになると考える。 

また、指導者は生徒の振り返りを確認し、つまずいていることに対してアドバイスをかき込み、

生徒の理解を促したり、次時の指導に生かしたりする。 

ウ 教材提示の工夫 

生徒がイメージしにくいところや間違いやすいところに着目し、考えを深めるきっかけを作る

ために、ICT を活用したり、間違いを発見する問題を用いたりする。教材の提示の仕方を工夫す

ることで、生徒の思考を深め、数学的な表現を用いて説明することにつながると考える。 

 

３ 言語活動の充実を図る指導法・評価の工夫 

言語活動を充実させ、数学的な思考力・表現力を伸ばすために、以下の２点に重点を置き、授業改

善の実践を行う。 

(１) 「説明し伝え合う活動」の充実 

知識・技能の確かな習得を図り、数学的な表現を用いて説明する力を育むために、ペアやグルー

プで行う「説明し伝え合う活動」を充実させる。生徒が主体的に取り組めるようにするために、説

明し伝え合う内容を明確にした上で「説明し伝え合う活動」を設定する。さらに、表２のように、

生徒がつまずきそうな場面を予見し、その場面における支援の手立てを指導案に示す。つまずく場

面をとらえて指導者が適切に支援することで、生徒の思考を深めたり、広げたりすることができ、

「説明し伝え合う活動」を活性化できると考える。 

表２ 予想される生徒のつまずきと指導者の支援の例 

予想される生徒のつまずき 指導者の支援 

既習事項が理解できていない生徒 
ポイントチェックリストを見直し、既習事項を確認す

るようにフィードバックさせる。 

表、式、グラフの関連をとらえられ

ない生徒 

表、式、グラフの意味を確認させ、それぞれの関連性

についてワークシートを基に見直させる。 

説明の仕方に困っている生徒 
説明をするときの型を提示し、説明に必要な事柄を考

えさせたり、他者の説明を参考にさせたりする。 

 

(２) 思考過程が分かるノートづくり 

筋道を立てて考えたり、自分の考え

を整理したりできるようにするため

に、思考過程が分かるノートづくりに

取り組ませる。生徒に、図３のような

視点を与え、ノートを見直したときに、

問題解決の流れや自分の考えが変わった様子を確認できるようにする。数、式、図、表、グラフ等

を用いてかくことやキーワードを意識してかくことで、数学的な表現を身に付けられると考える。 

 

 

① 自分の考えや他者の考えを自分の言葉でノートにかく 
② 数、式、図、表、グラフ等を用いてかく 
③ キーワードを意識してかく 
④ 授業中に気付いたことをかく 
⑤ 授業を通して何を学んだか、振り返りをかく 

図３ ノートづくりで大切にする視点 
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Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

中学校第３学年を対象として、研究協力校と連携して研究を進める。 

(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) １時間に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) 質問紙調査の結果分析により、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 付けたい力に関わる生徒の実態と数学科の授業に対する生徒の意識 

(１) 全国学力・学習状況調査から見た課題と付けたい力 

全国学力・学習状況調査(中学校数学科)に

おいて、事実・方法・理由を説明させる問題

が毎年出題されている。そこで、説明を記述

する力の実態を把握するために、記述式の問

題について、滋賀県の経年の結果をまとめた

(表３)。結果を見ると、正答率が35％以下の

問題が毎年あり、無解答率が20％以上の問題

も複数あることから、事実・方法・理由を説

明する力の弱さが大きな課題といえる。 

また、研究協力校の平成26年度の自校採点の結果

を当センターの分析支援システム「Ｆコンパス」を

用いて分析した。図４は研究協力校の第３学年の結

果をグラフに表したものである。その結果、研究協

力校２校においても、記述式の問題に落ち込みがあ

ることが分かった。特に正答率の低い記述式の問題

では、根拠となる事柄を数学的な表現を用いて説明

することができていなかった。これらのことから、

生徒に付けたい力を「数学的な思考力・表現力」と

した。その力を身に付けさせるためには、生徒の主

体的な学びを喚起し、解き方や考え方を説明し伝え合う活動を充実させる必要がある。 

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(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学期の単元計画等検討 

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(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204) 

《記述》 

記述式の問題 
正答率 35％以下 

の問題の数 

無解答率 20％以上 

の問題の数 

実
施
年
度 

H19 ７問 １ ４ 

H20 ６問 ２ ４ 

H21 ５問 １ ４ 

H22 ７問 ４ ６ 

H24 ７問 ４ ４ 

H25 ７問 ５ ６ 
 

表３ 記述式の問題の経年結果(滋賀県) 
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(２) 数学科の授業に対する生徒の意識 

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３学年を対象に質問紙調査

を実施した。「数学の授業で問題を考えるとき、数、式、図、表、グラフなどを使って考えるよう

にしている」という質問に対して、「当てはまる」と回答した生徒は16％であった。このことから、

問題場面をとらえて考えるとき、数学的な表現を意識できていないことがうかがえる。さらに、「数

学の授業で問題の解き方や考え方を数、式、図、表、グラフなどを使って友だちに説明することは

難しい」という質問に対して、「当てはまる」と回答した生徒は30％であった。難しいと感じる理

由として「説明の仕方が分からない」「自分が理解できていないとうまく説明できない」等の記述

があり、説明の仕方や説明する内容が理解できていないことがうかがえた。また、「相手に間違っ

たことを教えてしまうことがある」等の間違えて説明することへの不安を記述している生徒も見ら

れた。これらのことから、数学的な表現を身に付け、その表現を用いて説明することや、説明する

ことへの苦手意識を軽減させる必要性が明らかになった。 

 

２ 主体的な学びを喚起する授業の実際 

(１) 単元構想の工夫とポイントチェックリストの活用 

単元の見通しを持たせ、学習意欲を引き出

すために、日常生活で起こりそうな身近な課

題を想定した「活用を促す課題」を設定した。

また、生徒がこの課題を解決するために必要

な事柄や知識・技能を確認し、「活用を促す

課題」との関連を意識して、自己評価しなが

ら学習を進められるように、ポイントチェッ

クリストを合わせて提示した。 

ア 「活用を促す課題」の設定 

単元「関数」では、付けたい力を「関数

y＝ax2を用いて具体的な事象をとらえ説明

する力」とした。第１時で、走っている花

子さんに、後ろから自転車で追いかけるた

くやさんが追いつくまでの時間を求める方

法を説明する「活用を促す課題」を提示し

た(図５)。問題文から分かることや解決す

るために必要なことを、線を引きながら確

認させた。生徒は「花子さんが一定の速さ

で走っている」「花子さんやたくやさんの

速さが分からない」「二人の進行の様子が

必要だ」などの事柄を挙げ、必要な条件が

不足していることに気付いた。 

その後、二人の進行の様子について分か

っていることを、表・式・グラフの関連を意識できるようなワークシートで提示し、たくやさん

がいつ追いつくかグループで予想する活動を設定した(図６)。表の続きを考えているグループや

表から式を立てて考えようとしているグループなどが見られた(p.6の図７)。考えが出にくい様

子であったグループには、「比例や一次関数のとき、表や式はどのように使っていたかな」と投

図６ 関連を意識させるワークシート 

関連を意識 

図５ 「関数」の活用を促す課題「花子さんとたくやさん」 

活用を促す課題 
陸上部の花子さんはマラソンの練習をしています。 
一定の速さで走る花子さんが地点Ａを通過した瞬間

に、たくやさんは地点Ａから自転車で花子さんと同じ方
向に走り出した。 
たくやさんが花子さんに追いつくまでの時間を求める

方法を説明しましょう。 

たくやさん 花子さん 
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げかけ、既習事項を思い出せるように支援した。 

しかし、この段階でたくやさんの進行の様子につ

いて、式を立てたり、グラフをかいたりできないこ

とに生徒は気付いた。指導者から、「今までに習っ

た関数とは違いますね。どんな関数なのか。また、

どのようなグラフになるのか考えて、この単元の学

習を進めていきましょう」と伝えた。この時間の生

徒の振り返りからは、「追いつく時間について、説

明できるようになりたい」「たくやさんのグラフは

どんなグラフになるのかな。しっかりかけるように

なりたい」など、この単元に前向きに取り組もうと

する意欲がうかがえた。 

このように「活用を促す課題」を提示することで、

既習事項を基に「解決できそうだが、できない」「何

とか解けるようになりたい」という思いを引き出

し、これから習得する知識・技能を活用すれば解決

できるという意識を持たせることで、その単元への

意欲を引き出すことができた。 

イ ポイントチェックリストの活用 

それぞれの単元で生徒に身に付けさせたい知識

・技能を一覧にしたポイントチェックリストを「活

用を促す課題」と合わせて提示した(図８)。特に、

単元「関数」では、表・式・グラフを相互に関連付

けて理解を深めることで、関数関係を見いだした

り、表現し考察したりする力を伸ばすことができる

と考えた。そこで、ポイントチェックリストを一覧

表の形式だけでなく、表・式・グラフの関連を意識

し、振り返って考えることができるように図式化し

て作成した(図９)。また、いつでも確認できるよう

に、掲示板や小黒板を利用して、教室掲示した(p.7

の図10)。 

各時間の終わりに、ポイントチェックリストを利

用して、その時間のキーワードが理解できている

か、適用問題を解くことができるかを自己評価させ

た。また、次の時間の導入時に、「活用を促す課題」

との関連について確認し、ポイントチェックリスト

を見直して、前時までに学んだことを活用できない

か考えるよう促し、授業に臨ませた。振り返りから、「リストを見て、解き方を思い出すことが

できた」「平方完成の仕方が分かってないので復習します」など、リストを活用して、自分の学

習状況を把握し、次の学習につなげようとしている様子がうかがえた。また、掲示してある関数

のリストを見ながら、「式からグラフをかいて考えてみよう」「グラフをかくには表が必要だ」

と話し合い、表・式・グラフの関連を意識して考えているグループも見られた。 

図９ 表・式・グラフの関連を意識したポイン

トチェックリストの一部 

図７ 表を使って考えるグループ 

生徒自身が 
記述して 
確認する 

適用問題を 
解くことで
確認する 

図８ 単元「関数」のポイントチェックリスト 
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各時間の終了後、指導者はポイントチェックリス

トを確認し、生徒が理解している状況を把握した。

単元「二次方程式」では、解の公式について理解し

ている生徒が少ないことをとらえ、確認してから授

業に入るようにした。単元「関数」においても同様

に、関数関係や変化の割合について確認するように

した。また、チェックが入っていない生徒には、机

間指導において、考える視点やキーワードを確認さ

せて、理解を促した。指導者から「このリストを生

徒に配付することによって、生徒が見通しを持って学習を進めることができた」「生徒がテスト

前にリストを見直して確認し、分かっていないところを聞いてきた」「生徒のつまずきをとらえ

ることができ、支援することができた」という感想が聞かれた。 

ポイントチェックリストの活用によって、生徒は、自己評価を行い、自分の学習状況を確認し

たり、次の学習への見通しを持ったりすることができた。指導者は、生徒の学習状況を把握し、

次時の指導や個に応じた支援に生かすことで、生徒の理解を促すことができた。また、単元の特

性に応じた形でリストを作成しておくことで、生徒の思考を深めるきっかけを作ることができ

た。これらのことが、生徒の学習意欲を引き出し、数学的な表現や知識・技能の習得につながっ

たと考える。 

 

(２) １時間に付けたい力を明確にした授業の流れの工夫 

ア 学習課題とまとめの設定 

指導者がその１時間に付けたい力を明確にし、生徒に１時間の見通しを持たせるために、学習

課題とまとめを設定して授業を計画した。各時間の導入時に学習課題を設定するときには、生徒

の「なぜ」「どうして解けばいいのだろう」といった疑問や問題意識を引き出せるように導入を

工夫した。授業展開例として、単元「二次方程式」第３時を取り上げる(図11)。 

指導者(Ｔ)の働きかけ、生徒(Ａ～Ｇ)の反応 指導者の働きかけの意図、板書の様子 

Ｔ：４つの二次方程式があります。 

これらの方程式の解を求めるにはどうすればよいですか。 

Ａ：xに数を代入して求めればよい。 

Ｔ：前の時間では、１つずつ数を代入して、求めました。 

Ｂ：でも、１つずつ探していくのは時間がかかって大変だ。 

Ｔ：そうですね。すぐに解を見つけ出したいですよね。 

  では、見ていてください。(すぐに解を答えていく) 

Ｃ：先生は答えを覚えているんじゃないかな。 

Ｄ：どうしたら、そんなすぐに解が分かるの。 

何か仕掛けがあるのかな。 

Ｔ：では、今日はその仕掛けがどうなっているか考えてみましょう。 

 

 

 

Ｔ：③、④の式に注目してみましょう。 

２つの式に共通していることは何でしょう。 

Ｅ：左辺が因数分解されている。 

Ｆ：かっこの中にある数字と解の数字が同じ。 

Ｇ：右辺が０になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図11 単元「二次方程式」第３時の導入場面における授業展開の一部 

【学習課題】 

どうすれば、すぐに二次方程式の解を求められるだろうか。 

問題意識を引き出すように教材提示する 

「なぜそうなるのか」という疑問を 
引き出すように板書する 

生徒の疑問から学習課題を 
設定する 

考えを見いださせるための
発問をする 

図10 教室掲示したポイントチェックリスト 
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また、その時間に学習した内容について生徒とともに見直し、学習課題に正対してまとめる時

間を設定した(図12)。「どうすれば、すぐに二次方程式の解を求められますか」と設定した学習

課題について生徒に問いかけ、気付いたことやキーワードを生徒から引き出し、まとめた。 

 

指導者(Ｔ)の働きかけ、生徒(Ａ～Ｅ)の反応 指導者の働きかけの意図、ノートの記述 

(因数分解し、「ＡＢ＝０ならば、Ａ＝０またはＢ＝０」であること 

を利用して、二次方程式を解く方法を学習した。) 

Ｔ：それでは、この時間の学習のまとめをしましょう。 

  どのようにすれば、すぐに二次方程式の解を求めることができ

ますか。この時間のキーワードを考えてそれぞれまとめてみま

しょう。 

Ａ：(ノートを見直して)「因数分解」がキーワードになると思う。 

Ｂ：因数分解したときの、かっこの中の数を見たら解が分かる。 

Ｃ：「左辺」も必要じゃないかな。 

Ｔ：「因数分解」と「左辺」ですね。 

では、どのようにまとめたらいいですか。 

Ｄ：「左辺を因数分解すれば求められる」でどうかな。 

Ｅ：それでいいと思う。 

Ｔ：では、自分の言葉でまとめましょう。 

 

 

 

その後、生徒は、適用問題に取り組むことで、学習した内容をどのように使って問題解決すれ

ばよいかということを確認していた。このように、単元の各時間において、生徒の疑問や問題意

識から学習課題を設定したことで、生徒は追求しようという意識を持って授業に臨むことができ

た。これらのことから、学習課題とまとめを設定して授業を計画することは、生徒も指導者も１

時間の見通しを持つことができ、生徒の主体的な学びを喚起することに有効であった。 

イ 学びを自覚する振り返り 

各時間の最後に、授業

を通して学んだことや、

「説明し伝え合う活動」

を通して考えたこと、分

かったこと、まだ分から

ないことを自分の言葉で

かく振り返りの時間を設

定した。振り返ることで、

生徒が自分の学びを実感

し、次の学びに対して、

主体的に取り組もうとす

る意欲を引き出したいと

考えた。また、分かった

ことだけでなく、まだ分

からないことをかかせる

ことで、生徒は自らの課

題を見つけることがで

き、指導者はそれを確認

 第４時 第６時 

学習 

課題 

 

 

 

 

まとめ 

 

 

 

 

振り 

返り 

  

図13 主体的に取り組もうとする意欲がうかがえる振り返りの記述 

キーワードを引き出す 

まとめるために 
方向付ける 

図12 単元「二次方程式」第３時のまとめの場面における授業展開の一部 
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し、生徒の学習状況を把握して次時の指導に生かせるようにした。 

生徒は、８ページの図13のように、学習課題に正対したまとめをかいた後、その時間を振り返

り、自分自身の力で解けるようになりたいという次の目標について記述したり、確かな理解につ

なげるために、家庭学習もがんばりたいという具体的な手立てを記述したりしていた。自分の学

びを振り返ることで、主体的に取り組む意欲を引き出せたことがう

かがえる。 

また、指導者は生徒の振り返りを確認し、学習状況を把握して次

時の指導に生かせるようにした。特に、生徒が分からなかったこと

やつまずいたことについてかいているときには、指導者がアドバイ

スをかき込み、生徒の理解を促す視点やキーワードを示した。図14

は、グラフをかく場面で「グラフをかくのが難しい」と振り返り、

つまずいている生徒に対してかいたアドバイスである。その視点や

キーワードを次時の最初に取り上げたり、ポイントチェックリスト

で確認させたりすることで、前時や「活用を促す課題」とのつなが

りを意識させることができ、学習への意欲を継続させることができ

た。 

これらのことから、授業を通して学んだことや考えたことを振り

返らせることは、生徒が思考過程を整理し、「分かった」「できた」

と自分の学びを実感することにつながったといえる。また、振り返

りに対して指導者がアドバイスしたり、生徒のつまずいているとこ

ろを意識して授業に生かしたりすることが、主体的な学びを喚起す

ることに有効であったと考える。 

ウ 教材提示の工夫 

単元「二次方程式」第５時では、左辺が

因数分解できない二次方程式を平方完成し

て解く考え方について、ICT を活用し、面積

図を提示して説明した(図15)。この考え方

において、特に生徒がつまずきやすい、ax2

＋bx＋c＝０の「xの係数 bを半分にして、

２乗したものを両辺に加える」というとこ

ろを、面積図で視覚化することにより、生

徒は「もう一度動かして見せてください」

「面積を半分にするのか」「正方形の面積だ

から２乗すればいい」と確認しながら理解を

進めていることがうかがえた。この平方完成

の考え方を生かして、続く第６時では、実際

に長方形を切り貼りして、正方形を作る中

で、xの係数 bが奇数のときを考えたり、解

の公式を導き出したりすることができた。 

単元「関数」第３時では、関数 y＝x2のグ

ラフをかく場面において、生徒は、式に値を

代入し、計算して表を作った。「整数値、0.5 図16 関数グラフツールを利用して提示 

図15 ICT を活用して面積図を提示 

図14 生徒のつまずきに対して

かいたアドバイス 
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ずつ、0.1ずつ」のように、グラフをかくための点を取る間隔を徐々に細かく設定していき、実

際に計算するのは大変な部分である、0.05ずつ、0.01ずつのところについては「さらに細かく点

をとっていくと、どのようなグラフになるでしょうか」と投げかけ、関数グラフツールで、点と

点の間が曲線になる様子を視覚的にとらえさせた(p.9の図16)。「点の集まりが滑らかな曲線にな

ることが分かった」「きれいな曲線をかけるようにしたい」という振り返りの記述から、ICT の活

用が、実際にグラフにかくときのよいイメージを持つことにつながったと考える。 

また、生徒の間違いやすいところに着目し、生徒自身が「あれ、おかしいな」と疑問を持った

り、気付いたりして、数学的な表現を用いて説明できるようにするために、図17のように、指導

者が意図的に間違えて解答例を示し、その間違いの理由を説明する場面を設定した。最初は「２

行目は合っている」「答えが違うのかな」と数学的な表現を用いることができていなかったが、「今

まで学習した言葉や式を使って説明しましょう」と発問することで、ノートを見直して、「因数

分解するところは合っている」「解を求めるとき、一次方程式の解き方を間違っている」と数学

的な表現を用いて説明する意識を持たせることがで

きた。 

これらのことから、教材の提示の仕方を工夫する

ことで、生徒が考えを深め、数学的な表現を用いて

説明しようとすることにつながったと考える。 

 

３ 言語活動の充実を図る授業の実際 

(１) 「説明し伝え合う活動」の充実 

根拠を明らかにして筋道

を立てて考えたり、数学的な

表現を用いて説明したりす

る力を伸ばすために、説明し

伝え合う内容を明確にして

「説明し伝え合う活動」を設

定した(表４)。さらに、予想

される生徒のつまずきとそ

れに対する指導者の支援の

手立てを準備し、「説明し伝え合う活動」の充

実を図った。 

単元「二次方程式」第１時では、花壇の道の

幅を求める方法を説明し、さらに花壇のデザイ

ンを考える「活用を促す課題」を提示した(図

18)。「生徒会長からのお願いに答えるために、

この問題から分かることと、何が分かれば解決

できそうか考えてみましょう」と発問し、グル

ープで考えを出し合う時間を設定した。生徒は

花壇の面積や道の面積が分かることを挙げ、道

幅を文字で表すことや、方程式を作れば解けそ

うだという見通しを持つことができた(p.11の

図19)。机間指導で、方程式を立てるところでつまずいているグループに対して、「道の面積につい

表４ 単元「二次方程式」において設定した説明し伝え合う内容 

第１時 「活用を促す課題」から分かることを見いだす。 

第３時 二次方程式の解き方が間違っている理由を説明する。 

第６時 面積図を使って平方完成し、解の公式を求める方法を説明する。 

第７時 二次方程式の解き方を選ぶ方法を説明する。 

第９時 数に関する問題を、二次方程式を利用して解決する。 

第10時 日常生活で見られる問題を、二次方程式を利用して解決する。 

第11時 「活用を促す課題」を解決する。 

x2－３x－４ ＝０ 

(x＋１)(x－４)＝０ 

x＝１、x＝－４ 

図17 意図的に間違えて示した解答例 

図18 「二次方程式」の活用を促す課題「校庭の花壇」 

活用を促す課題 
あなたは美化委員です。校庭の花壇について生徒会長

から２つお願いがありました。 
① 図のような長方形の土地に同じ幅の道を縦、横に１
本ずつ作り、花壇の面積が 50ｍ２となるようにしたと
き、道の幅は何ｍになるか説明してほしい。 

② 同じ幅の道を縦や横に何本か作り、花壇の面積が 
50ｍ２となるようにデザインしてほしい。また、その
ときの道幅を教えてほしい。 
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て、xを使って表せないかな」と等しい関係

をとらえられるようにアドバイスした。ま

た、一つ方程式が立てられたグループには、

「違う方程式は立てられないかな」と他の方

法を考えるように促したところ、生徒は図20

のような二つの二次方程式を考えることが

できた。 

単元「二次方程式」の各時間においても、

生徒のつまずきそうな場面とそのときの支

援の手立てを指導案に示して指導した。説明

するときに必要な既習事項については、ポイ

ントチェックリストやノートにかいた生徒

自身の気付きを見直させた。そうすること

で、因数分解や平方根の考え方、解の公式を

利用した二次方程式の解き方を確実に習得

し、どの解き方がよりよい方法であるか考え

ることにつながった。このことを踏まえて、

第11時では、「活用を促す課題」を解決する

場面に取り組ませた。第１時で花壇の道幅を求めるために

生徒が立てた二つの二次方程式を取り上げた。式が作られ

ている要素や、図と式との関係を考えることが、数学的な

表現を用いて説明することにつながると考え、「どのよう

に考えて式が立てられたのか読み取って、グループで説明

しましょう」と発問し、グループ学習の目的を明確にした。 

机間指導では、それぞれのグループの様子を観察し、生

徒のつまずきそうなところを確認して指導した。方程式の

中にある数や式と図を関連させてとらえられていない生

徒には、「８や x は図の中で何を表しているかな。８－x

はどうかな」と一つずつ関係を見て考えるように促した。

そのグループでは、道を端に寄せて花壇の面積を長方形と

みなし、縦の長さを(８－x)ｍ、横の長さを(10－x)ｍと表

す考え方に気付くことができた(図21)。 

また、説明の仕方について困っている生徒には、「他の人の説明の仕方でよいところを参考にで

きないかな」と支援し、グループ内での交流を促した。そのグループでは、ある生徒の記号を用い

た説明の仕方のよさに気付き、思考ボードⅰ)にかいて、説明することができた(図22)。このように

生徒のつまずきを予想し、手立てを準備しておいたことで、生徒はグループで関係を見いだしたり、

説明し伝え合うべき事柄を意識して交流したりすることができた。 

これらのことから、生徒のつまずきそうな場面を予見し支援の手立てを準備しておくことで、考

える視点や説明し伝え合う内容を明確にすることは、生徒の思考を広げたり、深めたりすることに

有効であった。 

                             
ⅰ) 昨年度研究で用いた、考えを出し合うための手がかりとして、各グループに１枚配付したホワイトボード(38cm×54cm)のこと。 

図22 記号を用いて説明した思考ボード 

Ａグループ： (８－x)(10－x)＝50 

Ｂグループ： 50＋(８x＋10x－x2)＝80 

図20 道幅を求めるための二次方程式 

図 19 生徒が気付いたことを挙げた記述 

図21 式と図の関連を考えたワークシートの一部 
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(２) 思考過程が分かるノートづくり 

ノートの右側４～５cm にスペース

を設け、自分の考えや他者の考え、キ

ーワード等を自分の言葉でかく活動

を重視した。指導者は、「どのように

して解いたか後で見て分かるように

しておきましょう」「ここで大事なキ

ーワードは何か考えてかきましょう」

と投げかけ、板書以外のこともかいて

いくように指導した。図23は、単元「二

次方程式」第４時における生徒のノー

トの記述である。生徒は、学習課題か

ら、キーワードになりそうな「因数分

解」という言葉を使って、気付いたこ

とをノートにかくことができた。ま

た、問題を解くだけでなく、どのよう

にして解いたか分かるようにかくこ

とで、根拠を理解し、その考え方を使

って適用問題を解くことができた。そ

して、この時間の終わりには、ノートにかいたことを見直して、「因数分解」というキーワードを

用いて学習のまとめをすることができた。このように、考える過程で気付いたことやキーワードが

分かるようにかくことで、学習課題を意識してその１時間の学習に取り組み、正対したまとめをす

ることにつながった。 

これらのことから、気付いたことや考えたこと、根拠を明確にしてノートにかくことで、自分の

考えを整理することができ、数学的な表現を用いて筋道を立てて説明したり問題を解決したりする

ことに有効であったと考える。 

 

４ 実証授業後の生徒の意識の変容 

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(図24)。「数

学の授業で問題を考えるとき、数、式、図、

表、グラフなどを使って考えるようにして

いる」の項目において、「当てはまる」と

回答した生徒は、事前の16％から事後には

30％に増加した。また、「説明し伝え合う

活動」はどのように役に立っているかとい

う質問に対して、図25のような回答の記述

があり、他者の考えを知ることや、説明す

ることに対して自信を持つことができる

よさを実感している様子がうかがえた。さ

らに、振り返りをすることで役に立ったこ

図24 質問紙調査の結果 

数学の授業で問題を考えるとき、数、式、図、表、グラフ
などを使って考えるようにしている 

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204) 

事後 

事前 

・友だちと解き方が違うとき、友だちの解き方を教えてもらう

ことで、こんな解き方もあるんだと新しい解き方を見つける

ことができる。 

・なぜそうなるのかという理由や根拠も分かるので、頭に残り

やすい。 

・自分が本当に理解していたのだと自信がつく。説明する力が

つく。 

図25 「説明し伝え合う活動」に対する生徒の記述 

図23 生徒が気付いたことをかいたノートの一部 

１時間の見通しが

持てる学習課題を

設定 

因数分解する

ために式を変

形する考え方

を適用問題で

活用 

キーワードを意

識して気付いた

ことを記述 

キーワード 

「因数分解」 

を用いて、 

まとめを記述 

式を変形する 

ときの根拠を 

記述 
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とについては、図26のような回答の記述が

あり、生徒が自分の学びを自覚し、次の学

びに対して主体的に取り組もうとする様

子がうかがえた。 

これらのことから、生徒が見通しを持っ

たり、振り返ったりする学習活動の中で、数学的な表現を意識させることや、「説明し伝え合う活動」

を通して説明に必要な事柄や説明の仕方を考えさせることは、数学的な表現を用いて問題を解決した

り、説明したりする力を伸ばすことに有効であった。 

 

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」を設定した単元構想、学習課題とまとめを明確にした授業の流れによって、

生徒が学習の見通しを持ち、学んだことを振り返ることで、主体的な学びを喚起することができた。

そして、考えたことを「説明し伝え合う活動」で表現することは、数学的な思考力・表現力を伸ば

すことに有効であった。 

(２) ポイントチェックリストを活用して、生徒は自己評価して学習を振り返り、自分の学習状況を確

認したり、次の学習への見通しを持ったりすることができた。また、指導者は生徒の学習状況を把

握し、つまずきそうな場面を予見して支援することができ、生徒の主体的な学びを喚起し、数学的

な思考力・表現力を伸ばすことにつながった。 

 

２ 今後の課題 

(１) 本研究で得た成果を基に、他領域・他学年においても学習課題とまとめを設定した授業で、生徒

の数学的な思考力・表現力を伸ばす必要がある。 

(２) 日常生活や社会における事象を取り上げた、知識・技能を活用して解決する課題について、さら

に開発する必要がある。 
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