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数学科教育に関する研究 

 

学ぶ力の向上につながる高等学校数学科の 

主体的・協働的に学ぶ学習を取り入れた授業づくり 

－アクティブ・ラーニングの視点に立った授業を目指して－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

現行の高等学校学習指導要領解説数学編では、これまで以上に数学的活動を重要視している。数学的

活動とは、数学学習に関わる目的意識を持った主体的な活動であり、その一つとして、「自らの考えを数

学的に表現し根拠を明らかにして説明したり、議論したりする」１)ことを挙げている。そして、高等学

校の現状と課題については、「現在、高等学校には、数学の学習に関心や意欲を見いだせない生徒がいる

ことも事実であり、そのような高等学校の現状を踏まえ、数学の学習が単なる問題の解法の記憶になら

ないよう絶えず数学のよさや数学を学ぶ意義を認識させることに留意し、数学に対する関心と主体的に

数学を学ぼうとする意欲を高めることが大切である」１)と記されている。 

また、国立教育政策研究所教育課程研究センター「評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための

参考資料」(高等学校 数学）においては、「現在の高等学校の数学の授業は、授業進度が速く、多くの問

題の解法の説明が中心となっていると指摘されることが少なくない。」２）と記されている。 

このような背景のもと、平成26年11月に文部科学省から出された「初等中等教育における教育課程の

基準等の在り方について(諮問)」では、「新しい時代に必要となる資質・能力の育成のために、『何を学

ぶか』という知識の質や量の改善はもちろんのこと、『どのように学ぶか』という、学びの質や深まりを

重視することが必要であり、課題の発見と解決に向けて、主体的・協働的に学ぶ学習(いわゆる『アクテ

ィブ・ラーニング』)やそのための指導の方法等を充実させていくことが必要とされ、こうした学習・指

導方法は、知識・技能を定着させる上でも、また、子供たちの学習意欲を高める上でも効果的であるこ

とが、これまでの実践成果から指摘されている」３)と記されている。このようなことから、今後、アク

ティブ・ラーニングを組み入れた授業がますます求められるようになってきた。 

そこで、本研究では高等学校数学科において、生徒の学ぶ力の向上につながる、主体的・協働的に学

ぶ学習(アクティブ・ラーニング)の視点に立った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 

 

 高等学校数学科において、生徒が主体的・協働的に学ぶ学習(アクティブ・ラーニング)の視点に立っ

た授業づくりについて探り、生徒の学ぶ力の向上と生徒が共に学ぶ姿勢の育成を目指す。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説 

 

 主体的・協働的に学ぶ学習(アクティブ・ラーニング)を取り入れた授業を行うことにより、生徒一人

ひとりの理解の深まり、考え方の広がり、学習意欲の高まりが期待でき、学ぶ力の向上と生徒が共に学

ぶ姿勢の育成につながるだろう。 
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Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 主体的・協働的に学ぶ学習を取り入れた授業とは 

  本研究における「主体的・協働的に学ぶ学習」を取り入れた

授業とは、数学の事象に対する課題の解決に向けて、自ら目的

意識を持って取り組んだり、集団の中で自らの考えを数学的に

表現し根拠を明らかにして説明したり、議論したりして共に学

び合う授業と定める。このような活動を通して、生徒一人ひと

りの理解の深まり、考え方の広がり、学習意欲の高まりと、生

徒が共に学ぶ姿勢の育成を目指す。 

また、アメリカ国立訓練研究所の研究結果によるラーニン

グ・ピラミッド(図１)から、グループで討論したり、他人に

教えたりするアウトプット型の活動は、学習の定着などに効

果が期待できると考え、ペア学習や４人を基本とするグルー

プ学習を活用する。 

 

２ 主体的・協働的に学ぶ学習を取り入れた授業の構造 

(１) 授業の全体構造 

実証授業では、「事前、導入、展開、振り返り」という学習の場面を計画的に設定し(図２)、生

徒一人ひとりの理解の深まり、考え方の広がり、学習意欲の高まりをねらって、各場面で、生徒が

主体的・協働的に学ぶ学習を継続的に

組み入れる。 

特に、「振り返り」では、生徒が自

ら本時の学習態度や学習内容を振り返

ることで、習得した知識・技能・態度、

新しい発見や疑問などをそれぞれ再確

認し、次時の授業へ主体的に取り組む

姿勢につなげる。 

また、学習内容の節目には既習した

知識・技能をもとに、課題の工夫を取

り入れた演習の授業も行う。 

 

(２) 授業の工夫 

主体的・協働的に学ぶ学習として、ペア学習やグループ学習を活用する。グループ学習では、話

し合う活動を通して、周りの人に自分の意見や考え方を説明したり、他者の意見や考え方を取り入

れたりすることにより、学習の理解が深まると考える。ペア学習では、生徒が話す機会を増やし、

学習内容が身に付いているかどうかを自分自身で気付くことができると考える。授業者は、主体的

・協働的に学ぶ学習を取り入れるにあたり、生徒に「途中までであっても自分の言葉で説明する」

「他の人の意見を自分の考えと比べながら最後まで聞く」「他の人の意見に対して、肯定的で学び

合える発言をする」などのルールを徹底させることを重視した。なお、今回の授業では、グループ

学習を主として行い、ペア学習は学習内容が身に付いているかどうかを確認する時に行う。 

また、主体的・協働的に学ぶ学習を行うにあたり、３種類のシートを作成した(p.3の表１)。 

図１ ラーニング・ピラミッド 

図２ 授業の全体構造 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeDC.XXJWAA0AJxqU3uV7/SIG=13bfvtd97/EXP=1450422078/**http:/www.ashi-tano.jp/wp-content/uploads/2014/05/d0922f0ccb26d02f0db3fe543cafbb7b.png
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表１ シートの種類とねらい(生徒の取組) 

シート名 ねらい（生徒の取組） 

「活用シート(事前学習の工夫)」 

○事前の学習内容について取り組

む 

・公式や定理の成り立ちや意味を「なぜ」という形で問いかけ、

理解して用いているかを確認する 

・本時の学習内容を「なぜ」という形で問いかけ、調べたり考

えたりする 

・教科書の例題などを参考にして、既習した知識・技能を活用

して自作の問題と解答を作成し、新しい気付きや発見をする 

「授業プリント(課題の工夫)」 

○課題設定が工夫されている問い

かけについて取り組む 

・与えられた資料や条件から必要な情報を抽出し、既習した知

識・技能を活用して解を導く 

・複数の導き方があることを発見する 

「本時の振り返りシート」 

○授業における学習態度や学習内

容を振り返る 

・主体的・協働的に学ぶ学習で共に学ぶ良さを実感し、学習活

動への関わり方はどうであったのか振り返る 

・学習内容で分かったことや疑問点は何であったのか振り返る 

・次時の授業へ主体的に取り組む姿勢につなげる 

 

(３) 授業の展開 

  ○ 事前の取組 

 事前の取組では、「活用シート(事前学習の工夫)」で、生徒

が課題に取り組み、調べたり考えたりすることを通して、学

習に向かう意識の高まりをねらう（図３）。 

○ 導入の段階 

  導入の段階では、「活用シート(事前学習の工夫)」をもとに、

生徒がグループになり意見交流をする。生徒は、周りの人に

説明したり、他者の意見や考え方を取り入れたりする。この

学習活動を通して、生徒の考え方の深まりや広がりをねら

う。 

○ 展開の段階 

  展開の段階では、「授業プリント(課題の工夫)」をもとに学習を進める。授業の形態として、一

斉授業は、主に新しく学ぶ知識・技能の説明や定着を目的とする学習の際に行い、グループ学習

は、主に既習した知識・技能を活用して課題を解決する学習の際に行う。 

グループ学習では、課題の解決に向けて、話し合う活動

を通して、各自が意見や考え方を出し、議論をして学習を

進めたり、理解ができなかった内容を補ったりしながら学

習を進めたりすることができる。この学習活動を通して、

学び合いにより生徒の理解のさらなる深まりをねらう。 

○ 振り返りの段階 

 振り返りの段階では、生徒は「本時の振り返りシート」(図

４)をもとに、本時の学習態度や学習内容の振り返りをする

ことで、学びの再確認・整理と次時の授業へ主体的に取り

組む姿勢につなげることをねらう。 

 

 

《本時の振り返り》 

①グループ活動を通

してできたこと 

（□に印をする） 

□わからないところを質問する  

□教える・説明する  

□自分の意見を言う  

②今日の授業でわか

ったこと 

 

③今日の授業の重要

ﾎﾟｲﾝﾄ 

 

④今日の授業で疑問

に思ったこと 

 

⑤その他（自由に書

いてください） 

 

 

図４「本時の振り返りシート」 

図３「活用シート(事前学習の工夫)」 

活用ｼｰﾄ② 

（  ）組（  ）番 名前（       ） 

［課題］Ｐ111 
 次の解答で、なぜ下線部①を確認する必要があるのか。相手に伝わるように自分の 

考えを説明しなさい。 
[応用例題７]             （説明文） 

 

 

 

 

[解答] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW2MuBlVWijkAvgGU3uV7/SIG=12ao2ho5v/EXP=1448499118/**http:/www.improbic.net/design/file/?download=nami22
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(４) 学習の評価 

主体的・協働的に学ぶ学習を取り入れるにあたり、学習面においては、生徒同士の学習活動の観

察や「活用シート」「授業プリント」の記述から学力の定着度の評価に、態度面においては、授業に

おける生徒の活動の観察や「本時の振り返りシート」における記述からの評価に努める。 

 

Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

１ 研究の方法 

(１) 事前のアンケート調査を行い、数学科の授業に対する生徒の意識状況を把握する。 

(２) 高等学校数学科の共通必履修科目「数学Ⅰ」における単元「二次方程式・二次不等式」「三角比」

の指導計画を作成する。また、主体的・協働的に学ぶ学習を取り入れた授業を展開するにあたり「活

用シート(事前学習の工夫)」「授業プリント(課題の工夫)」「本時の振り返りシート」を作成する。 

(３) 授業における主体的・協働的に学ぶ学習の場面を中心に、生徒の学習の深まりや活動の様子を観

察・分析する。 

(４)  「活用シート」「授業プリント」「本時の振り返りシート」における生徒の記述や事後のアンケー

ト調査、研究協力校等の関係教員との意見交流をもとに、生徒の変容を分析し取組の有効性を検証

する。 

(５) 次年度へ向けて、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 事前アンケート調査から見た生徒の実態 

(１) 調査概要 

本研究の対象となる研究協力校A・B２校の第１学年(90人)に、教科に関することを中心に事前の

アンケート調査を実施し、数学科の授業に対する意識について実態を把握し、学ぶ力の向上につな

がる主体的・協働的に学ぶ学習を取り入れた授業づくりに役立てる。 

 

(２) 研究協力校での数学科の授業に対する生徒の意識 

研究協力校における事前のアンケート調査は、図５

のような結果となった。｢数学ができるようになりた

い｣の項目では、大半の生徒が意欲的な回答をしている

のに対して、｢数学の勉強は好きだ｣の項目では、回答

の数値が高いとは言えない状況にあることがうかがえ

た。｢授業で、生徒の間で話し合う活動は大切だと思う｣

の項目では、肯定的に回答をした生徒が多く、ペアや

グループでの学習に有効性を感じていることがうかが

えた。 図５ 授業に対する意識調査 

数字は％

回答総数 90

4月 
 

5月 
6月 
7月 
8月 

研究推進計画の立案、専門委員・研究委員・
研究協力校の依頼 
資料収集と調査、指導案等の作成 
第１回専門・研究委員会 
資料収集と調査、指導案等の検討 
第２回専門・研究委員会 

9～10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 
研究の成果と課題の分析 
研究紀要の原稿執筆 
研究発表大会の準備 
研究発表大会 
研究のまとめ、次年度の研究構想 

 



数学科教育に関する研究 

  - 5 - 

これらの結果を踏まえ、ペア学習やグループ学習を活用し、共に学ぶことにより生徒一人ひとり

が、理解が深まる、考え方が広がる、学習意欲が高まるなどの体験が多くできるような主体的・協

働的に学ぶ学習を工夫した。 

 

２ 指導計画 

 実証授業では、研究協力校A校の授業計画(シラバス)をもとに、単元「二次方程式・二次不等式」

と単元「三角比」を取り上げた。この単元において、学ぶ力の向上につながるよう表２、表３のよう

に主体的・協働的に学ぶ学習を取り入れた指導計画を立てた。 
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３ 主体的・協働的に学ぶ学習を取り入れた授業の実際 

(１) 単元｢二次方程式・二次不等式｣(第10時)のA校の授業展開 

小単元 二次不等式 【 】教員の働きかけ ○生徒の学習活動 『 』評価方法 

ね
ら
い 

主な

学習

活動 

・「活用シート(事前学習の工夫)③」の課題である、自作の問題と解答について、意見交流をする。  

・学習内容の節目であることから、既習した二次不等式の知識・技能を活用して、「授業プリント(課題

の工夫)③」のさまざまな課題を解く。 

・授業での学習態度や学習内容を振り返り、「本時の振り返りシート」に記入をする。 

評価

規準 

・積極的に問題に取り組んでいる。[関心・意欲・態度]：［関］ 

・既習した二次不等式の学習内容が身に付いている。[知識・理解]：［知］ 

導入 

（10分） 

 

 

 

【「活用シート(事前学習の工夫)③」の提示】 

・事前に取り組んできている課題の内容をもとに意見交流するよ 

うに指示をする。 

・課題を通して、気付いたことや発見したことなどを伝えるよう 

指示する。気になるところがあれば記録し、疑問点を解消する 

ために後で質問するよう指示する。 

【机間指導】 

・生徒たちの活動状況を把握する。 

・生徒同士の話し合いが進むように、生徒からの質問には教員が答えるのではなくグループ内で解決で

きるように促す。 

展開 

（35分） 

 

 

 

 

 

【「授業プリント(課題の工夫)③」の提示】 

・単に解を導くだけではなく、別の解き方がないかを考えること 

も目的であることを説明する。 

・答え合わせをするよう指示する。必要に応じて解説をする。 

【机間指導】 

・グループで課題の解決に向けて話し合いができるよう生徒 

からの質問はグループの人に聞いて解決できるように促す。 

・生徒のつぶやきを大切にし、停滞しているグループには助言を行う。 

・余裕のあるグループについては、他の解き方について考えるよう指示する。 

振り返り 

(５分) 

 

 

【「本時の振り返りシート」の提示】  

・主体的・協働的に学ぶ学習での関わり方はどうであったのか、学習内容で分かったことや疑問点は何

であったのかなどをそれぞれ振り返り、再確認させる。 

【回収と配布】 

・「活用シート(事前学習の工夫)③」「授業プリント(課題の工夫)③」の回収 

・次時に使用する「活用シート(事前学習の工夫)④」の配布 

図７ 活動の様子 

図６ 活動の様子 

○「活用シート(事前学習の工夫)③」をもとに、意見交流をする。グループ学習（４人１組）(図６)。 

[関]：積極的に問題に取り組んでいる。『学習活動の観察』 

 

○「授業プリント(課題の工夫)③」をもとに以下の活動をする。 

・「課題１・２、チャレンジ問題１・２」に取り組む。グループ学習（４人１組）(図７)。 

・答え合わせをする 

 [知]：既習した二次不等式の学習内容が身に付いている。『プリントの記述の分析』 

 

○授業を振り返り、学習態度や学習内容について「本時の振り返りシート」に記入する。 
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○ 事前の取組 

授業者は、前時に学習した教科書の例題をもと

に、生徒に｢活用シート③｣で、自分で問題と解答

を作成して授業に臨むように指示をした。生徒の

プリントには、自作の問題と解答、作成の過程で

気付いたことや発見したことがいくつも記入され

ており、学習に向かう意識を高めて授業に臨んだ

と考える。 

○ 導入の段階 

授業者は、｢活用シート③｣をもとに、意見交流

するよう指示をした。生徒たちは、お互いがどの

ような問題や解答を作成してきているのか興味を示し、グループごとに自作の問題と解答を紹介

したり、気付いたことや発見したことを伝えたりしている様子が見られた。 

図８は生徒の｢活用シート③｣の一例である。二次方程式を(ⅰ)のように、｢ｘ２＋２ｍｘ＋４＝

０｣に変えて作成してきている。答えの導き方に注目すると、(ⅱ)では、解が整数値になってい

る。(ⅲ)では、｢何の数字を入れると楽に計算できるか等発見した｣という記述があり、二次方程

式の係数を変化させ、答えが整数値になる法則性を見出しており、考え方の広がりがうかがえる。 

○ 展開の段階  

「授業プリント③」では、先に解答を与える形に課題を工夫して、｢解答を−√2＜m＜√2にし

たい。問題文を変えてそのような解ができるだろうか。説明しなさい。｣と出題した。はじめは、

慣れない出題に、戸惑いの声が聞こえていたが、グループ

学習を取り入れたところ、話し合う活動を通してグループ

から出た質問に、一生懸命に説明する生徒や説明を聞く生

徒が現れるなどの変化が見られ、課題の解決に向けて意欲

的に取り組み、学び合う様子が見られるようになった。 

図９は生徒の「授業プリント③」の一例である。(ⅳ)で

は、解答を読み解き、実数解を持たないときは、

−√2＜m＜√2であると予想を立てて説明をしている。しか

し、学習を進めていくうちに、 (ⅴ)では、逆からたどる説

明の方がより良い解答であることに気付いている。このこ

とから、話し合う活動を通して、自分の考え方だけでなく、

様々な考え方を知ることができ、徐々に二次不等式の判別

式に関する理解が深まっていったと考える。 

○ 振り返りの段階 

 「本時の振り返りシート」では、学習面の振り返りとして「１つの数字が違うだけで全く答え

が違ってくるということがわかった」、態度面の振り返りとして「自分の意見をしっかり伝える

ことができるから良い時間だと思う」などの記述がみられる。振り返りをすることは、授業での

学びを再確認・整理ができ、次の授業へ主体的に向かう姿勢につながるものであったと考える。 

○ 研究協力校B校での実践 

 研究協力校B校においても、同様の授業を行った。導入の段階において、授業者は、数人の生

徒に全体の前で｢活用シート③｣で調べてきた内容を発表させた。この学習活動においても、生徒

たちは多くの考え方に触れ、理解を深めることができたと考える。 

(ⅳ) 

(ⅴ) 

図９「授業プリント(課題の工夫)③」 

（ⅰ） 

  
｢２次方程式２ｘ２＋２ｍｘ＋１＝０
が実数解をもつとき、定数ｍの値の範
囲を求めよ。｣を基に、自分で問題と解
答を作りなさい。 

(ⅲ) (ⅱ) 

図８ ｢活用シート(事前学習の工夫)③｣ 

(２次不等式) 
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(２) 単元｢三角比｣(第３時)のB校の授業展開 

小単元 三角比  【 】教員の働きかけ ○生徒の学習活動 『 』評価方法 

ね
ら
い 

主な

学習

活動 

・「活用シート(事前学習の工夫)②」の課題である本時の学習内容に関する、三角比の相互関係の式の

成り立ちについて調べてきたことを意見交流する。  

・「授業プリント(課題の工夫)③」で、三平方の定理等を用いて、三角比の間に成り立つ関係を確認し

たり、三角比の相互関係の式を利用して、残りの三角比の値を求めたりする。 

・授業での学習態度や学習内容を振り返り、「本時の振り返りシート」に記入をする。 

評価

規準 

・積極的に意見交流をしている。[関心・意欲・態度]：［関］ 

・三角比の相互関係の性質を活用して、答えを求めることができる。[数学的な技能]：［技］ 

導入 

（10分） 

 

 

 

【「活用シート(事前学習の工夫)②」の提示】 

・事前に取り組んできている課題の内容をもとに意見交流するよ 

うに指示をする。 

・課題を通して、気付いたことや発見したことなどを伝えるよう 

に指示する。気になるところがあれば記録し、疑問点を解消す 

るために、後で質問するよう指示する。 

・解説で行う解答は「一例」であることをおさえる。 

 【机間指導】 

・生徒たちの活動状況を把握する。 

・グループで話し合いができるよう、生徒からの質問には教員が答えるのではなくグループ内で解決で

きるよう促す。 

展開 

（35分） 

 

 

 

 

【「授業プリント(課題の工夫)③」の提示】 

 

【「授業プリント(課題の工夫)②」の提示 】 

・三角比の相互関係の式の成り立ちをおさえ、［例題２］を説明する。 

・与えられた条件から、どの相互関係の式を利用すれば良いのか 

おさえる。 

・cosθの符号に注意することをおさえる。 

・答え合わせをするよう指示する。必要に応じて解説する。 

【机間指導】 

・符号の判定理由を書くよう注意を促す。 

・グループで課題の解決に向けて話し合いができるよう生徒から 

の質問には教員が答えるのではなくグループ内で解決できるよ 

う促す。 

・生徒のつぶやきを分析する。活動が停滞しているグループには助言を行う。 

振り返り 

(５分) 

【「本時の振り返りシート」の提示 】  

・主体的・協働的に学ぶ学習で関わり方はどうであったのか、学習内容で分かったことや疑問点は何で

あったのかなどをそれぞれ確認させ、「本時の振り返りシート」を記入するよう指示する。 

【回収と配布】 

・「活用シート(事前学習の工夫)②」「授業プリント(課題の工夫)③」の回収 

・次時で使用する「活用シート(事前学習の工夫)③」の配布 

図11 活動の様子 

図10 活動の様子 

○「活用シート(事前学習の工夫)②」をもとに意見交流をする。グループ学習（４人１組）(図10)。 

[関]：積極的に問題に取り組んでいる。『学習活動の観察』 

 

○「授業プリント(課題の工夫)③」をもとに以下の活動をする。 

・「練習８・９、チャレンジ問題１・２」に取り組む。グループ学習（４人１組）(図11)。 

・答え合わせをする。 

[技]：三角比の相互関係の性質を活用して答えを求めることができる。 

『学習活動の観察・プリントの記述の分析』 
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○ 事前の取組 

授業者は、生徒に｢活用シート②｣で、本時の学習内容に関する、三角比の相互関係の成り立ち

について調べて、授業に臨むように指示をした。なお今回は、直角三角形の斜辺の長さを１とし

て取り組みやすくしている。生徒たちは、三平方の定理や三角比の定義を活用するなど、式の成

り立ちを調べてきており、学習に向かう意識を高めて授業に臨んだと考える。 

○ 導入の段階 

授業者は、生徒に｢活用シート②｣をも

とに、式の成り立ちを調べることを通し

て発見したことなどをグループで意見

交流するよう指示をした。 

図12は、生徒の「活用シート②」の一

例である。(ⅰ)では、直角三角形が与え

られているため、三平方の定理が利用で

きると考え、三角比の値を代入すること

で説明をしている。(ⅱ)では、tanθの定

義が利用できると考え、三角比の値を代

入することで説明している。このよう

に、既習した三角比の知識や技能を活用

して、これから学習する三角比の相互関

係の成り立ちを導いていることから、考

え方の広がりがうかがえる。 

○ 展開の段階  

  授業者は、「授業プリント③」で、［練

習９］に関する例題の解法の解説を行

わず、教科書の解法を参考にグループ

で解くよう指示をした。最初は、説明

がないことに戸惑い、ペンが止まる生

徒が何人も見られた。しかし、グルー

プ学習を取り入れたところ、時間が経

過するにつれて、話し合う活動を通し

て、各自が解法を出し合い「なるほど」

などの声と共に、協力して課題を解決

していく生徒の変化が表れた。 

図13は生徒の「授業プリント③」の

一例である。生徒Aは、教科書の解法を読み解き、問題文にtanθの値が与えられているため、(ⅲ)

と(ⅳ)では、どの相互関係の式を利用すれば良いか判断して解を導いている。生徒Bは、教科書

の解法の一部が理解できなかったが、(ⅴ)では、生徒Aとは異なるが、既習した別の相互関係の

式を用いて解を導いている。両生徒とも、三角比の相互関係の知識・技能を活用して解を導いて

おり、話し合う活動を通して、主体的に思考・判断し、理解を深めていくことができたと考える。 

このように、生徒は示された情報をもとに、既習した知識・技能を活用し、課題の解決に向け

て主体的・協働的に学習に取り組む力を持っていることがうかがえた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図13「授業プリント(課題の工夫)③」 

生徒Ａ 生徒Ｂ 

同じ式 

違う式 

(ⅳ) (ⅴ) 

(ⅲ) 

図12「活用シート(事前学習の工夫)②」 

(ⅰ) 

(ⅱ) 
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○ 振り返りの段階 

 「本時の振り返りシート」で、学習面の振り返りとして｢三角比の相互関係がわかった」、態度

面の振り返りとして「三角比の相互関係をしっかり身に付け問題を解いていくこと」などと記述

している。このように、振り返ることを通して、自分の中で授業での学びを再確認・整理ができ

ており、今後の授業に意欲的に向かう姿勢につながるものであったと考える。 

○ 学習の評価 

[練習９]の課題に対して、生徒が記述した説明を評価基準(表

４)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８割を超えていた。与えられた条件よりどの

三角比の相互関係の式を利用すれば良いか見いだしているな

ど、三角比の定義に基づいて直角三角形を利用したりして、説

明をすることができていた。授業者においても、生徒の学習態

度や学習状況を把握し、評価するだけでなく、つまずいている

部分を意識して今後の指導に生かすことができると考える。 

○ 研究協力校A校での実践 

研究協力校A校においても、同様の授業を行った。導入の段階において、授業者は、生徒が「活

用シート②」をもとに、４人のグループで意見交流をした後、さらにペア学習をするよう指示を

した。この学習活動に対して、｢本時の振り返りシート｣で、｢説明することで、理解していたか

どうか分かった｣という生徒の記述もあり、学習内容が身に付いているかどうか生徒自身が確認

できる取組であったと考える。 

 

(３) 生徒の考えの広がりや理解の深まりがうかがえたその他の授業 

単元｢三角比｣(第５時)は、

様々な三角比の課題を、既習

した知識・技能を活用し、解

く授業を行った。「授業プリ

ント⑤」では、課題を工夫し

て「下線部①で、別の方法で

求めることができるだろう

か。説明しなさい。」と出題

した。 

図14は、生徒の｢授業プリ

ント⑤｣の一例である。(ⅰ)

では、三角比の定義から直

角三角形を利用して解を導

いている。さらに、もう一つの解答として、(ⅱ)では、三角比の相互関係の式を利用して解を導い

ている。この生徒は、グループ学習の中で、課題の解決に向けて自分の意見を出し、他者の考え方

を取り入れながら学習を進めた結果、別の解き方を発見できたと考える。 

また、この解答には、複数のアプローチの仕方があることへの気付きが見られることから、考え

方の広がりや、解を導くにあたり、既習した知識・技能の活用ができ、理解の深まりにもつながる

取組であったと考える。 

 

 

図14「授業プリント(課題の工夫)⑤」 

表４ ｢評価基準｣ 
 評価基準 

Ａ 
Ｂに加え、符号の判定理由を述べて説明ができて

いる。 

Ｂ 

三角比の相互関係を利用して、どの条件のときに

どの式を選べばよいか判断することができ、残り

２つの三角比の値の求め方を説明できている。 

Ｃ 

三角比の相互関係を利用して、どの条件のときに

どの式を選べばよいか十分に判断することができ

ておらず、残り１つの三角比の値の求め方または、

残り２つともの求め方の説明ができていない。 

Ｄ 無回答 

(cosθ＞０) 

(ⅰ) 

(ⅱ) 
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４ 実証授業後の意識の変容 

(１) 生徒の意識の変容 

実証授業後、研究協力校の生徒に数学科の授業に対するア

ンケート調査を実施した。表５は、ペア学習・グループ学習

を取り入れた主体的・協働的に学ぶ学習に対する生徒の記述

を、内容に応じて分類したものである。「人の意見が聞けて、

考え方など新しい発見ができて良かった」「理解が深まった」

など肯定的な回答をしている生徒が多く見られた。このこと

から、「事前、導入、展開、振り返り」という学習の場面を

計画的に設定し、主体的・協働的に学ぶ学習を継続的に取り

入れることで、生徒の理解の深まり、考え方の広がり、学習意欲の高まりにつながったと考える。 

また、３割の生徒が「質問しやすく、教えてもらえる。」と記述しているが、理解が不十分であ

った内容に対して積極的に質問をしていると見ることもでき、主体的に学習に取り組んだ表れであ

ると考える。 

また、具体的な生徒の記述を以下に示す(図15)。 

 

(２) 授業者の意識の変容 

授業者が振り返った内容を以下に示す(図16)。主体的・協働的に学ぶ学習を取り入れた授業の有

効性が感じ取れる感想がいくつか見られた。 

・生徒の様々な意見や考え方が出てくるところは魅力的であった。 

・生徒たちの手が止まるような難しい課題の場面で協働的な学習を設定すると有効であると感じた。 

・グループ学習では、生徒が分からないと言える環境であり、熱心に学習に取り組む様子が見られた。 

・生徒に問題を解かして、授業者が採点をする形が良いと思っていた。しかし、今回のような授業も生徒

の学習に対する表情を見ていると有効な手法の一つであると思った。 

・生徒が自分の意見や考え方を表現できる学習活動を今後も取り入れていきたい。 

・今回の授業を通して、自分の意見や考え方を表現する生徒が多く見られるようになった。前向きな気持

ちで授業に臨んでおり今後にも期待したい。 

図16 授業者の振り返り（下線筆者） 

 

【学習面】 

・みんなの意見を聞くことは楽しい、それぞれ考え方が違うのがおもしろいし、他の人に説明するときで

も、自分の理解が深まっていい。 

・自分とは違う意見や考え方を聞くことで、今まで以上に考え方が広くなると思う。 

・(活用シートで)自分で問題を作ったり、根拠を考えたりするなど普段ではやらないような問題をといた

り、考えたりできるので良いと思う。 

・(活用シートで)事前に授業で学ぶことを自分で考えることによって、より授業の理解が深まった。 

・(本時の振り返りシートで)今日の授業で何を学んだか、もう一度確認できるので、良いと思う。 

・(本時の振り返りシートで)何を習ったのか整理でき、理解が深まった。 

【態度面】 

・グループ学習をすることによってクラスの雰囲気がよくなり、クラス全体の数学に対する意欲が増した

ように感じた。 

・このようなタイプの授業は初めてだったので新鮮だった。初めのころはグループ内であまり言葉がとび

かうこともなく正直一人で解いているのとかわらない状態であったが、最近はしっかり｢どうすれば･･･｣

等と言葉を交わせるようになり、今ではずっとこのタイプの授業をしていたいと思うようになった。 

図15 生徒の記述（下線筆者） 

 表４ 生徒の記述の分類 

質問しやすく、教えてもらえる。 31％ 

人の意見が聞けて、考え方など

新しい発見ができて良かった。 
26％ 

理解が深まった。 14％ 

協力して解ける。 10％ 

その他（無回答など） 19％ 

生徒の記述 回答総数 90人 (％) 

 
表５ 生徒の記述の分類 

生徒の記述 回答総数 90人 
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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) 主体的・協働的に学ぶ学習を取り入れた授業を行うことにより、生徒の理解の深まり、考え方の

広がり、学習意欲の高まりが見られ、学ぶ力の向上につながったと思われる。 

(２) 主体的・協働的に学ぶ学習の場面では、生徒が課題の解決に向けて、話し合う活動を通して、周

りの人に自分の意見や考え方を説明したり、他者の意見や考え方を取り入れたりすることができ、

生徒が、生き生きとした表情で意欲的に取り組み、共に学び合う姿が見られた。 

(３) 「活用シート(事前学習の工夫)」｢授業プリント(課題の工夫)｣「本時の振り返りシート」は、主

体的・協働的に学ぶ学習を取り入れた授業を充実させるために有効な手段であった。 

(４) 主体的・協働的に学ぶ学習を取り入れた授業を行うことから見えてきた生徒の活動の様子から、

授業者はその有効性を感じ、このような取組を組み入れた授業について考えるきっかけになった。 

 

２ 今後の課題 

(１) 授業者は、生徒が主体的・協働的に学ぶ学習に取り組めるように、問いかけの工夫や｢本時の振り

返りシート｣の分析などを一層行う必要がある。 

(２) 授業内において、学習面に対する評価を十分に見取ることができなかった。今後も、態度面の評

価と共に、評価方法について継続して研究していく必要がある。 

(３) 主体的・協働的に学ぶ学習を取り入れた授業の形や指導方法には、一定の形があるものではなく、

生徒の実態に合わせて様々な工夫が必要である。今回の主体的・協働的に学ぶ学習を取り入れた授

業づくりは、その第一歩であった。今後も研究を行い、その有効性を検証し推進していく必要があ

る。                   
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