
四万十市立中村中学校

学習指導要領の趣旨を実現するための

学習・指導方法及び評価方法の工夫改善
に関する実践研究（数学科）



（１） 令和２年度研究内容

（２） 具体的な取組
（３） 成果と課題を踏まえた

今後の取組

発表内容
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令和元年度の振り返り

●教科等横断的につながる授業づくり
●生徒自身が見方・考え方を働かせて数学的活動を推進
していく学び

●より妥当な結果へと評価・改善する力を高めていく指導

①本校の９年間の「単元終了時に目指す生徒の姿」を明確にする。

②カリキュラム・マップを活用して、数学科を軸にした教科等横断
的な授業実践を増やしていく。

③生徒自身が数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を推進
していけるような単元づくりを進める。

④評価問題、評価時期の工夫・改善を図り、効果的な評価の在り
方について研究を深める。

今後の取組

課題
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①数学科を柱にしたカリキュラム・マネジメント
ア.９年間で育成する数学的に考える資質・能力の明確化
イ.数学科を軸にした教科等横断的な視点からの授業づくり

②数学科における主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた学習過程
ア.数学科において身に付けたい資質・能力からの単元づくり
イ.生徒が主体的に学ぶ推進力となる問いを位置付けた
数学的活動の工夫

（１） 令和２年度研究内容

③数学科における学習評価の在り方
ア.数学的に考える資質・能力を把握する評価問題の作成
イ.数学的に考える資質・能力の変容を捉える評価方法

及び評価時期の工夫
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数学科を軸にした教科等横断的な視点からの授業づくりイ

➋ 育成する
資質・能力の共有

授業づくりのモットー
「生徒は一人で全教科を学んでいる」

教科等横断的な視点からの授業づくり

❶ 授業づくりの
方向性を統一

❸ 各教科の学びの
可視化と共有

❹ 教科等横断的な
授業実践

① 数学科を柱にしたカリキュラム・マネジメント

（２） 具体的な取組
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指導案表面

本単元終了時に目指す
生徒の姿

各ユニットで働かせる
主な見方・考え方

まとまりでユニットを作成
（学習過程のイメージを組み込む）

各ユニットでの数学的活動

➌

➍

❶

❶ 授業づくりの方向性を統一

➋

今年

生徒の姿
本単元終了時に目指す

生徒の姿
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❸ 各教科の学びの可視化と共有

学習内容を加筆

題材や学習活動を加筆

R1_６月

R1_９月

見方・考え方や身に付ける資質・能力を加筆R1_１０月

各教科等との関連を加筆R1_１１月

R２_４月 数学科との関連に焦点化

数学科との関連を整理R２_９月



・社会（地域的特色：分布や地域などに着目し、空間的な視点
から人口の特色を考察）

・数学（一次関数：時間と人数の関係から未来を予測）

実践例１:二つの関係に着目して考察し、表現する力

人口人口
推移

見方・考え方

多面的・多角的

位置的・空間的

見方・考え方

グラフの形状

二量の関係

社会科の
既習内容

一次関数と
みなし未来
を予測

❹ 教科等横断的な授業実践



・理科（地震の仕組み：P波，S波，同心円状に広がる）

・数学（比例：時間と距離の関係から未来を予測）

実践例２：関係や性質を見いだし、表現する力

地震 見方・考え方

時間的

空間的

見方・考え方

グラフの形状

二量の関係
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10月 11月 12月 1月 2月

数学 比例と反比例

理科 大地の変化

Ｒ１まで

〇地震の事象の特徴を見いだすことに時間を要した
・地震には、２つの波があり、同心円状に広がる

〇各教科の学びがつながっていかない

地震の事象を学習する時期が異なっている

地震の特徴を
見いだす

波の伝わり方
を観察

なぜ、地震がくることを予測できるの？問
題
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波にはP波、S波の二つがあり、同心円状に広がり、スピードが一定で比例である
ことを学習する。

❶ 理科：地震の性質①

初期微動継続時間やP波・S波の速さを基にグラフから震央を予測する。

初期微動継続時間の長さと震源からの距離の関係性を学習する。

❸ 理科：地震の性質②

比例とみなした根拠を明確にし、地震が来る時刻を予測する。

➋ 数学：地震の到達予測

❹ 数学：震央を予測

R2 10月 11月 12月 1月 2月

数学 比例と反比例

理科 大地の変化

Ｒ２ 地震の事象を学習する時期を揃える

数学と理科で横断する授業設計

大地の変化
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理科の
既習事項

問題解決の目的

２本の直線を事象に
即して解釈し、妥当
な解を見いだす

震央から四万十市にS波が届く時間はどれくらい？

〇事象の特徴を理解する時間が削減され、数学的な見方・
考え方を働かせる問題解決の時間を多く設定できた。
・二量の関係を見いだし、表現する

〇問題解決の目的を持たすことで、生徒は事象に即して
解決結果を解釈する姿がみられた。

問
題
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③ 数学科における学習評価の在り方

数学的に考える資質・能力の変容を捉える評価方法及び評価時期の工夫イ

振り返りシートから資質・能力を見取る

評価問題の実施時期を変え、異なる資質・能力を見取る

◆生徒の学習状況を毎時間把握し、授業改善や生徒への
指導支援に生かす形成的な評価の実践

◆単元や内容などのまとまりごとに、身に付いた資質・
能力を把握する総括的な評価の実践
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知識・技能 思考・判断・表現

次
時
の
学
習

本
時
の
学
習

授業終末の確認テスト

評価結果を、生徒のつまずきに対する支援や授業改善に生か
すことで指導と評価の一体化を図る

評価問題の実施時期を変え、異なる資質・能力を見取る

◆「知識・技能」「思考・判断・表現」を見取る形成的な評価
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【連立方程式（加減法）】
◎文字の係数の絶対値が一組そろっている連立方程式の
問題 （既習）

正答：１３名，誤答：１５名，無解答４名

◎文字の係数の絶対値を一組そろえる連立方程式の問題（未習）

正答：１３名，誤答：１５名，無解答４名

◆２年連立方程式における形成的評価

＜考察＞

●正答した要因を特定することは難しい。

＊予習などから知識として知っているのか、数学的な見方・考え方を働
かせて問題を解決しているのかは、今回の実施だけでは判断しにくい。

●方法知を理解できていれば、条件変更は数学的な見方・考え方を
働かせて解決できる。

＊誤答の要因は計算ミスが多く、未習の段階で係数をそろえることは

できている。 15



＊分かったこと
＊気づいたこと
＊問題解決の
ポイント

＊分からなかったこと
＊難しかったこと
＊疑問
＊つながり
（数学・他教科・将来）

＊分からなかったこと
＊難しかったこと
＊疑問
＊つながり
（数学・他教科・将来）

＊どのように改善

＊どのように努力

＊新たに調べたこと

＊どのように改善
したのか

＊どのように努力
したのか

＊新たに調べたこと

振り返りシート

振り返りシートから資質・能力を見取る

① 知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に
付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとしている側面

② ①の取組を行う中で、自らの学習を自己調整しようとする側面

１１

２２

成長の軌跡成長の実感 更なる高みへ

Ｐ
◆「主体的に学習に取り組む態度」を見取る総括的な評価



１学期

Ｄ



評価基準

Ａ基準 ◆数学が他教科の学習や生活において生かされていることに
気付き、数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し、数学を
積極的に活用しようとする記述がある
◆多様な考えを認め、よりよい解決方法や表現へと改善しようとし
たり、自己の変容をメタ認知したりして記述している

Ｂ基準 ◆数学のよさを実感し、数学を生活に生かそうとする記述がある
◆解決の方法や内容を改善しようとしたり、新たにできるように
なったことや分かったことを記述している

〇四万十川ウルトラマラソンのコースで、一次関数を利用して到着する時間や応援す
る場所を考えたけど、実際は上り坂や下り坂があり，天候やその日の体調によってタ
イムが違ってくるので正確に答えを出すことは難しいと思いました。いろいろな現象を
式で表しているのを見たことがあるけど，どうやって式にしているのか気になります。

Ａ評価の記述

〇バラツキのあるデータでも平均を求めて一定として考えることで一次関数とみなせ
ば先のことや他のこともグラフから読み取ることができるので便利だなと思った。

Ｂ評価の記述

Ｃ
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数学ツールの用い方
方法知

数学ツールの用い方
方法知

新たな気づき
将来に生かそうとする

Ｃ

自己の課題の理解
解決方法
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▲日々の学びにつながる振り返り
・単元末の振り返りでは、日々の学びを振り返ることに
つながっていきにくい。
・学びの変容を生徒の指導改善に生かしにくい。

▲記述する量と実施時期
・記述する量が多く、生徒・教師ともに次の学びや授業
改善に生かしきれていない。

各ユニットの問いに対しての考え

２学期

〇各ユニットの問いを位置
付け、目的意識を持たす

〇生徒・教師ともに振り返
りを学びや指導に生かせら
れるよう振り返る時期をユ
ニット末にする

〇シートの枠を変更し、記
述する量を削減する

Ａ
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（３） 成果と課題を踏まえた今後の取組

＜生徒の変容＞
◇問題解決後に、解決結果の意味を考えようとしたり、これまで
の学びと関連付け、統合的・発展的に考えようとする姿が見ら
れるようになった。
◇生徒自身も生活や他教科とのつながりを実感し、数学を学ぶこ
との有用性を実感している振り返りが見られるようになった。

＜教師の変容＞
◇ゴールとなる生徒の姿が共有され、全教科でそのゴールに向
けて、教科目標の柱書で単元や授業づくりを行うようになった。

◇単元や内容などまとまりを見通した授業や教科等横断的な視
点から授業づくりを行うことで、縦と横の学びがつながり、見
方・考え方を軸にした授業づくりができるようになった。

◇問いや目的意識を持たせ、生徒が主体的に学ぶ授業づくりが
日常化された。

成果ア
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課題を踏まえた今後の取組イ

〇問いや発問の吟味を行うとともに、振り返りから次時の課題を
発見したり発展させたりする学習過程を工夫し、生徒自身が主
体的に学び進める授業を構想する。

〇カリキュラムマップを活用して、数学科を軸にした各教科の学
びを資質・能力でつなぐ教科等横断的な授業実践を増やして
いく。

〇各学年、領域ごとの系統性を基に問題作成や適切な評価時
期の検討、振り返りシートの工夫・改善を行い、効果的な学習
評価の在り方について研究を進めていく。

〇コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を効果的
に活用して問題解決したり、それを基に他者とコミュニケーショ
ンを図ったりしながら問題解決する授業を実践していきたい。


