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Ⅰ　 研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及び実態

　　 ・　 平成18年 度から，観点別評価を全教科 ・

科 目に導入し，その有用性について全職員で

研修を深め，評価規準を明確にし，より公正

な評価方法を研究す るとともに授業改善を

推 し進めている。

　　 ・　 平成19年 度からは，全学年において5ク

ラス （×40人 ）を6ク ラスで展開 し，1ク

ラス33人 の少人数クラス編成を行い，丁寧で

ゆとりある授業を行っている。

　　 ・　 平成18年 度か ら，「数学 Ⅰ」「英語 Ⅰ・

Ⅱ」において，2ク ラスを3展 開する少人

数 ・習熟度別の授業を行い学力向上を推進 し

ている。レッスンクラスは平均22名 で構成

され，個々の生徒に応 じた細やかな指導を実

践 している。

　　 ・　 ここ数年の進路状況は， 大学 ・短大約

50％， 専門学校約30％， 就職約5％， 進学

準備約15％ であるが，近年は大学進学希望

者がやや増加の傾向にある。大学 ・短大の進

学は，推薦による進学の割合が増加 している。

2　 学校の概要

教員 数　 38名 （1名）

Ⅱ　 研究の内容及び成果等

1　 調査研究について

　 （1）研究主題

　　　　 「数学 Ⅰ」における二次関数及び図形 と計

量分野における基礎的な知識の習得 を図 り

　　　 活用能力を伸ばすことを目標 として，適切

な評価規準の作成 と評価方法の実現状況の

把握に関する研究を行 う。

　 （2）平成l9年 度の調査研究のねらい と対象

　　［調査研究のねらい］

　　　　 平成18年 度の調査研究に引き続き，少人

数 ・習熟度別授業において観点別評価が ど

のように効果的かつ効率的に運用できるか

研究するとともに，昨年度の取組みを踏ま

えて学力向上に向けた有効な評価方法を検

証 し，改善に向けた研究を行 うことを主た

るねらいとする。

　　［調査研究の対象］

学年 ：第1学 年

分野 ：数学 Ⅰ
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2　 児童生徒の学習の実現状況と考察

　　 前年度と比較すると，「知識 ・理解」の観点

で多少の差異が見 られ る。高等学校での学習

　 段階以前での差であると思われるが，習熟の

度合いが低いクラスでは基礎的な計算力や基

礎的なグラフの知識が不足 し，「数学Ⅰ」の内

容 を理解す ることへの苦手意識を持った生徒

が見 られた。 したがって，早期の段階からの

習熟度別授業展開で基礎的な知識の習得が必

須であった。

　　 また，高校以前の基礎的な知識が不足により

「数学的見方や考 え方」が身に付いていない

状況が，試験の結果や課題の取組み状況か ら

だけでな く，授業観察を通 しても見 られた。

　　ノー トのとり方の指導や繰 り返 しの演習など

で基礎知識を身に付ける方法を指導 した上で，

「数学的見方や考え方」，「表現 ・処理」につ

いて指導 し，数学に対する 「関心 ・意欲 ・態

度」を高めることが必要であった。 こうした

指導を新たに加え，「数学的思考能力の向上」

　　「表現力を身に付ける」指導については平成18

年度の指導を継続 した。

3　 評価方法に関する研究成果

　　　 「関心 ・意欲 ・態度」に関する評価方法が，

昨年に続き課題である。 この観点については，

客観的な評価方法を確立しづ らい面もあり，

授業観察 といった評価方法の他にも評価方法

を研究していかなければならない。

　　 試験問題を各観点に分けて作問を試みたが，

「数学的見方 ・考 え方」「表現 ・処理」「知

　 識 ・理解」は密接 にリンクしてお り，記述式

　 問題 を多 くす るな どの工夫が必要である。 さ

らに，得点化 して観点を評価す るのではなく，

　 内容から判断 してＡ，　Ｂ，　Ｃの評価をす るた

めには，作問の段階か ら評価規準を定めるこ

とが必要となる。 このような評価方法を確立

して指導と評価を一体化することが望ましい。

　成果の一つ 目は，4つ の観点に分けて指導す

ることで生徒が どの観点について，何をすれ

ばよいのかを具体的に指導できるようになっ

たことである。「計算力が弱い」とい うだけで

は具体性にかけるが，「表現 ・処理」という観

点を使えば，「何を計算する力が弱く，どこを

直せばよくなるか」「何故，計算力が重要か」

を具体的に説明できる。また，指導す る側に

とっても4観 点に沿って指導することで， よ

り具体的な説明をしよ うとする姿勢になる。

こうして評価 と指導を一体化することで学力

の向上をより確かなものにすることができた。

　成果の二つ 目は，試験や課題実施後の指導

が答えあわせ と解説中心であったものが，観

点別の指導を通 して，作問や課題作成の段階

か ら評価 と結びついて，評価後の指導までが

一体化されるようになったことである。

　試験 と授業の両面から観点別に見て評価 ・指

導することで， 生徒は自分の弱点や改善すべ

き点，改善の方法等を理解 し，生徒個々の目

標 の設定が明確 にな り学力を向上させ ること

ができた。

4　 成果の普及と今後の展望

　　　授業担 当者が観点別評価の成果の部分を意

識 し，有効に運用できるように外部講師によ

る講演だけでなく研究担当者が身近で具体性

のある事例を研修等で発表 し，観点別評価で

評価することのメリットを授業担当者が理解

　　しあうことが必要である。理念や概論は理解

できても，観点別評価 を行 うためには具体の

事例に基づいた研修 を行 うことが不可欠であ

る。

　　　今後は，観点別評価 をより具体的，実践的

なものに改善 しつつ， 指導 と評価の一体化を

実現 してい くことで，授業改善を図 り学力の

向上を実現 したい。観点別評価について生徒

に十分な説明をす る時間や説明資料を作成す
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るための時間の確保も必要である。また，内

容のま とま りだけでなく，関連するいくつか

の内容のまとま りをまとめて評価 ・指導を行

うことも研究してお り，そ ういった評価を行

う適切な時期設定についても研究を進めてい

きたい。

資料1（ 具体的 な評価基準の例）

　□関心 ・意欲 ・態度

２次 関数 とグラフ

・一般 の ２次 関数y＝ax2＋bx＋cの グラフについて，

頂点， 軸 の式 を考察 しよ うとす る。

・グ ラフの平行移動の一般公 式 を積極 的に利用 しよ

うとす る。

２次関数の値 の変化

・２次関数 の最大 ・最小問題 を，図をかいて考察 し

よ うとす る。

・日常生活 の中で，２次 関数の最大 ・最小 の考 えを

活用 しよ うとす る。

２次不等式

・２次関数 のグラフ とx軸 の位 置関係 を調べ るのに，

文字Dを 積極 的に利用す る。

・２次不等 式を解 くときに， 図 を積 極的に利用す る。

□数学的な見方や考 え方

2次 関数 とグラ フ

・２つの数 量の関係 が関数式や グラフで表 現できる。

・グラフの平行移 動が，x軸 方向，y軸 方向の用語 を

用 いて表現で きる。

２次関数の値の変化

・2次 関数の値 の変化が グラ フか ら考察で き る。

・2次 関数の決定において，条件 を処理す るのに適

した式 の形 を使 うこ とができ る。

２次不等式

・2次 関数の グラフとx軸 の共有点の個数や位 置関

係 を，D＝b2－4acか ら考察でき る。

・2次 不等式 の解 と2次 関数の値 の符号 を相互に関

連 させ て考察で きる。

□数学的な表現 ・処理

２次関数 とグ ラフ

・y＝ax2＋q，　y＝a（x－p）2な どの表記 につ いて， グラ

フの平行移動 とともに理解 してい る。

・y＝ax2＋bx＋cがy＝a（x－p）2＋qの 形 に変形 できる。

２次関数の値の変化

・y=a（x－p）2＋qの形 に して，最大値，最小値 を求 め

　 るこ とができる。

・与 え られた条件 を関数の式 に表現 できる。

２次不等式

・２次関数 のグラフ とx軸 の位 置関係 をD＝b2－4ac

の符号 か ら判断 できる。

・式 を解 きやす い形 に変形 してか ら ２次不等式 を解

くことができる。

□数学 について の知識 ・理解

２次関数 とグラフ

・放 物線 の形 や軸， 頂 点につい て理解 してい る。

・グラフの平行移動や対称移動につ いて理解 してい

る。

２次 関数 の値の 変化

・2次 関数 が最 大値 または最小値 を もつ こ とを理解

している。

・2次 関数 の定義域 に制 限が ある場合 に， 最大値，

最小値 が求め られ る。

・最大 ・最小 の応用 問題 に2次 関数 を利用 できる。

・与 えられた条件 か ら2次 関数 を決 定す る ことが で

きる。

２次不等式

・2次 関数 のグラフ とx軸 の共有点の座標 が求め ら

れ る。

・2次 不等 式や連 立不等式 を解 くこ とがで き る。

・2次 不等式 を利 用す る応用問題 を解 くことができ

る。

資料2（ 評 価問題 の例）

□2次 関数y＝2x2＋4　 x＋5　 について次の問

に答 えよ。

（1）この関数の グラフ を書 け。 （表現 ・処理）
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（2）最大値 ・最小値 があれば求 めよ。

　 　　　 　　　 　　　　 （数学的見方 ・考え方）

（3）xの 範 囲が次 の場合 に最大値 ・最小値 があれ

ば求 め よ。　　　　　　　　 （知識 ・理解 ）

　 　　　（ア）-1≦x≦2

　 　 （イ）-2≦x≦1

　 　 （ウ）0＜x＜3

（4）（3）の （ア），（イ）につ いて， 気がついた ことを

述 べ よ。　　 　　　 　 （数学 的見方 ・考 え方）

（5）（2）と （3）の （イ） につ いて最大値が存在 し

　 　ないの はなぜ か をそれ ぞれ の場合 につ いて述

べ よ。

　 　　　 （数学的見方 ・考 え方）＋ （表現 ・処理）

□2次 関数 　 y＝x2＋6x＋10（m≦x≦1） に

ついて， 次の問に答 えよ。ただ し，m＜1と す

　 る。　　　 　　　 　　　 （数 学的見 方 ・考 え方）

（1）この関数 の最小値が2に な るとき， 定数mの

値 を求め よ。

（2）この関数 の最小値が1に な るよ うな定数mの

値の範囲 を求め よ。

□2次 関数 　y＝x2－6x＋9　 を使 う問題 と模範

解答 を作 りな さい。　　　 （関心 ・意欲 ・態度 ）

□実社 会で放物線 の特 徴 を利用 してい る物 を答 え

よ。　　　　　　　　　　 （関心 ・意欲 ・態度 ）

□放物線y＝2x2＋3x-1を 放物線y＝2x2

＋4x＋1に 重ね合せ るためには どのよ うに平

行移動すれ ば よいか。　　 （数学的見方 ・考え方）

□次の条件 をみたす放物線 を グラフに もつ2次 関

数 を求 め よ。　　　　　　　　　 （知識 ・理 解）

（1）頂 点が （2，3） で点 （1，2） を通 る。

（2）頂 点が放物線 　 y＝x2＋4x＋1の 頂点 と

同 じで，y軸 と （O，-1） で交わ る。

（3）軸の方程式 がx＝2　 で2点 （0，1）， （0，

3） を通 る。

（4）3点 （0，5）， （1，0）,（-1，0） を通

　 る。

資料3（ 自己評価 シー ト）

　　 毎時間授業 の終 わ りに，生徒 自身が授業内容を

ま とめる観 点か ら，授 業 の振 り返 りシー トとし

て活用 （5分 程度 で生徒 自身 が記述）

　○　 　主 な項 目 （毎時 間）

　　　　 「学んだ （理解 できた）こ と」

　　　　 「疑問 に思った こと」

　　　　 「授 業 中の態度意欲 」

　○　　 主な項 目 （単元 ごと）

　　　　 「単元を学んで，理解できた点やさらに興味を

覚える内容などを記述する。」

資料４ （参考）

生徒による授業評価アンケー ト結果 （抜粋）

分野 ：数学 Ⅰ （第一章方程式と不等式）

□ 意欲的に取 り組んでいる

意欲的に取り組んでいる

□ 予習 ・復習
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平成19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ： 大谷 正典

所 在 地 ： 三重県尾鷲市古戸野町3番12号

電話番号 ：0597-22-2115

Ⅰ　 研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及び実態

　　本校は市内唯一の高等学校であり，地元の1

つの中学校からの入学者が半数以上を占めるな

ど，地域に密着 した高等学校である。入学する

生徒の学習に対する取組意欲及び到達度につい

ては個人差が大きく，進路希望も多様である。

　　こうした生徒の多様なニーズを踏まえて，本

校においては，普通科 （4ク ラス），情報 ビジ

ネス科 （2ク ラス），システム工学科 （1ク ラ

ス）を設置 し，単位制を実施 している。

　　さらに普通科においても，生徒の実態に応 じ

て， プログレッシブコース （1ク ラス），発展

クラス （1ク ラス），標準クラス （2ク ラス）

に分けている。

2　 学校の概要 （平成19年5月1日現在）

　 　　　 　　 教員数　 60　 名 （　 6　 名 ）

1年 に必修科 目 「数学 Ⅰ」 を開設 してい る。

　　本研究では，普通科標準クラス （2クラス）

の1年 生79名 （男女比はほぼ1：1） を対象と

　した。

　　普通科の授業は，プログレッシブコース，発

展クラス，標準クラス別に行っているが，標準

　クラス （2クラス）においても，生徒の数学に

　対する取組意欲や理解度には個人差があ り，数

学の授業は習熟度別 に3講 座 （標準1ク ラス，

　基礎2ク ラス）で行 っている。

　　なお，情報 ビジネス科 （2クラス）及びシス

テム工学科 （1クラス）の数学の授業は，それ

ぞれ4講 座，2講 座 の少人数講座 である。

Ⅱ　研究の内容及び成果等

1　 調査研究について

　（1）研究主題

　　　生徒の実態に即 した評価規準の作成 と，そ

れに伴 う授業改善に関する研究

　（2）平成19年 度の調査研究のねらいと対象

　 ［調査研究のね らい］

　　① 評価のまとめ方と授業改善

　　　　 「振 り返 りシー ト」や 「ワークシー ト」

　　　などによる評価のまとめ方の開発を行 うと

ともに，授業者は，評価活動を授業改善に

より一層生かす方法を研究する。

　　② 家庭学習の定着

　　　　 「振 り返 りシー ト」や 「ワークシー ト」

　　　などの取組を通 して，生徒の授業内容の理

解 と家庭学習の定着を図る。

　 ［調査研究の対象］
　第1学年　数学Ⅰ
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2　 生徒の学習の実現状況 と考察

　（1）　 「振 り返 りシー ト」 について

　　 生徒 の学習 の状況 を把握 す る手段 として，

授業終 了前の5分 間 を利用 し， 生徒に 「振 り

　 返 りシー ト」 を記入 させ た。 昨年度 は， 単に

「授 業の感想 」 を記述するだけの もので あっ

たが， 表題 を 「今 日の ノー トをま とめてみ よ

　　う」 と変更 し，生徒 が より記述 しやす く，教

員 も生徒 の授業 の取組が よ り把握で きる よ う

　 に改善 した。

　　 この ことは， 毎回授業 を始 める ときに， 教

員が 「前回の授業は どの よ うな内容で あった

　 か」 を生徒に確認 させ るもの と して， 有効で

　 あった。生徒は 自分の 「振 り返 りシー ト」 を

見 ることで前回の授 業を思い出 し， その 日の

　 授 業に取 り組 む とい う流れ ができた。

　　 また， その週の最後 の授業 では， 一 週間の

振 り返 りとして 「今週分 かっ た事」 「今週分

　 か らなかった ところ」 を生徒 に記述 させ た。

　 教員 は， 一 週間のスケール で生徒 の理解 の状

況 を把握す るこ とができ， そ の内容 の理解が

十分 でない生徒が多 く見 られた 「平方完成」

　 な どにつ いて， 翌週 にも う一度復習す るな ど

の対応 がで きた。

　　 さらに， 生徒の 「振 り返 りシー ト」 の記述

に対す る教員 の対応が一方的な もの とな らな

　 い よ うに， 教員 は 「teacher’sMessage」 を

　 記入 し，生徒のつまず きな どにア ドバイス し

　 た り，理解 しよ うと努力 してい る生徒 を しっ

　 か り評価 す ることで， 生徒 との コ ミュニケー

シ ョンを図 った。

　　 今 回の 「振 り返 りシー ト」について， 生徒

にア ンケー トを実施 した ところ， 「分 か らな

か った ところ を復 習 して くれ る」 「自分 の苦

　 手 な ところを も う一度 見直せ る」 「前 の授業

　 の内容 が分 かって よい」 「先生が ア ドバイ ス

　 を くれ るのが よい」な ど，肯定的 な意 見が多

　 かった。

（2）家庭学習の調査について

　　生徒の日常の学習状況を把握する手段 とし

て，家庭学習の状況調査を行った。

　　これによると，「家庭学習をどの程度行っ

ていますか」については，表1の ように，ほ

とんどの生徒がテス ト前だけしか していない

状況である。また，そのときの学習時間につ

いては，表2の ように，半数の生徒が30分未

満であ り，家庭学習は定着 していない状況で

　ある。

（表1） 　 　 　 家庭学習をどの程度行っていますか

（表2） 　 家庭学習の時間はどのくらいですか

　　この状況を改善す るために，生徒に 「ワー

クシー ト」をテス トと同様に意識 させるとと

もに，生徒の実態により一層即 した問題の提

示を工夫 した。 さらに， 「振 り返 りシー ト」

　に 「次の授業までの自己課題」を記述 させる

ことで，少 しでも生徒が自主的に家庭学習を

　行 うように促 した。

　　再度学期末に家庭学習の状況調査を行い，

前回 と比較検討する。

（3）数学の内容について

　　特に生徒のつまずきやすい内容について，

具体的な考察は次の通 りである。
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　　① 方程式と不等式

　　　　 1次 方程式については，特につまず く生

徒はいなかったが，不等式になると，多く

　　　の生徒がつまずいた。そのことから不等号

に慣れていない生徒が多くいることが考え

られる。そ こで，不等号の読み方から指導

　　　し，具体的な数字を用いて大小関係 を表す

ことか ら，不等号に慣れ させた。

　　　　絶対値の方程式 ・不等式については，絶

対値の意味を忘れ，問題を解 くことができ

ない生徒が多くいた。そこで，絶対値につ

いてもう一度復習することから始めた。

　　　　２次方程式については，判別式でつまず

く生徒が見 られたが，2次 方程式の解の公

式を復習し，公式の中の〓の中の値 と解の

個数の関連を確認することから始めた。

　　②2次 関数 とグラフ

　　　　平方完成がかな り難しい内容であり，多

くの生徒がつまずいた。 このことについて

昨年度 も同様であったことから，本年度は

「振 り返 りシー ト」を活用 した復習などで

指導を工夫 したところ， 「ワークシー ト」

　　　による平方完成を利用 したグラフを描 く問

　　　題の正解率は，昨年度よ りも上昇 した。 し

か し，グラフの平行移動についての問題で

は，グラフの頂点 と平行移動の関係 を見い

だせない生徒が多 く，このことも含 めた指

導が必要であった。

　　③ ２次関数の値の変化

　　　　２次関数の最大 ・最小については，多く

の生徒が，頂点で最大あるいは最小になる

ことを理解 していた。また，定義域の範囲

が定まっている問題についても，昨年度の

ように，右端，左端の値を単純に代入 して

　　　しま う生徒はほとん どいなかった。

3　 評価方法に関する研究成果

　（1）　 「振 り返 りシー ト」の実施

　　　生徒は，シー トの入ったファイルを毎回授

　業の最初 に受け取 り，授業終了前の5分 間を

利用 し，「意欲的に取 り組めたか」について，

　Ａ （よくできた）～Ｅ （全くできなかった）

の5段 階で自己評価をした。 この生徒の自己

　評価と，教員の生徒に対する評価をもとに，

　 「関心 ・意欲 ・態度」の評価 を行った。

　　生徒の自己評価では，評価が高いとするも

のが多いが，教員の評価 と合わせ ると，次の

　 ように分類 され る。

　ア　 自己評価も，教員の評価 も高い

　イ　 自己評価は高いが，教員の評価は低い

　ウ 自己評価は低いが，教員の評価は高い

　　　　イの生徒については，生徒が意欲的に授業

　に取 り組みたい という気持ちの表れであると

　 も考えられる。教員は，「振 り返 りシー ト」

　だけでなく，生徒が自分なりに努力 している

　ことを積極的に評価 して，指導 してい く必要

　がある。

　 （イの生徒の例）

　　 ・　 関心 ・意欲 ・態度　自己評価　　Ａ

　　　　　　　　　　　　　教員の評価　B

　　 ・　 数学的な見方や考え方　　　　　Ｂ

・　 表現 ・処理　　　　　　　　　　Ｂ

・　 知識 ・理解　　　　　　　　　 Ａ

ウの生徒については，他の観点も高い評価

　であることが特徴である。教員の評価が，他

の観点の評価 と連動 してしま う可能性 も否定

できない。

　 （ウの生徒の例）

　　 ・　 関心 ・意欲 ・態度　 自己評価　　Ｂ

教員の評価　Ａ

・　 数学的な見方や考え方　　　　　 Ａ

・　 表現 ・処理　　　　　　　　　　Ａ

・　 知識 ・理解　　　　　　　　　　　Ａ

（2）ワークシー トの実施

　　各単元のま とめとして， 「数学的な見方や

考え方」「表現 ・処理」「知識 ・理解」を評価

する小テス ト形式の 「ワークシー ト」を実施
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　した。前年度においては，生徒の実態に即 し

た問題でなかった り，生徒がワークシー トに

慣れて しまい，学習意欲を低下させて しまっ

　たことなどが課題であった ことか ら，「ワー

クシー ト」の内容を再度検討 した。「表現 ・

　処理」の問題 を減 らす とともに， 「数学的な

　見方や考え方」「知識 ・理解」の問題は，生

徒の記述をできるだけ評価するような形式を

取 り入れた。

　　 「数学的な見方や考え方」については，判

別式について記述 させた り，グラフの位置関

係について記述させた りした。 しか し，生徒

の記述は十分でないことが多く，生徒の理解

度 も不十分であった。今後， さらに検討 して

いく必要がある。

　　 「表現 ・処理」については，具体的に ２次

方程式を解かせたり， ２次関数のグラフを描

かせた りした。生徒の実態に即 した問題の難

易度 とすることができた。

　　 「知識 ・理解」については，解の公式や，

平方完成について説明させた。生徒は概ね理

解 していると判断す ることができ，評価の高

い生徒が多かった。

（3）評価方法の検討

　　これまでの評価は考査点と教員の評価だけ

によるものであったが， 今回は， 「ワー クシ

ー ト」及び考査による 「数学的な見方や考え

方」「表現 ・処理」「知識 ・理解」の評価 と 「振

り返 りシー ト」の自己評価 と教員の評価によ

　る 「関心 ・意欲 ・態度」の評価を行った。

　　 １学期の成績について， これまでの評価方

法 と今回の評価方法を比較 してところ，79人

　中59人の生徒が， これまでよりも高い評価で

あった。「振 り返 りシー ト」による自己評価

や， 「ワークシー ト」の評価を取 り入れるこ

　とによって，生徒の 日常の取組を評価するこ

とができるようにな り，数学は苦手であるが，

授業に積極的に取 り組もうとしている生徒に

　　とって効果的であったと思われ る。また，「振

り返 りシー ト」を工夫，活用することなどか

ら，教材を改善 し，生徒に即 した授業を行 う

ことができた。

　　　課題 としては，「振 り返 りシー ト」の自己

評価を厳 しくした生徒の評価が， これまでの

評価より少 し下がってしまうことがあること

がわかった。教員の評価 と生徒の自己評価の

関連については， さらに研究 していく必要が

　　ある。また， 「ワークシー ト」や 「振 り返 り

シー ト」など，様々な方法を取 り入れたこと

により，従来よりも授業進度が少 し遅れてい

ることから，今後調整 していく必要がある。

4　 成果の普及と今後の展望

　（1）　 「振 り返 りシー ト」の確立

　　　２年間にわたる 「振 り返 りシー ト」の実施

により，生徒の授業理解を高め，生徒 と教員

とのコミュニケーションを高めることができ

た。このことは，生徒のアンケー トや教員の

感想か らもわかる。 しかし，「今 日のノー ト

　　をまとめてみよう」「今週の分かった ところ」

　　などの記述の充実や， 「関心 ・意欲 ・態度」

　　の評価、家庭学習の定着の取組については，

課題を残 しているので，今後 もさらに研究 し

てい く必要がある。

　（2）教員の授業改善

　　　 「振 り返 りシー ト」や 「ワークシー ト」を

用いた評価方法は，教員の生徒理解を助ける

ものとして大いに有効であったことから，今

後 も継続 して使用す るとともに，教科，学校

全体に成果 と反省を浸透 させ，授業改善につ

　　なげていきたい。

　　　また，県教育委員会が主催する合同研修会

などで発表 し，他校へ環流いたしたい。
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平成19年度学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会資料

校 長 名 ： 坂本 　眞平

所 在 地 ： 広 島県 広島 市安佐 南 区祇 園八 丁 目

25番1号

電話番 号 ：082-875-4607

Ⅰ　 研究指定校の概要

1　 学校 ・地域の特色及び実態

　　本校は昭和58年 創立の全 日制課程 ・普通科高

校であり，現在の １年生が第25期 生となる。約

88％の生徒が近隣の中学校出身者で，平成18年

度卒業生は98.9％ が進学 した。部活動も盛んで，

75％の生徒がいずれかの部に加入 している。「敬

　愛 ・信義 ・忍耐」の校訓のもと，「文武両道」

　を目標 に，勉学 ・部活動 ・学校行事などの学校

生活全般において，積極的かつ真摯に取 り組む

よ う指導を行っている。本校の所在地である安

佐南区は広島市街地か ら7kmほ ど北に位置す

るベ ッ ドタウンで比較的新 しい団地 も多く，祇

　園新道， アス トラムラインといった交通環境も

近年，整備が進んでいる。本校は地域か らは部

活動にも打ち込める進学校 として認識されてお

り，地元に支えられている学校である。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日現在）

　　　　　　　　　 教員数　52名 （9名）

1年 次開設 ：数学Ⅰ3単 位　 数学Ａ2単 位

　　　　　 数学Ⅱ　1単 位

Ⅱ　 研究の内容及び成果等

1　 調査研究について

　（1）研究主題

　　　 「数学的な見方や考え方」を育てる指導方

法とそれを評価する問題作成の研究

　（2）平成19年 度の調査研究のね らい と対象

　 ［調査研究のね らい］

　　 昨年度に引き続 き，数学的な見方や考え方

を身に付けさせるための有効な指導方法およ

　 び，評価について研究を行 う。

　　 高等学校学習指導要領 における普通教育に

関する教科 「数学」の目標， さらに 「数学Ⅰ 」

　 の目標の中では 「数学的な見方や考え方のよ

さを認識できるようにす る」ことが挙げ られ

　 ている。数学的な見方や考え方は数学教育に

お ける重要な要素であることは明 白である

が， 目に見えにくいものであ り，一般的に観

　 察することや評価す ることは容易ではない。

　昨年度は，評価を中心に研究を行った。生

徒に自己評価 シー トを継続 して記入させたこ

とで，生徒実態を十分に把握す ることができ

た。また，節 ごとに小テス トを実施 したこと

は 「表現 ・処理」および 「知識 ・理解」の観

　 点から有効的なものであった。反面，毎回シ

ー トを準備 して記入 させ，結果を入力するこ

との負担や，それによる授業進度の遅れとい

った状況があり，継続 した取組 を実施す る上

での大きな課題であった。

　　 そこで昨年度の研究の反省か ら，今年度の

研究のポイン トを次のように定めた。

　 ①　取組が継続できかつ普遍的であること

　②　数学的な見方や考え方がどのように用い

られ， またどのよ うな効果を及ぼすか調べ

ること

　［調査研究の対象］

　　 第1学 年　　　数学 Ⅰ

　　 分野 （領域）　 図形 と計量
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２　生徒の学習の実現状況と考察

　 ［取組］

　　昨年度の反省を踏まえ，今年度は次のよ うな

新規の取組を行った。

【資料1】

（1）演習課題

　　小テス ト・演習課題プ リン トに数学的な見

　方や考え方を育てる問題を入れ，定着を図る

　とともに，その状況を見た。計算技能 と数学

　的思考力を身に付ける問題のバランスと内容

　に工夫 した。その他にもレベルア ップ演習課

　題，考査や り直 し等，多くの演習課題を課 し，

　その提出の徹底を図った。【資料1】

（2）授業内容

　　通常の進度で授業を進めながら，一定の節

　ごとに既習事項の復習を行った り，定期考査

　に既習分野 を範囲 とする復習テス ト導入 した

　りすることにより基礎力の確実な定着を図っ

　た。

（3）学力の把握 と評価

　　考査において，各設問ごとに生徒全員の正

答率を調べた り，平常の演習課題を即 日採点

することで学力を把握す るように努め，指導

　に生か した。また，評価の機会を増やすこと

　で適切な評価が実施できるよう教科内で検討

　を重ねた。
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【資料 ２】

（時間／週）

三角比の分野においては，処理能力のべースと

なるべき公式が特に多いので，最初は公式を身

に付けるための反復練習に時間を割いた。いく

らか習熟 させた後で，次の段階 として数学的な

見方や考え方を育てるために，公式を工夫 し，

活用することの有用性を感 じることのできるよ

うな問題 を中心 とした演習を行った。項 目別で

は，三角比の拡張や三角比の相互関係を利用 し

た式変形の問題においては公式の適用間違いが

い くらか見 られたが，概ね，公式を適切に活用

する状況判断能力は身に付いたと考える。また，

公式の考え方を的確に身に付けた生徒は，演習

課題の正答率も他の分野と比較 して多少高い傾

向にあった。 「公式変形の過程がおもしろい」

とい う生徒や，180° を超 える角度の三角比に

ついて答え られる生徒 も相当数いた。

【資料 ３】

　 ［考察］

　 これ らの取組 の結果，数学の自宅学習時間（宅

習時間）は他教科 と比較 して最 も多くなってお

り，それに伴い週当た りの総宅習時間は過去5

年間の中でも良好な結果 となっている。

【資料 ２】

　 本校の実態 として不足していると思われる反

復練習を重ね， その上に数学的な見方 ・論理的

思考力 を身に付 ける指導を行 うことで，それぞ

れが良い相乗効果を生み， 自己学習力を醸成す

ることができたのではないかと考察す る。

　 生徒の理解力や分析能力 ・論理的思考力が ど

の程度身に付いているかは，表現能力 ・処理能

力 と比較 して客観的な数値 として明確に現れる

場面は少 ないが，授業中の生徒観察，模試の結

果等で実感 として手応 えを感 じている。

【資料 ３】【資料 ４】
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３　 評価方法に関する研究成果

　（1）定期考査

　　　定期考査において，評価の観点を考慮 し，

　 数学的な見方や考え方 を問 う問題 を出題 し

た。また，難易度によりＡ， Ｂ，Ｃの3段 階

に問題を分類 し，考査実施後， 各問題におけ

る正答率を調査 した。結果については，年度

　　末までに分析す る予定である。

　（2）演習課題

　　　取組状況 と提出状況を評価 として加点 し

た。また，演習課題の採点過程において，設

問ごとの理解の度合いを計った。考査前には

まとめ用の演習課題 を課 し，基本事項の確認

及び意欲喚起を図った。

　　数学的な見方や考え方については，単独で評

価す ることは難 しく，定期考査や演習課題等に

数学的な見方や考え方を問 う問題を取 り入れた

が，点数化 して合計点 として算出 し，総合的な

　学力 として評価を行い，評点を作成 した。 した

がって，数学的な見方や考え方が身に付いたの

かどうかは明確にはわからないが， これ らの取

組はそれぞれが相乗効果 として数学全体の理解

　を深めさせ，学力向上を目指 したその後の指導

に生かす点で大きな成果があった。

４　成果の普及と今後の展望

　 今回， この研究を進めるに当た り，数学科の

教員同士で 「数学的な見方や考え方はどのよう

な場面で用い られ， どのように育てることがで

きるのか」について長時間議論を交わし，検討

を重ねることができた。 この事業は，問題解決

　の思考過程を分析 し，指導の流れを再構築する

　良いきっかけとなった。模擬試験の結果を見て

も，数学的な見方や考え方 を育てる指導方法は

　一定の成果があった と考える。

　　この成果は，年度末の報告書で詳 しくま とめ

て各校に還元す るとともに，広島県の事業報告

　会においても発表する予定である。

　　今後もこの取組を継続 し，その他の科 目でも

実践 し，生徒の真の学力の向上に向けて実態に

応 じた内容 と方法を模索 していきたい。

【資料 ４】
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