
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 ： 国府 田　友康

所 在 地 ： 茨城 県つ くば市松 代5丁 目10番 地
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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

　(1)学 校 ・地域について

　　 本校は，筑波研究学園都市の中心地区に位

置し，昭和56年 に開校 した学校である。保護

者や地域住民の本校教育への関心は高く，学

校行事等 にも積極的に参加 している。また，

学校と地域が一体となった教育活動 （文化祭

・体育祭 ・音楽会 ・親子奉仕活動等）が展開

されている。

　(2)本 調査研究にいたるまでの経緯

　　平成17年 度は， 日常の授業を 「活動的で協

同的で表現的な学び」に変えようと，各教科

担任は研究テーマを設定 し，研修計画を立て，

授業改善に取 り組んだ。

　　平成18年 度か らは，それまでの実践研究を

通 して浮かび上がった課題である 「表現力」

に焦点を当て，国際的に通用するコミュニケ

ーシ ョン能力 （「グローバル ・コミュニケー

ション力」）の育成を図っている。

２　 学校の概要 （平成19年5月1日 現在）

教員数30名 （4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

　　数学的な思考力 ・表現力を育てるための授業

展開と評価の工夫改善

　(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］

　　 「評価規準」から指導と評価の改善を考え

ることを通 して，数学的な思考力 ・表現力を

育てるための授業展開と評価の工夫改善を図

る。

　　全学年全領域の調査研究を目指すために，

19年度に予定した領域 ・18年度から持ち越 し

た領域を中心に，前年度の反省をもとに調査

研究に取 り組む。

［調査研究 の対象］

学年 ： 第 １～ ３学年

領域 ： 「A数 と式 」，「B図 形」，「C数 量関係 」

評価 の観 点 ： 「数 学への関心 ・意欲 ・態度」「数

学的 な見方や 考 え方 」 「数 学的 な

表 現 ・処理」 「数 量 ・図形 な どに

ついての知識 ・理解 」

※各学年 の各領域 で １単元を研 究対象 とす る。

※各単元で ４観 点の評価 を研 究の対象 とす る。

　(3)研 究主題設定の理由

　　学習指導要領の数学科の 目標は， 「数量

，図形などに関す る基礎的な概念や原理 ・法則
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の理解を深め，数学的な表現や処理の仕方を

習得 し，事象を数理的に考察する能力を高め

るとともに，数学的活動の楽 しさ，数学的な

見方や考え方のよさを知 り，それらを進んで

活用す る態度 を育てる。」である。その 目標

の実現を目指す １つの方策 として，数学的活

動を通 して，知識 ・技能の定着を図 り，数学

的な思考力 ・表現力を育成するとともに，そ

れ らを進んで活用する態度を育てる実践が積

み重ねられてきた。

　 しか し，教育課程実施状況調査や国際調査

によると，数学的な見方や考え方を生か して

問題 を解決することや， 自分の考えを数学的

に表現することな どに課題がみ られる。

　そこで，論理的な思考力やコミュニケーシ

ョン能力を高めるために，根拠を明 らかにし

筋道を立てて考えるなどの数学的な思考力を

育成 した り，言葉や数，式，図，表， グラフ

などを用いて自分の考えを表現 し伝 え合 う力

を育成 した りする指導を充実するために，本

主題 を設定 した。

(4)　 「数学的な思考力 ・表現力」の構造

「数学的な思考力 ・表現力」をはぐくむた

めにはまず， 「数学的な思考力」を付けるこ

とが求められる。次には，その 「数学的な表

現力」を付けることが求められ る。「数学的

な思考力」は 「数学的な表現力」の基礎 とな

るし，「数学的な表現力」は 「数学的な思考

力」によってはぐくまれることも多い。つま

り，それらの ２つは互いに影響を与え合い，

支え合 う関係である。

　　　「数学的な思考力 ・表現力」をはぐくむた

めに，その ２つの力のみに着目す るのではな

く，もう１つの力，すなわち 「数学的な思考

を相互作用 しあう力」に着目す ることが必要

であり，重要である。 ここで， 「相互作用 し

合 う」とい うのは，授業の中で， 自分な りの

考えを発表することによって他者の考えに影

響を与えた り，また他者からも影響を受けて

自分の考えを修正 したり，深めたりする活動

をい う。そ うした活動によって表現が修正さ

れた り，より洗練された りすることにもなる。

　 この ３つの力， 「数学的な思考力」，「数学

的な表現力」，「数学的な思考を相互作用 し合

う力」は，互いに相互作用的な関係にある。

(5)数 学的な思考力を育成するために

　　①　数学的な思考力 とは・・・数学的に根拠を

明らかに し筋道を立てて考える力

　　　 「数学的な思考力」を，「数学的に根拠を

明らかにし筋道を立てて考える力」であると

捉えた。

　　　 「数学的な思考力」の前の段階 として，「自

分な りの考えをもつ」ことが求められる。あ

る問題解決に際して， 自分な りの解決， 自分

な りの考えをもつためには，次の ３つの要因

が不可欠である。

　　　ア　主体的に考える （自ら考える）

　　　　　 「自分な りに考えをもつ」ためには，

考えるとい う行為に主体性がなければな

らない。 「主体的に考える」とか， 「自ら

考える」とい うことである。

　　　イ　 間違っていてもよい

　　　　　 「自分な りに考えをもつ」 ときには

，その考えが正しいとい う保障はない。間

違いを避けることに腐心していると，自

分な りの考えをもつことを敬遠すること

にな りやすい。間違いに寛容な態度が生

徒，教師 とも必要である。

　　　ウ　 自分な りの考えの表現

　　　　　 「自分な りに考えをもつ」 として，そ

の考えは何 らかの形で表現されなければ

意味はない。 自分な りの考えとい うから

には，表現の形式自体，生徒個人のもの
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　　 と考えられる。

　この 「自分なりの考え」を，数学の授業を

通 して， 「根拠 を明らかにし筋道を立てて考

える力」に育ててい く。

②　オープンアプローチによる多様な見方 ・

考え方

　　正答がい く通 りも可能になるように条件

付けられた問題 をオープンな問題 （未完結

な問題）とい う。問題を考える際，問題 ・

解き方 ・答えをセ ットにした時，オープン

な問題の 「オープン性」は，解き方が多様

にある場合 （解 き方の多様性），答えが多

様 にある場合 （正答の多様性），問題の条

件の一部を変更 して新たな問題づくりをす

る場合 （問題の多様性）の３通 りが考えら

れる。

　そのオープンな問題を用いたオープンア

プローチは， 自ら学び自ら考える力を育成

するのに有効に働 く学習方法である。また，

学習過程は，問題解決的な学習のプロセス

そのものである。一連の学習の過程は，生

徒の多様な反応を積極的に利用することで

学習を展開 し，反応の共通性や関連性に着

目しながら練 り合い （数学的な思考を相互

作用 し合 う活動），創造性の育成 を図るこ

とができる。

③　思考の場 ・・・一斉学習，ペア ・グルー

プ

　　一斉指導やペア ・グループ活動の中でこ

そ， 「数学的な思考を相互作用 し合 う力」

が期待できる。その結果，数学的な思考力

・表現力を育成できる。

　　一斉指導の中では，一人の考えを生徒全

員に普遍化する 「揺 さぶ りの発問」，一人

一人が深い理解ができるようにする 「思考

を深 める発問」，新 しい発見に至ることを

目指す 「切 り返 しの発問」等といった 「考

えさせる発問」を仕組んでいくことが重要

である。

(6)数 学的な表現力 を育成するために

　　①　 数学的な表現力 とは・・・数学的に自分の

考えを表現し伝 え合 う力

　　　 「数学的な表現力」を， 「数学的に自分

の考えを表現 し伝え合 う力」と捉 えた。

　　　 表現力が育成 されたとして，その表現力

がどのような場で発揮 され るのかと考えて

みると，「個」と 「集団」がある。

　　　　　・個 ・・・・・個人の活動の中で発揮 され

る

　　　　　・集団・・・学習集団の中で発揮 され る

個においては， 「数学的な表現力」は，

書 く表現力 としてみ られる。

　 しか し，集 団にお いては， 表 現力は他者

とのコ ミュニ ケー シ ョンの手段 とな る。 こ

れ は， 個 の活動 とは異質 な面を もつ。す な

わち， オー ラル （口頭 での） コ ミュニケー

シ ョンの能力 が必要 となる。 いわば， 数学

的 コ ミュニケー シ ョンの うちのオーラル ・

コ ミュニ ケー シ ョンで あ り， 「数 学的 な表

現力」 と 「数学的 な思考 を相互作用 し合 う

力」 を併せ もつ状態で ある。

　金本氏は， 数学的 コ ミュ ニケー シ ョン能

力 を 「数理的 な事象 にかか わるコ ミュニケ

ー シ ョン活動 を進 めてい く能力」 である と

して， 具体的 にそれ を， 次 の視点 で捉 えて

い る。 この うち， 視点 １， ３が特 に書 く表

現力に， 視 点 ２， ４が特にオー ラル ・コ ミ

ュニケー シ ョンに直接 に関連 して いると考

える。

視点１ ：数学の表現 ・表記が使 える。

視点 ２ ：考 えの伝達や議論な どの交流

がで きる。

視点 ３ ：数学の表現 ・表記の よさが理

解 でき る。

視 点 ４ ：話 し合いや 議論の大切 さへの

適 切 な態 度 が形 成 され て い

る。
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②　表現の場・・・ワークシー ト，発表ボー ド

オーラル ・コミュニケーションは，書く

表現能力 と比べて，瞬時であ り，視覚で確

かめることができない。また，反復が難 し

い。 したがって，それは，書 く表現活動 よ

りきわめて難 しい。オー ラルな数学的コミ

ュニケーションのためには，書 く表現能力

が養われている必要がある。

③　話 し合いの定形化・・・話 し合いのステ ッ

プ， コミュニケーションの基礎的な表現例

古藤氏は，コミュニケーションの様相ご

とに基礎的な表現例 （例 ：「～ので， ～だ

から，そのわけは」）を挙げ， そのような

表現 ・発言を自由に駆使できるようにす る

ことが大切であるとしている。

　　基礎的な表現例を用いなくても，表現す

る力を育てる授業づ くりとしては，まず，

生徒のいろいろな表現を認めることが大切

であり，また，いろいろな表現を表現体系

の中に位置づけて，計画的な授業を作 るこ

とが大切である。

(7)思 考力 ・表現力を育てるための授業展開の

工夫

①　問題解決のス トラテジー （Strategy，方

略）

　　　問題解決のス トラテジー というのは，「問

題 を解 く際に手がか りとなる一般性のあ

る，着眼点，方策，手順などでのこと」で

ある。

　　　ポリア （Po1ya，G．）は，問題解決のプロ

セスを大きく，次の４つに分けて， さらに

そのそれぞれの段階におけるス トラテジー

を提示 した。

　　　ア　問題を理解すること

　　　イ　解決方法について計画を立てること

　　　　　ウ　計画を実行すること

　　　エ　結果を振 り返ってみること

②　 ５つのステ ップ・・・①把握， ②解決，③

話 し合い，④まとめ，⑤チェックテス ト

　数学的な思考力 ・表現力をはぐくむため

には，問題解決や話 し合いの場面において，

相互作用 し合 うことが有効で あると考え

る。そこで，基本 となる学習過程を ５つの

ステ ップに設定 した。そ して，それぞれの

段階で， ス トラテジーを大切にしていく。

２　 児童生徒の学習の実現状況と考察

　調査研究を行った結果から把握 したことなどか

ら，授業展開 と評価の工夫改善の視点 として，特

に次の ３点が有効である。

　(1)数 学的な思考力を育てるための手立て

　 生徒の多様な考えを引き出していけるよう

にオープンプロブレムを用い，課題解決のた

めに事象を深 くみることができるように考え

る時間を大切にする。ただ単に結果を出すだ

けではなく，何を根拠にどのような手順で考

え， どのように結果を導いたか， また，結果

を導 く過程で既習の知識をどのように活用 ・

再構成 して問題解決に生か したかなどを，メ

モをしなが ら考えさせる。

　 授業展開は，①把握，②解決，③話 し合い，

④まとめ，⑤チェックテス トとい う５つのス

テップにする。解決の段階では，思考する場

として，個人，ペア ・グループを適宜使い分

ける。

(2)表 現力を育てるための手立て

　 学習課題に対 して 自分なりの考えをもち，

それ らを筋道立てて説明することができるよ

うにワークシー トを工夫する。具体的には，

事象 を数理的に考察す る際に思考 した こと

を，具体物，数値，図，表， グラフ，言葉，

式などの何を用いたのかを明記させる。さら

に，問題解決の際のメモを，相手に伝えるた

めの発表メモに発展させる。 さらに，他者 と

の考えを比較 し，自分の考えをよりよいもの

に修正する欄を設けておく。
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　 話 し合いを定型化するために，話 し合いは

ステップを踏みなが ら，コミュニケーシ ョン

の基礎的な表現例を用いるようにする。

(3)評 価の工夫改善

　　 「評価規準」をもとにして指導 と評価の計

画を立てる際に， 「十分に満足 している」 と

判断 される状況 と，「努力を要する」 と判断

される状況を想定 し，その生徒への対応方法

を準備 しておくようにする。

　 評価方法としては，発言 ・発表，学習ノー

ト・ワークシー ト，自己評価 ・相互評価を主

として用いる。それ らは，おもに 「関心 ・意

欲 ・態度」 「数学的な見方や考え方」「数学的

な表現 ・処理」の３観点からのとらえとなる。

３　 評価方法に関する研究成果

　(1)　 「数学的な思考力」 と 「数学的な表現力」

の評価項目

　 「数学的な思考力」とか 「数学的な表現力」

といった評価はこれまであま り行われてこな

かった。 したがって，評価項 目の標準的なも

のとか，実践研究が重ねられた案 とい うもの

は見当た らないが，評価項 目を考えてい く上

では，本校 としては，金本氏の４つの視点に

対する下位項 目を参考にした。

　　 ア　数学の多様な表現 ・表記が使 える。

　　　　 ・生徒たちの適切でない直観的な言葉

を，数学の抽象的な用語 ・記号法に

結び付 けることができる。

　　　　 ・数理的な事象についての種々の表現

様式 （具体物や具体的な活動による

もの，絵や図によるもの，記号や式

や言葉によるものなど）を結び付け

ることができる。

　　 イ　 考 えの伝達や議論な どの交流ができ

る。

　　　　 ・教師の説明が理解できる。

　　　　 ・自分の考えや方法を説明することが

でき，また，友だちの説明を理解す

ることができる。

　　　　・筋道を立てて意見を言 うことができ

る。

　　ウ　数学の表現 ・表記のよさが理解でき

る。

　　　　・いろいろな表現の違いから，考え方

や方法の違いや よさに気づく。

　　　　・数学の表現 ・表記のよさに気づき，

そのよさを活用できる。

　　　　・数学の表現 ・表記にある約束や規則

を理解 し，また，それを使って筋道

を立てて考えを進めていくことがで

き，その重要性を理解 している。

　　エ　話 し合いや議論の大切さへの適切な態

度が形成 されている。

　　　・根拠や合理性などを問われなければ

ならないとい う意識をもつ。

　　　・考えを深めた り，表記を的確にした

り，また， これ らを発展 させるため

にも，議論をすることには価値があ

るとい う意識をもつ。

(2)「 数学的な思考力」と 「数学的な表現力」

の位置付け

　　 「数学的な思考力」，「数学的な表現力」に

かかわる評価項 目は， 「数学への関心 ・意欲

・態度」，「数学的な見方や考え方」，「数学的

な表現 ・処理」，「数量，図形などについての

知識 ・理解」 といった観点別評価に組み入れ

て評価 した。

(3)評 価方法の重点

　 観点別評価については，評価規準をもとに，

次の３点に重点を置いた。

①　小単元をまとま りとした評価 （評価簿）

次の４点の実践を押 さえる。

　　　・教師の指導場面や生徒の活動場面 と対

応 させる。

　　　 ・「おおむね満足できる」と判断 され る

状況だけでなく，「十分満足できる」
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　と判断され る状況を想定する。

　 ・机間指導では，「十分に満足できる」「努

力を要する」に該 当する生徒 を中心に

チェックし，指導す る。

　 ・評価の結果， 「努力を要す る」 と考え

られた生徒への対応方法を準備 してお

く。

②　ワークシー ト

　 学習ノー トやワークシー トは，生徒 自身

が自分の考えを振 り返った り，友達の考え

を受け止めながら学びの更新を図った りす

るために用いるものである。積み重ねられ

たワークシー トは新たな学習に活用でき，

また，教師が生徒の考えを的確にとらえる

こともできる。つま り，ワークシー トの有

効活用により，生徒一人一人の 「数学への

関心 ・意欲 ・態度」や 「数学的な見方や考

え方」を評価 し，次の指導に活かすことを

通 して，生徒の学力をいっそ う伸ばすこと

ができる。

③　相互評価

　 「数学的な思考力 ・表現力」をはぐくむ

ための， 「数学的な思考を相互作用 しあ う

力」における 「相互作用 し合 う」 とい うの

は，常に相互評価を伴っている。そこで

，ワークシー トの中に位置づける。

４　 成果の普及と今後の展望

　 ２年間の研究成果 と課題 を今後の実践等につな

げていくために，そして，成果の普及を図るため

に，実践研究を継続 し，次の発表会， 実践発表，

研究会等を行 う。

　(1)研 究発表会

　　　ア　期 日 ：平成19年11月7日 （水）

　　　イ　 参加者 ：市内小 ・中学校数学担 当者

等，県内初任数学担 当者， 近隣中学校

数学担当者等

　(2)研 究成果報告書

　　ア　期 日 ：平成19年12月

(3)国 立教育政策研究所教育課程研究センター

　関係指定事業研究協議会

　　ア　期 日 ：平成20年2月12日 （火）

　　イ　参加者 ：全国の教育関係者

(4)市 内授業研究会

　　ア　期 日 ：平成20年6月

　　イ　 参加者 ：市内中学校数学担当者

(5)算 数 ・数学教育全国 （福島）大会での実践

発表

　　ア　期 日 ：平成20年8月

　　イ　 参加者 ：全国の教育関係者

(6)イ ンターネ ッ トによる情報提供

(7)他 教科への広がり

　　ア　期 日 ：平成19年8月， 随時

　　イ　 参加者 ：各教科担任

【主な引用 ・参考文献】

・永 田　潤一郎 （2005．2006）． 数学科の授業づ く

り 中学1･2･3年 編 （数 学科 の授 業づ く り ・は じ

めの一歩）．明治 図書

・G．ポ リア著 ・柿内賢信訳 （1954）．いかに して問

題 をとくか．丸善

・能 田伸彦 （1983）．算 数 ・数 学科 オ ープ ンアプ

ロー チ に よる指導 の研 究― 授 業 の構 造 と評 価

― ．東洋館 出版

・島 田茂編 著 （1995）．新 訂 算数 ・数学科 のオー

プ ンエ ン ド ア プ ローチ－ 授業 改善へ の新 しい

提案－ ．東洋館 出版

・片桐 重男 （2004）．数学 的な考 え方の具体化 と

指導．明治図書

・中原忠男 （1995）．算数 ・数学 にお ける構成 的ア

プ ローチの研究．聖文社

・古藤怜 ・新 潟算数 教育研 究会 （1998）． コ ミュ

ニケー シ ョンで創 る新 しい算数学 習　多様 な考

え方 の生 か し方 ま とめ方．東洋館出版

・金本 良通 （1998）．数 学的 コ ミュニケーシ ョン能

力 の育成． 明治 図書
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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 ： 井 口　正

所 在 地 ： 兵庫 県尼崎 市小 中島 ２丁 目 １２番

２７号

電話番号 ：06-6493-0280

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 本校は市内北東部に位置 し，昭和 ５１年に開

校 した比較的歴史の新 しい学校である。校区は

新 しく移 り住んできた人が多 く，地域や周辺住

民への親密感が乏 しい家庭もある。

　 学校では生徒の内面理解に努め，生徒会の活

動を中心に，生徒の自主性を大切に した教育活

動を行っている。生徒は家庭学習の時間が少な

く， したがって学習内容の定着に問題があ り，

本市が行っているＣＲＴ検査などでも通過率が

全国平均を下回っている。

２　 学校 の概要 （平成 １９年 ５月 １日現在）

教員数　 ４ １名 （７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

　　　 「関心 ・意欲 ・態度を高める指導 と評価」

(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］

　　本校の研究主題である 「関心 ・意欲 ・態度

を高める指導 と評価」について，昨年度は関

心 ・意欲を高める指導 として考えられること

にいろいろと取 り組んだ。その中で，指導の

工夫によって，生徒の学びが変化することを

実感 し，また，課題も浮かび上がってきた。

　 その課題の一つとしては，関心 ・意欲を維

持 させる難 しさがあげられ る。単元の導入部

分で芽生えた関心 ・意欲が時間とともに少 し

ずつ薄れ，単元末まで維持できない生徒が多

い。

　 そ こで， 本年度 は昨年度か ら取 り組 んでい

る 「振 り返 りカー ド」 に焦点 をあて るこ とと

した。 そのね らい は次 の ３つで ある。

　 ① 自分 の学び を， 自分でモニ タ リングす る

ことができ る力 をつ ける。 この ことが、

生徒 の 「関心 ・意欲 ・態度 」を高める こ

とに繋 が り， 「自 ら学 ぶ力」 を身 につ け

させ るこ とにな る。

　 ②モニ タ リングの力 は書 くこ とを通 して身

につ ける。

　 ③ 「関心 ・意欲 ・態度 」の評価資料 として

，観 察 に次いで有効 な資料 とな る。

　 さ らに， 「振 り返 りカー ド」 を 「関心 ・意

欲 ・態度 」の評価 資料 と して どの よ うに活用

でき るか検討 した。また，定期考査の ときに，

「関心 ・意欲 ・態度 」の評価 資料 として、生

徒 が， 自分 の考えを文章で表現す る問題 を入

れ た。

［調査研究の対象］

第 １学年
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２　 児 童生徒 の学習の実現状況 と考察

　(1)振 り返 りカー ドの工夫改善の取 り組 み

　　 昨年度 は １年生の ２学期 か ら 「振 り返 りカ

ー ド」を毎時間書かせ る取 り組 み を行った。

　 授 業の終わ りに， その 日の授業で分かった こ

とや 興味を持 った こと等 を書かせ， 教師がそ

れ に対 して コメン トを書いて次の時間に返却

した。毎 時間では生徒 もマ ンネ リ化 し， 書 く

ことが特 にない とい うことも多 くなった。 し

か し， 「振 り返 りカー ド」か ら生徒 がわ か り

に くさを感 じた箇所 な ど授 業の改善点が分 か

った。 また， 「関心 ・意欲 ・態度 」の評価 資

料 として活用 でき るキーワー ドが生徒 の コメ

ン トか ら得 られ るよ うに思 われ た。さらに 「振

り返 りカー ド」で返す コメン トに よって， 生

徒 の心 を支 える ことができ るとい う感触 があ

った。

　　 そこで， 今年度 は １年生 の ４月 か ら 「振 り

返 りカー ド」 に取 り組 んだ。 毎時 間書 かせ る

ので はな く，節 （小 単元）を一つ の区切 りとし

て取 り組んでみた。節 の始 ま りで 「学習 の道

しるべ」 ＊資料lＡを生徒 に配布 し，そ の節 にお

ける観点 ご との 目標 （観点 ご との評価規準）を

示す と共 に， 自分 な りのがんば り目標 を書 か

せ た。次 に節 の終 わ りに 「学習 の振 り返 り」

　 ＊資料1Ｂを配布 し，各 目標 ご とに自己評価 を ３

段階Ａ， Ｂ， Ｃで行 わせ， その節で の気付 き

や興味 を持 った点 な どを文章表記 させ るこ と

とした。カー ドに記入す る時間 をゆっ くり取

り，気付いた こ とを 自分 な りに書 けばよい と

い う指導 を続 ける うちに， 生徒 は 自分 な りの

言葉で分か った ところ， 分 か らなか った とこ

ろ 「理解 度 の認識 」，な るほ どと思 った 「感

動」，そ して 「次へ の意欲 」や 「自分 に とっ

ての課題 」等 を表現す るよ うにな った。 しか

し，観点 ご とに設定 した 目標の文言が生徒 に

とって難 しかっ たため， 「学習 の道 しるべ」

　 で は， が んば り目標 に， 「観 点 ご との 目標 が

どうい うこ とか分か らない け ど、 とにか く次

　の学習 もがんば ります」のような表現が多か

った。 ３段階での自己評価は文言の理解もさ

ることながら，生徒一人一人の基準が異な り，

どのよ うに見取ることが適当であるのか明確

にできなかった。そこで再度 「振 り返 りカー

ド」の工夫改善を行った。

(2)新 カー ド＊資料２の改善ポイン ト

　　振 り返 りカー ドのねらいは 「調査研究のね

らい」にも書いた ３点である。③の 「関心 ・

意欲 ・態度の評価」に活用す るには，生徒の

関心や意欲が何に向かっているのかをこの振

り返 りカー ドか ら読み取れな くてはな らな

い。平成 １４年に国立教育施策研究所が出し

た 『評価規準の作成，評価方法の工夫改善の

ための参考資料』の中の 〈評価の観点及びそ

の趣旨の関心 ・意欲 ・態度〉では次の ３点が

とりあげ られている。

　　＊性質や関係 を見いだそうとする

　　＊数学的に考えようとする

　　＊問題解決に活用 しようとする

　したがって，生徒の関心 ・意欲は純粋に授業

内容に動機づけられたものでなければいけな

い。そのことを踏まえなが ら，新カー ドに改

善した。

(3)新 カー ドの工夫の概要 と留意点

　 新カー ドは ５つの部分か ら構成 されてい

る。それぞれの部分について、どのように考

え工夫したのかを以下に記す。

☆の箇所 （学習目標 に対する自己評価欄）

　 ・目標を授業の流れに沿ったものとした

　 ・目標の文言をより具体的にした

　 ・自己評価のための基準を具体的に設定した

★の箇所 （学習の取組に対する自己評価欄）

　・一般的な学習態度の振 り返 りをさせ ること

は，生徒にとってモニタ リングしやすいので，

振 り返 りの第一歩となると考えた。 さらに生

徒が項 目を付け足すことで自主的 ・積極的な

振 り返 りとなると考えた。そこで生徒に行っ

てほしい取組 としてあらかじめ４項 目 「しっ
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　か り説明を聞く」「発表する」「ノー トを取る」

　 「宿題をしてくる」は記載 しておいた。 さら

に生徒 自身が頑張ろ うと考えた取組を最大 ４

項 目まで自分で書き加えるように空欄を設け

た。

　◆の箇所 （自他の考えや気付きの記録欄）

　 ・考え等を授業中発表できる生徒もいれば，

できない生徒もいる。後者の生徒の考え等を

この箇所か ら読み取れればと考えた。特にこ

こには(2)で の 「＊性質や関係 を見いだそ う

とする＊数学的に考えようとする＊問題の解

決に活用 しようとす る」とい う 「数学的な関

心 ・意欲 ・態度」に関する記述をさせたいと

考えた。

　◎の箇所 （節 ごとのふ り返 り欄）

　 ・節 ごとの振 り返 りとして， これまでと同様

に活用 した。

　◇の箇所 （教師のコメン ト欄）

　 ・生徒が書いてきたことに対 して，受け容れ

る姿勢で返事を返すことで，生徒の学びを支

える。さらに深 く考えた り，他の単元 と関連

させた りなど，今の興味を持続 ・深化 させる

ようなヒン トになるコメン トを返 して，生徒

の 「数学的な関心 ・意欲 ・態度」に関する記

述が増えるように工夫 した。

(4)「単元 ：方程式」でのカー ド使用の実際

　　１時間目に天秤の問題 を使って導入 し，２

時間目の始めに 「振 り返 りカー ド」を配布す

るとともに，振 り返 りの意義とカー ドの使い

方の説明を行った。その後，授業の始まりや

小テス トを返却するたびに「振 り返 りカー ド」

　を活用 した。 １節方程式終了後，未習の２節

のところ以外にすべて記入 させて回収 し，教

師のコメン トを記入 して返却 した。 さらに ２

節終了後空いている所に記入 させ，回収 した。

(5)生 徒の記述例　 （単元 ：方程式）

★の箇所に出てきた生徒による追加項 目例

　・自分の学びを向上させようとする意欲が表

現されている例

　「最後 まで考 える」

　「文章題 を理解す る」

　「分か らない ところを質 問す る」

　「オ リジナル ノー トを作 る」

「役立つポイ ン トを探す」

　「自分の考 えを持つ」

「大事な ところをチ ェ ックす る」

・他 人 と学び合 お うとす る姿勢が表現 されて

い る例

「みんなの意 見を聞 く」

「他 人の意 見を書 き留める」

「他 人 と教 え合 いができ る」

「自分 の意 見を分 か りや す く伝 え る」

◆＆◎の文 章表記 の箇所 に見 られた記述例

・「興味 ・関心」 が表現 され てい る例

「興味 を持 った のは何 を ｘにす るか ！それ を

じっく り考 えるの が好 き」

「こ うい うや り方で答 えを出せ るんだなぁ と

思いま した。 ｘはす ごい なぁ」

・発 見 した ことを表現 してい る例

「どれ を ｘにす るかで計算が難 しくなった り，

やや こ しくな るがそれ を見分 けられ るよ うに

したい」

「文 章題 は表 を書 いた ら分 か りや すか った」

・学習 内容 の良 さを感 じている ことが表現 さ

れて いる例

「移項 も分か って きた ら便利 でいい」

・他人 の意見や考 えを吟味 して いる例

「天秤 の勉強の時○○ くんが重 さをaに した

のがいい方法だ と思 った」

「○○ くん はがん ばった け ど，説 明が わか り

にくか った。私な らｘ＋ ４＝ １２で この ４を

消すために両辺に －４しない とだ め。左辺の

＋ ４－４は結局 ０にな るか ら省いて， 右辺の

－ ４は書い とかない とわか らんか ら書 く」

「○○ くんが無意識 に していた， 天秤 の （両

辺 ）に 同 じ重 さのお も りをのせ て も答 え （重

さ）は変 わ らない こ とを知 って勉強 になった」

・学習 したこ とを活用 しよ うとい う意欲 が表
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現 されてい る例

　 「項がい くつ もあ る １次方 程式 を解いてみた

い， 方程式 を使え るところ を探 してみたい」

(6)振 り返 りカー ドに関す るア ンケー ト

　 　生徒が振 り返 りカー ドを どの よ うに思 って

い るのか をア ンケー トした結 果が次の よ うで

あった。

Ｑ １．数 学の授 業で行 ってい る振 り返 りカ

ー ドは どんな ことに役 立っていますか ？

役立っている　まあまあ役立っている　あまり役立たない　役立たない

４　　　　３　　　　　 ２　　　　１

（ア）毎回の授業を振 り返るために

（イ）自分の理解度を考えるために

（ウ）何 を習ったかを確認す るために

（エ）自分のや る気を高めるために

（オ）テス ト勉強や復習をす るために

（カ）先生からのコメン トはあなたの学習に

Ｑ１の結果　 ＊表内の数は％表示である

Ｑ ２．振 り返 りカー ドは今後 もあった方

が よいですか ？

はい　　いいえ　　 ｛その理由｝

Ｑ ２の結果

はい、　 ７９　 ％ 　　，いい え　 ２１ ％

理 由（多かった順）

・何 を習って，何 が分か らなか ったか等 を確

認 で きる

・先生か らの コメ ン トが もらえる

・テス ト前や復習で，分からなかった箇所が

どこかを確認することに役立つ

・めんどう

・特に見ない，役に立たない

・何を書けばよいか分からない

・いろんな事に役立っている

・他人の考えをメモする

・自分がどう考えたか書いてあると分かる

３　 評価方法に関する研究成果

　(1)評 価資料としての活用方法

　　　 「振 り返 りカー ド」の◆◎の文章表記箇所

に書かれた内容から生徒の学習内容に対する

「関心 ・意欲 ・態度」を次の評価規準で見取

ることとした。

　 ①学習内容に関心を持っている（心が動い

ている）ことが分かる表現 「楽 しい」「お

もしろい」「おどろき」「感心」等が見ら

れるか

　 ②他人の考えに耳を傾け，その考えに共感

や検討等をしていることが分かる表現が

見 られ るか

　 ③学習 したことの良さが分かった り，学習

したことを活用 しよ うとする意欲がみら

れるか

(2)成 果 と課題

　 　１年生のスター トから 「振 り返 りカー ド」

に取 り組んだため，抵抗なく書 く生徒がほと

んどであった。 しかしクラスで １０％程度の

生徒は文章記述ができなかった。その半数は

学習に対す る意欲の低い生徒であ り，残 りの

半数は発表 した り，前に出て問題を解いた り

はす るが書 くのは面倒 と考える生徒であっ

た。

　 「振 り返 りカー ド」を生徒にしっか り書か

せるためには次の ３点が必要である。

　 ①発見があって一言書きたくなるような，考

えさせる授業をすること

　 ②書かせるタイ ミングを逃 さないこと
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③ 書いた ことが活 か され ること

「振 り返 りカー ド」に よって， 教 師は授 業中

意見が言えないお とな しい生徒や， 積極 的に

は発表 しない生徒 らが このよ うに考 えてい る

のか とい う発 見を した。 また， 教師 か らの コ

メン トによって授業 への取 り組む 姿勢 に変化

が見 られ る生徒 もいた。教師 と生徒 がこの振

り返 りカー ドの活用 を通 して， 双方 向に影響

し合 うとい う効果 があった。

　 しか しなが ら， 「感 心 ・意欲 ・態度 」 の評

価 を 「振 り返 りカー ド」 ばか りに頼 るのはよ

くない。授業 中の生徒観察 を通 して， よく生

徒 のこ とがわかって こそ， 生徒 が書 く拙 い文

章か らも生徒 の言い たい こ とが理解 できる。

　観 察や 「振 り返 りカー ド」等 の資料か ら、

「感 心 ・意欲 」を見取れ ない生徒 に対 しては，

机間巡視な どの支援 す る機 会 を多 くす る必要

性 に気づいた。

　 評価 規準 を明確 に して、個々の生徒の 「感

心 ・意欲 ・態度」 を高 める研 究 に取 り組 んだ

が、生徒の 「感心 ・意欲 ・態度」 は、教師 の

「感 心 ・意欲 ・態度」 と相 関関係 が あるのか

も しれ ない。 この ことについては、今後の課

題 であ る。

４　成果の普及 と今後の展望

　　 「関心 ・意欲 ・態度」の評価に関しては教科

ごとに様々な工夫がなされている。

　 数学科で実施 したことを、まず，全教職員に，

情報提供をす る。そこで， この研究を通して検

討 したことを，評価に関する今後の校内研修の

土台としたい。

　 また，市内の数学研究会に於いても，今回の

成果や課題を共有し，情報交換 しながら生徒の

学力向上につながるような相互研鑽 を深めてい

きたい。

資料 １Ａ

資料 １Ｂ
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資料 ２

展開例
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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 ： 城〓 隆光

所 在 地 ： 長崎 県西彼杵郡長 与町丸 田郷194

番地

電話番号 ：095-883-2009

Ⅰ　 研究指定校の概要

１　 学校 ・地域の特色及び実態

　 長与町は長崎市に隣接 した人口約 ４万 ３千人

からなるマンモス町である。町内には，長与中

学校，長与第二中学校，高田中学校，長与小学

校，高田小学校，洗切小学校，長与北小学校，

長与南小学校の８つの小 ・中学校がある。

　 古 くから，長崎市 との交流が盛んで，近年ま

すます都市化が進んできた。これまでの基盤産

業は農業が中心であったが，20年 前頃から人口

流入が続き，それに伴い農村的性格から住宅都

市的性格へと変化 し，生活形態も大きく変容 し

ている。

　 町内には，県立普通高校や長崎市立商業高校，

県立高等技術専門学校があり，さらに平成 １２

年度から県立シーボル ト大学が開校 した。この

ように長与町は幼稚園から大学まで，一貫 した

教育ができる環境にあり，その整備 も進められ

ている。豊かな自然 と古い歴史を調和させなが

ら発展 している。

　 本校は，町内の中学校の中でも最も古い伝統

と歴史のある中学校である。緑に囲まれた環境

の中で，「気づき～考え～行動する」生徒像を目

指している。

　　生徒たちは従順 ・素直で，人なつこく，明る

いあいさつが校舎内外で聞こえて くる。また，

生徒会活動や部活動が盛んで，生徒会を中心と

した様々な行事において生徒自ら望ま しい集団

生活づくりへの営み，努力が積み上げられてい

る。部活動には，８割 を超える生徒が所属し，

県大会をはじめ，九州大会，全国大会へとコマ

を進める生徒もいる。

　ただ，学習活動にまじめに男女仲良く取 り組

む反面，物事に自ら積極的に向か う姿勢に欠け，

忘れ物等も目立つ。また，学級集団等の活動の

中では自分の考えを進んで発表 した り，集団を

高めよ うとする姿勢に欠けたり，教師からの指

示を待つ姿も見受けられ る。すべての活動に自

主 ・自立を奨励し，自らの行動に責任 と自覚を

求めていくことが，本校生徒に対する基本的な

姿勢ではないかと捉えている。

２　 学校の概要 （平成 １９年 ５月 １日現在 ）

教 員数　 28名 （5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

　　 適切な評価規準 と評価方法の確 立お よび，

規準に達 しない生徒への手立て

(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］

　　 教科指導で，学習目標に達 しない生徒を目

標 に到達 させ るための指導方法や学習支援

の在 り方を考えることは大切なことであり，

大きな課題である。

　　 そこで，個々の生徒の理解度やつまず きを

把握するための適切な評価を行い，それを学

習支援に生かす ことができないかと考えた。

　　 そのためには，評価規準が適切で明確なも

のでなければならない。また，評価方法も生

徒一人一人を確実に把握で きるものでなけ

ればならない。

　　 事前に評価規準や評価場面，評価方法を検

討 し，授業後に考察し，まとめる。これを繰
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り返 しながら適切な評価を確立し，学習支援

に生か していきたいと考えた。

　平成 １８年度は，「数 と式」の領域において，

「観点別学習状況表 （資料 ２）」を作成 し評

価 を行い学習支援に生か した。これは本領域

の内容が数学における基礎であると共に，他

の2領 域 とも深い関わ りを持つ ものである

と考えたからである。

　その結果，今年度の目標基準準拠 （ＣＲＴ）

検査において他の ２領域 よりも全国比が高

い結果 となった。 （数 と式 ：１０７，図形 ：

１０５，数量関係 ：１０２）

　 そこで今年度は，全学年の全領域において，

「観点別学習状況表」の作成に取 り組むこと

とした。

　 ［調査研究 の対象］

＊全学年 ・全領域を対象に，評価 ＢとＣの区切 りを明

確に し、評価Ｃの生徒の把握を行 う。

２　生徒の学習の実現状況と考察

　　「観点別学習状況表」を作成することにより，

教師が目標をしっかり持って授業に臨むことが

できる。また，他の学級において同教材で授業

を行 う際等，表により生徒のつまずきや誤答例

などがわかるため，指導法の改善に生かすこと

もできる。

　　さらに， この表を使って毎時間評価を行った

ところ，評価 Ｂと評価 Ｃの生徒では， ４観点の

うち 「表現 ・処理」の観点の差が，他の３観点

より大きいことがわかった。つま り，学習 目標

に到達 させるためには，「表現 ・処理」の能力を

伸ばすことが必要不可欠なのである。

　　また，「学習に関するアンケー ト（資料 １－ １）

において，「はい」と回答 した生徒の割合は，

①授業には 「やる気」を持って取 り組んでい

る。

　　　 （１年 ６９％　２年 ８１％ 　３年 ８３％）

　　②授業は 「楽 しく」受けている。

　　　 （１年 ３８％　２年 ６２％　３年 ６９％）

　　③授業は 「わかって （理解できて）」いる。

　　　 （１年 ７８％　２年 ６１％　３年 ６５％）

　　④授業は 「できて （解けて）」いる。

　　　 （１年 ７３％　２年 ５５％　３年 ５１％）

　　⑤授業には 「積極的 （発表 ・話 し合い等）」

　　　に取 り組んでいる。

　　　 （１年 ４１％　２年 ５３％　３年 ６７％）

　　⑥授業には 「予習 ・復習」をして取 り組んで

いる。

　　　 （１年 ５７％　２年 ６８％ 　３年 ５５％）

であった。本アンケー トとともに週当た りの

平均家庭学習時間の調査 （資料 １－２）も実

施 した結果，毎 日の家庭学習が ３０分未満の

生徒のほとんどが，上の ６項 目すべてにおい

て 「いいえ」と答えている。

　　　 このことから，家庭学習の習慣化を図るこ

とが，学力向上の大きな鍵 を握ると言える。
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３　 評価方法に関する研究成果

　(1)　 「観点別学習状況表」の作成について

　　　評価は，成績をつけて生徒の順位付けをす

るためのものではなく，学習指導の際の目標

や規準 として活用するために行 うものであ

る。そのためには，評価規準はもちろんのこ

と，評価資料 （評価問題）や評価場面，評価

方法等を事前に設定しなければならない。こ

れが 「評価規準表」とい うことになるが，こ

れだけでは，評価場面や評価方法等が不明瞭

で，十分なものであるとは言えない。

　　　そこで，「評価規準表」をさらに掘 り下げた

「観点別学習状況表」の作成に，昨年度か ら

継続 して取 り組んでいる。

　(2)　 「観点別学習状況表」の作成のポイント

①　すべての学習内容に評価規準を設定

　　　　学習内容により生徒の得意 ・不得意があ

るので，個々の理解度を把握するには継続

的に評価する必要がある。 しかし，回数が

多いと複雑にな り，却って正確な評価がで

きないおそれがある。そのため，一つの学

習内容（基本的に１時間の学習内容）に対 し，

一つの評価規準を設けることにした。

　　②　評価問題は教科書の問題から

　　　　本校では ２・３年生において，１クラス

を２コースに分けた習熟度別授業を行って

いる。そこで，評価のぶれない教科書の問

題で評価を行 うことにした。

　　 ③　Ｂの規準は一 目でチェックできるものに

この評価の目的は，評価Ｃの生徒を授業

中に見つけ，支援の手立てを行 うことであ

る。そのためには机間指導により全員の理

解度を把握する必要がある。授業を円滑に

進めるためにも、できるだけ素早 くチェッ

クできる規準を設定 した。

　　 ④　誤答例など，気づきの記録

　　　　 気づきや感想を文章化することで考えを

まとめることができるとともに，振 り返 り

もできる。また，後日検討する指導方法や

　　評価方法の改善の際の資料にもなる。

(3)　 「観点別学習状況表」の活用効果

　①　学習指導 目標が明確に

　　　 「観点別学習状況表」の作成に当た り，

まずは，事前に単元全体の評価規準と評価

問題の設定を行った。これには多くの時間

を必要 としたが，授業の組立を具体的に考

えなければ， どの問題が適切であるのか判

断するのは難 しい。時間はかかっても，詳

細に検討することで，授業における目標と

指導手順を明確にすることができた。

　 ②　理解が不十分な生徒を正確に把握

　　　 理解が不十分な生徒への手立てが最終的

な目標 となるが，全体に説明す る時は，下

位の生徒を意識 し，理解の様子を確かめな

がら説明することができた。また，机間指

導中には近 くの生徒 との教え合いの場を設

定するなどの手立てを講 じることができた。

(4)　 「観点別学習状況表」の作成 ・活用か ら明

らかになった課題

　 ①　表の作成に時間がかかる

　　　　「観点別学習状況表」を作成す るために

は，教材研究を十分に行 う必要がある。実

際，一つの単元について表を作成する際，

平均 して５時間程度はかかる。授業におい

ては，つまずいている生徒を確認 し，指導

し，人数を記録する。そして授業後には評

価のまとめをする，とい うように，表の作

成については時間や手間がかかる。

　 ②　評価に時間がかかる

　　　 １人で授業をし，机間指導により評価を

するのだか ら，最初に見る生徒と最後の生

徒には時間差が生じる。また、ノー トをと

るのに時間がかかるなど，２度確認 しなけ

ればならない生徒も数名いる。問題数が多

いときは解 くのに時間がかかるので，余裕

を持って見ることができたが，問題数が少
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　 ないときは途中で生徒に板書をさせ るなど

，時間のロスを少なくするよう心掛けた。

③　評価が正確ではない

　　評価に時間がかかるので， こちらが確認

　する前に他の生徒に質問 した り，解答を確

認 したり，先に板書をさせるとそれを見た

りしているので，実際に理解 しているかど

うかが判断 しづらいこともあった。

　　 また，学習した内容を，後日小テス トで

確認するようにしているのだが，授業では

できているのにその小テス トでは全 くでき

ないとい う生徒が多く現れる。「わかってい

る＝問題が解ける」とい うことではない。

④　評価問題はどのようなものが良いのか

教科書にある問題には，実際に考え方や

解 き方を十分に説明して取り組ませたいが，

③のように，その問題ができたか どうかだ

けでは正確な評価ができるとは言えない。

　　では， どのような問題で評価す るのか。

　指導目標や学習内容で異なると思 うが，今

後も継続 して研究 していく必要がある。

⑤　評価 Ｃの生徒への指導

　　授業中に評価をすることで，理解が遅れ

ている生徒に対し，す ぐに支援を行 うこと

ができるようになった。 しかし，評価 Ｃの

生徒は固定化 しており，今後も 「観点別学

習状況表」を活用，改善 しなが ら，継続 し

て研究 していく必要がある。

４　 成果の普及と今後の展望

　　「観点別学習状況表」の作成には欠点もある。

　しかし，生徒の理解度やつまずきを発見 し，そ

の手立てを行 うことにより，理解が十分でない

生徒 （評価Ｃの生徒）が減少しつつあるとい う

ことは事実であ り，利点も大きい。

　　そこで，来年度は全学年全単元で作成 した「評

価規準表」や 「観点別学習状況表」を活用 し改

善 しなが ら，生徒が，『わかった』と実感できる

授業を目指 し，取り組んでいきたい。数学科全

員が一丸となって取 り組むことにより，様々な

観点からこの研究を進めることができると考え

る。

　 また，本県には教育研究会 とい う教科単位で

研究をすすめていく組織があるが， この会にお

いて，「評価規準表」や 「観点別学習状況表」を

紹介 し，配布 して各学校の参考としていただき

たい と考えている。

　 この実践により，数学が苦手とい う生徒が少

なくなるよう今後も努力 していきたい。
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資料 １－ １

〔平成 １９年度　学習に対す るアンケー ト結果～数学～ （全学年全教科対象）〕質問

①　 授業には 「や る気」を持 って取 り組んでいる。

②　 授業 は 「楽 しく」受 けている。

③　 授業 は 「わかって （理解できて）」い る。

④　 授業は 「できて （解けて）」いる。

⑤　 授業には 「積極的 （発表 ・話 し合 い等）」に取 り組んでいる。

⑥　 授業では 「予習 ・復習」を して取 り組 んでい る。

○考察

このアンケー トは全学年全教科を対象 に行 ったもので あるが，①の結果 について，他教

科のそれ と比較す ると，数学に対す る 「やる気」は高い。 しか し，③ ・④の結果か ら，「や

る気」の高 さが直接 「理解」につながっている とは言 えない。また、⑥ の結果か ら，意欲

が高い割 には， 予習 ・復習 の徹底ができていない ことが明 らかになった。

資料 １－２

〔週あた りの平均家庭学習時間 （塾含む）〕
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資料 ２　観点別学習状況表
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