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(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 数学(数学Ⅰ,数学Ａ,数学Ⅱ)

≪研究主題≫

学習集団に即した評価方法に関する研究

【研究の要点】

生徒（学習集団）の実態を把握し，それに即して評価規

準を設定し，評価方法を工夫して学力を把握してきた。こ

のことにより，以前は分析できていなかった生徒の学力を

多角的に，より細かく分析し，それを評価に反映させるこ

とができるようになった。作業量が増大し，評価の方法が

複雑化したことは否めないが，習熟度別授業を実施してい

る本校においても活用できるシステムを構築することがで

きたと考えている。

また４つの観点を強く意識することで，いわば「表現・

処理」，「知識・理解」に偏りがちであった授業から，バラ

ンスのよい授業展開へと一層工夫するようになった。実際，

数学の有用性や日常生活との結び付きについて考察させる

ことや，体験的学習を取り入れること，思考過程を述べさ

せる場面などが多くなり，このことは「数学的活動の充実」

や「言語活動の充実」にもつながっている。そして，これ

らの取組は「確かな学力の育成」を図る上で重要な取組で

あると考えている。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は北海道日高管内東部の浦河町に位置

する。日高地方は，漁業・農業などの第１次

産業を主たる産業とし，特に軽種馬生産が盛

んで，全国有数の生産地となっている。

本校は，昭和７年に創立されてから今年で

78年目を迎える全日制の普通科単置校であ

る。生徒は，落ち着いた学校生活を送ってい

るが，入学志望者が定員に満たない状況にあ

り，生徒間の学力差は大きい。そのため，学

習意欲が低い生徒も少なくはなく，生徒の家

庭学習の時間は極端に不足している。本校に

おいては，学力差に対応しながら基礎学力の

定着を図ることが課題であることから，平成

16年度より，１,２学年に特設クラス(成績上

位層）を１クラスずつ設置し，各学年３クラ

スを総合クラスとして，学力の実態に即した

学習環境づくりに取り組んできた。平成21年

度の生徒の進路は，国公立大学９名，私立大

学24名，短大４名，高等看護４名，専門学校

50名，公務員６名，一般就職39名となってい

る。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

課程 学科 １年 ２年 ３年 計

学 生 学 生 学 生 学 生

級 徒 級 徒 級 徒 級 徒

数 数 数 数 数 数 数 数

全日制 普通科 4 143 4 140 4 119 4 402

計 4 143 4 140 4 119 4 402

教員数29名（５名）

１学年（数学Ⅰ・必修３単位，数学Ａ・必修３単位）

２学年（数学Ⅱ・必修４単位，数学Ｂ・選択２単位）

３学年（数学Ⅲ・選択４単位，数学Ｃ・選択２単位，数学基

礎・選択３単位，実用数学・選択２単位）

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

学習集団に即した評価方法に関する研究

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本校の数学の授業では，１，２学年の特設

クラスは通常の形態の授業を実施し，総合ク

ラス（各３クラス）においては４展開の習熟

度別授業を実施している。特設クラスにおけ

る授業を含め習熟度別授業における評価規準

の設定や評価方法の工夫・改善を図ることが

必要であると考え，研究主題を設定した。



○［調査研究の対象］

本校生徒全員が履修し，習熟度別授業を実

施していることから，１学年の数学Ⅰと数学

Ａ及び２学年の数学Ⅱの全領域の評価につい

てを調査研究の対象とした。１年目は，きめ

細かな学力把握や実態に即した評価規準を作

成するために，生徒の実態把握と授業改善に

主眼をおき，評価資料の作成など学力の把握

及びその評価方法に関する研究を行った。２

年目は，１年目に作成した評価規準をもとに

各観点の評価を実施し，評価方法などを含め

その検証を行った。３年目はその検証をもと

に評価規準や評価方法の見直し，資料の精選

などを中心に行い，本校の実態に即した評価

の在り方を確立するための研究を行った。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) 生徒の実態把握と授業改善

ア 「授業の記録」（評価シート）

毎時終了前に３～５分程度で，「授業の

記録」という評価シートに，「授業をがん

ばって受けた」，「授業の内容を理解でき

た」，「先生の話は分かりやすかった」とい

う評価項目に４段階で評価し，次時までの

自分の課題を記入している。生徒自身が授

業の取組を振り返ること，教員が授業改善

を図る資料とすることの二つの目的をもっ

ている。

ただ，「授業の記録」の記入が毎時間の

同じ作業になり，次第に扱いが疎かになる

傾向があり，十分な効果が得られない実態

にあることから，毎時間記入させるのでは

なく，内容に応じて記入する様式に改良す

るなど，効率的かつ効果的な運用の在り方

を検討している。

イ 学習に関する調査（授業評価）

前述した「授業の記録」とは別に，定期

考査終了時（※テスト返却の時間を利用）

に，年２～４回の「学習に関する調査（授

業評価）」を実施している。説明の仕方，

授業の目標，授業方法，授業の工夫，評価

方法，授業の進度の６つの項目を５段階で

評価するもので，生徒の実態把握と，授業

改善に活用している。この調査はある程度

の長期的な視点で分析することを目的とし

ており，「授業の記録」のように局所的な

毎時の実態把握を目的とするものとは性質

が異なり，評価の変移を考察することや数

学科全体で研修を行う際などの重要な資料

となっている。

(2) 学力の把握

ア 評価規準の作成

数学の授業は習熟度別で実施しており，

評価規準は習熟度別クラス(コース)ごとに

作成するのではなく，統一したものを作成

している。作成する際は，「評価の観点ご

とにその内容で生徒全員にはぐくむ力は何

か」ということを基本に，特に基礎コース

の生徒の実態を踏まえて検討している。こ

のことから，評価規準が低くなる傾向はあ

るが，同じ評価規準でも，扱う問題の難易

度を変えたり授業展開（教授法）を工夫す

ることで生徒の実態に合わせ学力を高めら

れるように工夫している。

イ 評価段階の設定

各評価規準に対する到達度（実現状況）

の程度を明示する指標（評価規準）として，

一般的な記号によるＡ・Ｂ・Ｃ段階を用い

ずに，数値を用いている。さらに，その評

価段階（判断段階）は評価資料の内容によ

って変えている。例えば，ノートの評価は

５段階（１・２・…・５），定期考査の設

問は６段階（１・２・…・６）など，評価

資料に応じて評価することにより，到達度

をより丁寧に把握できると考えている。指

標を数値化することで，到達度を総括する

作業は容易になった。

ウ 評価資料

①定期考査・単元テスト



評価規準に基づき，定期考査や単元テス

トのすべての問題に評価の観点を明記する

ことにした。これにより，到達度の総括作

業や多角的な分析が容易になり，生徒には

各問題でどの観点を見ているかを確認させ

ることができる。また，定期考査や単元テ

ストの問題では，全ての評価の観点（「関

心・意欲・態度」，「数学的な見方や考え

方」，「表現・処理」，「知識・理解」）を含

むようにしている。しかし，「関心・意欲

・態度」の観点についてはペーパーテスト

で評価するのはなじまない状況があり，他

の観点と比較して問題作成が難しく，出題

割合が低くなっている。また，本校生徒の

実態を踏まえると，「数学的な見方や考え

方」の観点についても，授業や家庭で時間

をかけて取り組むことができる方法で評価

する方が適しているのではないかと考えて

いる。

具体例 １ 数学Ⅱ 三角関数

三角関数のまとめとして，三角関数が日

常生活に影響している例を考えさせる授業

を行った。「関心・意欲・態度」の観点で，

「三角関数の考えが使われている具体的事

項を見いだせる。」の評価規準に対し「今

の生活や社会などで，三角関数が関係して

いる具体的事例を書きなさい。」という問

題を定期考査で出題し評価した。授業内で

あらかじめ具体例を考える場面を設定し，

定期考査の解答で評価するという方法をと

ったため，結果的に「関心・意欲・態度」

の観点を評価するというより「知識・理解」

の観点を評価する形となり，到達度の細か

い把握が困難となった。実際，授業では不

適当な例も含め様々な意見が出されていた

が，定期考査で評価しようとすると基本的

に正解か不正解で評価することとなり，意

欲的に考える態度などは評価できなかっ

た。このような内容の評価を行う際には，

授業内観察やレポートなどと合わせて評価

することが効果的であると考えている。

②授業内観察と「評価レポート」

授業内観察や「評価レポート」で，「関

心・意欲・態度」や「数学的な見方や考え

方」の観点を評価することを重視している。

これは，評価資料の充実を図ることや，そ

れぞれの観点に適した方法で評価すること

が適切な学力把握につながるという考えか

ら行ったものである。また，その効果を高

めるために，授業の中でワークグループ学

習や外的活動を取り入れて丁寧に観察する

などの工夫も行っている。

具体例 ２ 数学Ⅰ 二次関数

「数学的な見方や考え方」の観点の評価

規準「二次関数のグラフとｘ軸との位置関

係を判別式を用いて判断できる。」に対し

て二次関数のグラフと二次不等式の関係を

考察させる次のような問題を提示した。「二

次不等式を解くために，グラフを利用する

ことが多いが，その理由を書きなさい。」

本校生徒の場合，このような理由を記述さ

せる問題を定期考査や単元テストで出題し

たとき，解答のイメージが頭に浮かんでも，

それをうまく表現できずに何も記入しない

ことが多い。授業で，ある程度解答の書き

方を支援し，家庭学習として後日「評価レ

ポート」として提出させることにより，自

分なりの表現で考えを書くことができた。

また，そのことは，生徒がどの程度二次関

数のグラフと二次不等式の解の関係につい

て理解をしているかについて適切に把握す

ることにつながった。さらに，この「評価

レポート」に自分の考えをうまく表現でき

た生徒ほど，定期考査などで二次不等式を

正確に解き，発展的な内容まで解答するこ

とができたことから，このような「評価レ

ポート」をタイミングよく実施すれば効果



的，効率的に学力を向上させることもでき

ると考えている。

しかし，本校においては，「評価レポー

ト」の内容を評価するための評価規準はや

や大まかなものとなっているので，今後，

適切な評価規準の設定について検討してい

く必要がある。

具体例 ３ 数学Ⅰ 図形と計量

複数の数学科教員できめ細かな指導や評

価を行うことやグループでの討論をしやす

くするため，校舎の高さを求めるという学

習活動を習熟度別展開を行わずに自然クラ

スを４～５人程度のグループに分けて実施

した。

事前学習として仰角測定器を生徒に作成さ

せ，必要な考え方について，１時間学習した。

その後，２時間の授業で，外から校舎の仰角

等を計測し，三角比を用いて校舎の高さを計

算させた。それらの学習内容をグループでワ

ークシートにまとめさせた。

そのワークシートの内容や授業内観察から

「高さを求めるためにtanθを利用した立

式ができる。」や「tanθを利用し，問題を

解くことができる。」などと評価した。

互いに結果を発表し合うなど，意欲的に学

習に取り組む姿勢が見られた。また，複数の

教員で指導したことにより，より細かく，適切な

評価をすることができた。しかし，時間を要す

ることなどから，このような学習を他の単元で

いかに効果的に実施するかが今後の課題で

ある。

(3) 到達度（実現状況）の総括

各評価資料で設定してある基準に基づき観

点ごとの到達度（実現状況）を判断し，その

割合（百分率）を算出する（※評価規準を示

す指標として数値を用いているので単純な作

業で済む）。そして，評価資料の性質や生徒

の実態などから，各評価資料に比重を付け合

算したのち，再び割合を算出する。それが全

体を1 0 0とする観点ごとの到達度を示した数

値となる。

さらに，これによって算出された観点ごと

の到達度に更に比重を付けて合算したのち，

割合を算出する。それが全体を100とする科

目全体の到達度を示す数値となる。

本校数学科では，観点ごとの到達度の比重

を次のように設定している。

関：見：表：知＝35：15：25：25

（※関…「関心・意欲・態度」，見…「数学的な見方や

考え方」，表…「表現・処理」，知…「知識・理解」）

「関心・意欲・態度」の比重を高くしている

のは，本校生徒の実態を踏まえ，数学を学習

する態度を身に付けさせることを重視してい

るからである。また，「表現・処理」や「知

識・理解」のようにペーパーテストの結果が

重視されるものと，「関心・意欲・態度」や

「数学的な見方や考え方」のように授業内で

の取組や家庭での学習状況が重視されるもの

が，同じ程度の比重となるように設定してい

る。

３ 成果の普及と今後の展望

今後は，今回の研究成果を校内外の研修会や

研究会で発表するとともに，各種研究集録，本

校ホームページへの掲載などを通して広く普及

していきたい。

また，今回の研究で課題となった，「関心・

意欲・態度」の観点の効果的な評価方法や，「評

価レポート」の適切な評価規準の設定，他の単

元や科目におけるグループ学習等を活用した学

習意欲を高める授業の展開について，さらに研

究し，「確かな学力の育成」につなげていきた

いと考えている。
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学校名 長崎県立中五島高等学校
ふ り が な ながさきけんりつなかごとうこうとうがっこう

校 長 名： 末吉 暁

所 在 地： 長崎県南松浦郡新上五島町宿ノ浦

郷162-1

電話番号： 0959-44-0265

(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 数学（数学Ⅰ）

≪研究主題≫

習熟度の差が大きい集団における評価規準

の在り方，および事後指導法と再評価の在

り方の研究

【研究の要点】

生徒の学習到達度の差が大きく，また，進路希望も多様

であるため，本校では現在，生徒の学習到達度や進路希

望に応じて少人数のコースによる授業を展開している。

しかし，コース分けしたときにどのような評価をするの

か，またそれぞれの生徒がいかにして主体的に学習に取

り組むようにするかが課題であった。

そこで，普通科全生徒が履修する数学Ⅰの「図形と計量」

（平成２２年度は「２次関数」も追加）の分野を対象とし

て，生徒の習熟の程度の差が大きいクラスにおいて評価規

準を作成して評価し，その事後指導及び再評価と併せて本

校の実状に合った効果的な指導法を研究した。

評価に当たっては，リトライシート（ワークシート）を

もとに観点別の評価を行った。リトライシートとは，内容

毎に作成したワークシートのことである。生徒が繰り返し

ワークシートの問題を解くことで，教員が生徒の活動を評

価し，また内容の定着を図り，事後指導に役立てるもので

ある。

リトライシートの活用による主な成果は次の通りである。

① 生徒の学習支援になり，学習意欲の向上につながった。

質問紙による調査では，約85%の生徒がリトライシートが

学習の役に立ったと考えている。また，約80%の生徒がリト

ライシートを成績に加味して欲しいと考えており，リトラ

イシートを用いた学習および評価が多くの生徒の学習支援

になっていると考える。

② 生徒を多面的に評価できるようになった。

リトライシートを用いて観点別評価をすることで，一部

の観点からではなく，生徒の取組を多面的に評価できるよ

うになった。生徒の取組を多面的に評価することで，意欲

を高めることが可能であると考える。また，生徒自身は自

己評価および，授業の気付きを記入することで，内容の振

り返りを行うことができた。

③ リトライシートファイルを効果的に活用し，学習内容

の整理ができた。

リトライシートをポートフォリオとして冊子にまとめる

ことで，生徒自身の取組が蓄積され，意欲的に取り組んだ

生徒ほど達成感を得ることができた。

集団規模が大きくなったときに，リトライシート（ワー

クシート）をどのように活用するか，また評価規準をどの

ように設定するかが今後の課題である。

Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，長崎県の西端に位置する五島列島

の１つである中 通 島に所在する高等学校で
なかどおりじま

ある。

昭和４０年に設立された本校は，西海国立

公園内に校舎がある。海と山に囲まれた自然

溢れる風光明媚な環境の中で，「誠実・自律

・創造」の校訓のもと，学業・部活動に取り

組んでいる。また，地引網，文化祭でのPTA

によるバザー等，地域に密着した活動も行っ

ている。

入学してくる生徒の学習到達度の差は大き

く，また，進路希望も多様である。生徒の実

態や地域のニーズを踏まえ，本校においては，

全日制課程で普通科・商業科を各学年それぞ

れ１クラスずつ設置している。学習到達度の

差が大きいことから，教科によっては生徒の



学習到達度や進路希望に応じて，少人数のコ

ースによる授業を展開している。

平成21年度の生徒の進路は，国公立大学７

名（夜間主コース１名含む），私立大学１名，

短大４名，准看護学校３名，専門学校17名，

公務員１名，公務員以外の就職28名である。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

（高等学校の例）

課程 学科 １年 ２年 ３年 計

学 生 学 生 学 生 学 生

級 徒 級 徒 級 徒 級 徒

数 数 数 数 数 数 数 数

全日制 普通科 １ 17 １ 24 １ 31 ３ 72

商業科 １ 33 １ 27 １ 38 ３ 98

計 ２ 50 ２ 51 ２ 69 ６ 170

教員数 22名（ 3名）

１年普通科は，１クラスを，英語・数学・国語の成績に

よる習熟度別（英語・数学・国語で在籍するコースは同じ）

に２コース展開している。

１年次は，「数学Ⅰ」を３単位，「数学Ａ」を２単位履修

する。

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

習熟度の差が大きい集団における評価規準

の在り方，および事後指導法と再評価の在

り方の研究

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

本校は，入学してくる生徒の学習到達度の

差が大きく，習熟度に応じてコース分けをし

ているが，コース分けしたときにどのような

評価をするかが課題であった。そこで，数学

Ⅰで評価規準を作成して評価し，その事後指

導及び再評価と併せて，本校の実状に合った

効果的な指導法を研究することにした。それ

によって，生徒が主体的に学習に取り組む態

勢を構築したいと考えたのである。

○［調査研究の対象］

１年生普通科の数学Ⅰにおいて，４観点，

特に「関心・意欲・態度」，「知識・理解」の

観点について，１・２年目は「図形と計量」

３年目は「２次関数」及び「図形と計量」の

分野を調査研究の対象とした。普通科の全生

徒が履修する数学Ⅰにおいて調査研究を行う

ことで，全生徒がより主体的に学習できるよ

うに展開していきたいと考え，対象を設定し

た。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

評価に当たっては，定期考査と内容のまと

まりごとに実施したリトライシート（ワーク

シート）をもとに観点別の評価を行った。特

に，「関心・意欲・態度」についてはリトラ

イシートの取組（提出状況）をもとに評価し，

「知識・理解」についてはリトライシートの

問題についての理解度をもとに評価した。

以下リトライシートの活用手順について説

明する。

① B４版用紙の表左側に，確認テスト問題

を貼付し，授業開始後の５～７分程度で実

施する。

② 生徒に相互採点させる。場合によっては，

回収し，授業終了後担当教員が添削し，翌

日返却する。

③ 生徒は，間違えた問題を用紙右側にやり

直す（リトライ）。その際，授業の理解度

をA～Dで自己評価する。また，どこで間違

えたか，気付き・復習すべき項目を記入す

る。

④ 回収し，教員が添削し返却する。

⑤ 生徒はB４版用紙裏に類題を解く。その

際④で指摘された内容に注意して解くよう

にさせる。また，生徒は理解度の自己評価

を行う。



⑥ 回収し，教員が添削する。その際，理解

度の評価，意欲的な姿勢をA,B,Cで評価し，

コメントを添えて返却する。

⑦ ⑤の評価がAになるまで，⑤⑥を繰り返

す。

具体例と考察及び指導の改善については以

下の通りである。

ア 三角比の定義

次の評価規準等について評価した。

三角比の考え方に関心をもち，直角三角形

をかいて正弦・余弦・正接の値を求めようと

する。【関心・意欲・態度】

計測が困難な距離を求める際，直角三角形

を作図して，その距離を求める方法を理解し

ている。【知識・理解】。

ある三角比の値が与えられたとき，三角比

の相互関係を用いて，残りの三角比の値を求

めることができる。【表現・処理】

三角比の定義が理解されていないことや，

問題の中に三角形を２つ見いだし，それぞれ

に三角比の定義を適用することができない生

徒が多いことが分かった。三角比の定義の指

導法の工夫については，直角三角形を厚紙等

で作ったり，指導用の木製三角定規を提示し

たりして，向きや表裏を変えても三角比は変

わらないことを示すことなどを工夫した。

また，代表的な角の三角比を理解すること

ができているかどうかについては，全生徒に

口頭で質問したり，周囲の生徒と理解を確認

させたりした。小さな工夫であったが生徒は

意欲的に学習に取り組み，生徒の活動を活発

にする必要性を痛感した。

イ 正弦定理と余弦定理

次の評価規準等について評価した。

正弦定理や余弦定理が図形の計量に有効で

あることに関心をもつ。【関心・意欲・態度】

正弦定理や余弦定理を活用して，多角形の

辺の長さや角度を求めることができる。【表

現・処理】

正弦定理や余弦定理を活用して，三角形の

辺の長さや角度を求める方法を理解している

【知識・理解】

リトライシートを用いることで理解が進ん

だからか，ほとんどの生徒が試行錯誤しなが

らも正弦定理や余弦定理を積極的に活用して

問題を解こうとするようになった。また，最

終年度は特にリトライシートの問題を増やし

たので，定理の活用の仕方や，根号を含む計

算の処理などで成果が現れた。ただ，２つの

三角形を組み合わせた問題や，円を絡めた問

題などには，正弦定理や余弦定理を活用でき

ない生徒が多かったので，今後，様々な図形

の問題を用いて数学的な見方を学習させる必

要がある。

ウ 図形の計量

次の評価規準等を用いて評価した。

二辺とその挟む角が与えられたときの三角

形の面積の公式を理解している。【知識・理

解】

三角形の面積の公式を用いて多角形の面積

を求めることができる。【表現・処理】

三角形の面積の公式を用いて立体図形にお

ける断面の三角形の面積を考えることができ

る。【数学的な見方や考え方】

立体図形の計量では，どの条件やどの定理

を使えばよいか戸惑う生徒が少なくなかっ

た。例えば直方体の断面である三角形の角の

大きさ（角の余弦）を求める問題では，三角

形の各辺の長さを求めることができず行き詰

まる生徒がいた。これは，もとの立体におい

て三平方の定理を活用することができなかっ

たためである。また，三平方の定理を使わず

に余弦定理を使う生徒もみられた。

念頭操作が適切にできないことも立体図形

の計量で戸惑う原因である。今回，立体図形

の導入で，正四面体を紙で折って提示したこ



とは，有効であった。立体の断面についても

実物を提示したりコンピュータを活用したり

することが必要である。

エ ２次関数とグラフ

次の評価規準等を用いて評価した。

関数の意味を具体例などを用いて分かりや

すく説明することができる。【数学的な見方

や考え方】

y=ax^2 (y=ax^2+b)のグラフをかくことが

できる。【表現・処理】

２次関数のグラフの軸，頂点について理解

している。【知識・理解】

関数の意味の理解や，簡単な２次関数のグ

ラフをかくことはほとんどの生徒ができた。

一方，平行移動したグラフの式を求めること

ができない生徒が多く見られた。２次関数の

グラフの指導では，コンピュータとプロジェ

クタを用いて授業を展開したが，あまり理解

を深めることができなかった。ただし，数学

学習に関心や意欲が高くない生徒も多いの

で，今後も視聴覚教材を用いて生徒の印象に

残る効果的な授業の工夫をする必要がある。

オ ２次関数の値の変化

次の評価規準等を用いて評価した。

グラフを用いて２次関数の最大値・最小値

を求めることができる。【表現・処理】

与えられた最大値や最小値に関する条件か

ら，２次関数の係数を考えることができる。

【数学的な見方や考え方】

多くの生徒が平方完成をしてグラフをかく

ことができるようになった。しかし，問題文

を読んでも，最大値や最小値の条件から２次

関数の係数を決定することが考えられない生

徒がいた。関数の最大値や最小値に関係する

問題ではグラフを利用することが重要である

こと，特に２次関数では軸と定義域の関係が

分かる図（グラフ）をかくことが重要である

ことを理解させる指導を工夫する必要があ

る。

カ ２次不等式

次の評価規準等を用いて評価した。

２次不等式をグラフを利用して解く方法を

理解している。【知識・理解】

条件をもとに，２次不等式の係数の値の範

囲を考えることができる。【数学的な見方や

考え方】

因数分解ができず２次不等式が解けない生

徒がいたが，リトライシートを活用すること

により解くことができるようになった。２次

不等式を解くためにグラフをかいても，不等

式とグラフとの関係を理解しておらず誤答す

る生徒が見られた。この生徒については，不

等式とグラフとの関係を繰り返し指導するこ

とで徐々に改善した。条件をもとに，２次不

等式の係数の値の範囲を求める問題では，条

件が変わると考えることができない生徒が多

かった。文意を満たすためには与えられた不

等式が表す関数のグラフがどのようになれば

よいか，をじっくり考えさせる指導が必要で

ある。

次に，リトライシートの活用による成果に

ついて述べる。

① 生徒の学習支援につながった。

授業→確認テスト→リトライ→事後指導の

サイクルが定着し，生徒の学習内容の理解度

が向上した。また，シートが生徒の学習支援

に役立った。質問紙を用いた「リトライシー

トを活用することで学習を意欲的に行うこと

ができたか」に関する生徒アンケート結果を

資料１に示す。85%の生徒がリトライシート

を活用することで，学習を意欲的に行うこと

ができたと考えており，リトライシートを用

いた学習および評価が多くの生徒の学習支援

になっていると考える。一方，数学が好きな

生徒の興味を深めるためには，授業の改善・



工夫が必要であると感じた。

② 生徒を多面的に評価できるようになった。

リトライシートを用いて観点別に評価する

ことで，生徒をより多面的に評価できるよう

になった。それで，数学に対する興味や関心

が高まった生徒も少なくないようである。数

学が好きかどうかの生徒アンケート結果を資

料２，３に示す。資料２，３はそれぞれ中学

生時代，高校１年時(12月調査)についての調

査結果である。この結果からも分かるように，

中学生の時に数学が嫌いだった生徒の中に

は，高校入学後，興味をもち出した生徒もい

る。生徒の取り組みを多面的に評価すること

で，意欲を高めることが可能であると考える。

③ リトライシートファイルを効果的に活用

し，学習内容の整理ができた。

生徒自身が効果的に学習を行えるよう，フ

ァイル見開き部分に「理解度確認状況表」を

添付した。生徒は、自身の理解度を一目で確

認することができ，考査前等に効果的に学習

できたようである。また，リトライシートを

ポートフォリオとして冊子にまとめること

で，生徒自身の取組が蓄積され，意欲的に取

り組んだ生徒ほど達成感を得ることができ

た。

④ 生徒アンケート結果

質問紙法による生徒アンケートによれば，

80%の生徒が，リトライシートによる取組を

成績に加味してほしいと考えている。生徒は

考査の成績以外での評価を期待しているよう

である。

リトライシートについて，「役に立ったこ

と，改善してほしいこと」についてのアンケ

ート結果の一部を次に示す。

・解けるまで何度もやり直すので，自分の力

で答えを出せたとき記憶に残るし，次に生か

すことができた。

・自分のできなかったところがすぐに分かる

ので，テスト勉強や復習などにとても役に立

った。

・裏面に確認問題や発展問題があるから，分

からないところが明確になって課題がはっき

りする。

・慣れない問題に何回もチャレンジすること

で，応用問題にも比較的対応することができ

るようになった。

・難しい問題もあったので，問題の解ける範

囲が少し広がった。

・テスト前の見直しで，リトライシートに書

いた反省に気をつけることができた。

・テストに出るときいいと思うけど，問題が

少し難しい。

３ 成果の普及と今後の展望

単元の内容の確認テストとそのやり直しを

両面プリントにしたリトライシートを活用し

て，「関心・意欲・態度」「知識・理解」の評

価を行った。リトライシートを用いて，「知

識・理解」だけでなく生徒の活動を通じて「関

心・意欲・態度」の評価を行うことができた。

また，リトライシートに自己評価および，授

業の気付きを記入させることで，生徒自身で

内容の振り返りを行うことができた。さらに，

リトライシートをポートフォリオとして冊子

にまとめることで，生徒自身が学習内容の整

理をすることができた。

研究で得られた成果を他科目の内容などに

も応用し，習熟度の差が大きい集団における

生徒の効果的な学力の把握と授業改善をさら

に続けていきたい。また，研修会等を通じて

他校と情報交換を図ったり，研究論文として

成果をまとめたりして，成果の普及を積極的

に行いたい。
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