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学習指導要領の指導状況及びこれまでの全国学力・学習状況調査結果から，学習指導

研究課題 要領の趣旨等を実現するための教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究
① 生徒の数学的活動への取組を促し，思考力・判断力・表現力等の育成を図るための
具体的な授業の在り方と評価方法等の実践研究

指定年度 平成27年度～平成28年度

学校名（生徒数） 大洗 町立南 中学校 （141人）
ふり が な おおあらいちようりつみなみちゆうがつこう

所在地（電話番号） 茨城県東茨城郡大洗町大貫町1212―14 （ 029-267-2942 ）
研究内容等掲載ウェブサイトURL http://www.oarai-minami-jh.ed.jp
研究のキーワード 協働的な学び，単元構成，振り返り（ＭＲノート），授業と家庭学習との連携
研究結果のポイント
○ 協働的な学びを大切にした授業を通し，互いの考えのよさを見いだして，自分の考えをよりよ
いものに深めていこうとする姿勢が培われ，思考力・判断力・表現力の育成につながった。

○ ＭＲノートを使った振り返りを継続したことは，学習が蓄積されていくよさを生徒自身が実感
し，既習事項を振り返って自分の力で考える主体的な学びにつながった。また，個に応じた家庭
学習としても効果的であった。

○ 事前調査の結果から課題となる点を明確にし，単元構成の中に課題改善のための授業を位置付
けたため，生徒の実態に即した授業を展開することができた。また，ＭＲノート等の記述から生
徒の学びを見取り，その評価を次時に生かすことで，生徒に寄り添った授業につながった。

１ 研究主題等
（１）研究主題

数学科における思考力・判断力・表現力の育成を目指した学習指導の在り方
～協働的な学びを大切にした授業づくりを通して～

（２）研究主題設定の理由
本校は，平成26年度「教育課程（数学）」の単年度の研究指定を受け，「全ての生徒が学びやす

い学習の場の工夫」，「協働的な学びの場におけるホワイトボードの活用」の二つに視点を当てた
授業実践を行った。この研究では，「生徒一人一人に課題や解決方法を意思決定させる場を授業
の中に設定することは，数学が苦手な生徒も含めた全ての生徒の学習意欲や態度の向上に役立つ」，
「ホワイトボードの活用は生徒からの多様な考えを引き出し，話合い活動を充実させる」という
成果を得ることができた。一方，「生徒が納得いくまで説明していると時間がかかり，終末での
まとめや整理の時間を確保するのが難しい」，「ホワイトボードを用いてグループで考えると，説
明し合うことに時間が取られるためノートをまとめる時間がなくなり，後で振り返る際の拠り所
となるノートづくりが疎かになる」という課題が残った。
これらの成果と課題を踏まえて，平成27年度は「授業を通して分かるようになったことやでき

るようになったことの振り返りの在り方」，「充分な学び合いを確保するための単元構成の在り方」
の二点に視点を当てて研究に取り組むことにした。この研究では，「ＭＲ（Mathematics Review）
ノートを活用した振り返りは，既習事項を振り返って考えようとする態度の育成や学習の定着，
家庭学習との橋渡しとして有効である」，「単元構成の工夫は，協働的な学びをねらいに即して効
果的に位置付けることができるため，話合いにかける時間の軽重を調整するのに役立つ」という
成果を得ることができた。しかし，「話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり友達のよい
ところを取り入れたりしていますか」の質問に対して，肯定的な回答をする生徒の割合が下降し，
自分の考えを見つめ直す時間の不足という課題が見られた。
そこで，平成27年度の成果と課題を踏まえ，①自らの考えを広げたり深めたりするための授業

づくりの在り方，②生徒の学びを確かなものにするための生徒の見取りや，数学のよさを実感し
次の学びにつなげる評価の在り方の二点に焦点を当てながら，「協働的な学びを大切にした授業
づくり」が生徒の思考力・判断力・表現力の育成に有効であることを明らかにしていきたいと考
え，本主題を設定した。

（３）研究体制
校内研究部 数学部

・授業研究会の立案・推進 ・学習指導案の共同立案

・研究協議会の運営・協議内容のまとめ ・単元構成の作成・検討・修正

・授業研究会・教育実践研究発表会の計画・運営 ・各調査，生徒の実態・意識調査の変容の分析

http://www.oarai-minami-jh.ed.jp


（４）２年間の主な取組
１学期 ・研究主題・計画の検討

・数学科に関する各調査，生徒の意識・実態調査の実施・分析
平 ・数学科で目指したい生徒の姿の具体化
成 ・アクティブ・ラーニングについての理論研修
27 ２学期 ・校内授業研究会 １年「量の変化と比例，反比例」
年 講師：国立教育政策研究所教育課程調査官 水谷尚人先生
度 ・教育実践研究発表会 ２年「平行と合同」

講師：国立教育政策研究所教育課程調査官 水谷尚人先生
３学期 ・平成27年度の課題と成果の明確化

・次年度の研究の方向性のまとめ
１学期 ・平成27年度の課題と成果を踏まえた本年度の研究の重点の明確化

平 ・授業研究会① ２年「連立方程式」
成 講師：国立教育政策研究所教育課程調査官 水谷尚人先生
28 ２学期 ・授業研究会② ３年「相似と比」
年 講師：国立教育政策研究所教育課程調査官 水谷尚人先生
度 ・教育実践研究発表会 （隣接小学校の算数の授業で連携）
３学期 ・思考力・判断力・表現力の高まりの経年変化のまとめ

・研究の成果と課題，研究全体のまとめ

２ 研究内容及び具体的な研究活動
（１）研究内容

① 授業づくりの工夫
自らの考えを広げたり深めたりするための授業実践

② 評価の工夫
生徒の学びを確かなものにするための生徒の見取りや，数学のよさを実感し次の学びにつな

げる評価の工夫
（２）具体的な研究活動

① 授業づくりの工夫
ア 数学的価値に迫る比較検討の工夫

生徒の思考力・判断力・表現力につながる深い学びには，友達と考えを交換しながら何度
も思考・表現し直して，自分なりに納得できる答えや考えを見付けていくことが重要である
と考える。そこで，数学的価値に迫る比較検討の工夫として，生徒同士が互いに納得するま
で意見を交わす場を設定した。１年「比例・反比例」の地震の到達時刻を比例の考えを利用
して予測する学習では，震央からの距離と到達時間の関係を考えればよいことに気付き，ほ
とんどの生徒がグラフを作成していたが，生徒の間から「点がずれているので，直線で結べ
ない」という疑問が生まれた。そこで，「直線で結んでよいと思うチーム」と「結んではい
けないと思うチーム」に分かれ，話合いをした。自然現象のため誤差が生じることや理想化
したり単純化したりしながら直線とみる処理の仕方などについて，相手チームが納得するま
で意見を交換し合った。この話合いを通して，直線とみて比例と考えれば地震の到達時刻を
求められることに気付き，関数を使って未来を予測できるよさを多くの生徒が実感できた。
疑問が生じた時点で生徒を集め，適時に話合いをしたことで，実測を通して得た数値には

誤差が生じること，理想化したり，単純化したりし「おおむね直線なので比例」とみなすこ
とで，地震の到達時刻を予測することができることに気付くことができた。

イ 一人一人が思考を表現する場の工夫
ａ ホワイトボードを活用した話合いの充実

本校の学び合いの特徴として，ホワイトボードの活用が
挙げられる。ホワイトボードは，考えを交流する場として
も思考の道具としても有効である。ホワイトボードを活用
した対話や議論を通じて，自分と友達の考えの共通点や相
違点を理解したり互いの考えを統合したりしながら問題を
解決することができた。また，互いのホワイトボードを見
合い意見を書き加える時間を設け，友達の考えのよさや新
たな見方や考え方について気付き，自分の考えを修正し発
展させていくことができるように努めた。

友達とホワイトボードで意見を
交流し合っている場面



ｂ 見通しを大切にした授業づくり
２年「連立方程式」では，既習の学習内容を振り返りながら，課題を適切かつ合理的に解決

するためには，どのような方法がよいのか考える活動（見通し）を毎時間行った。自力解決の
前によりよい見方，考え方，表し方などの方法を検討することで，課題解決への道筋が具体的
にイメージすることができ，数学があまり得意でない生徒も自分なりに考えたり，友達とその
見通しにそって話合いを進めたりすることができるようになった。また，適用練習でも見通し
を考えた後，「どうしてその方法を選んだのか」「どうしてその方法が適切であると判断したの
か」をペアで互いに説明し合い，相互に確認する場を設定した。

ウ 学びを確かなものにするための家庭学習との連携 ＭＲノートの使い方
授業の終末でのまとめや整理の時間を確保するため，昨年 （○は本年度から新たに取り入れた内容）

度からＭＲノートを取り入れた。授業のまとめだけでなく，・学習のまとめ
学びをより確かなものにしたり，学習した内容を振り返る ・既習事項の確認
学び直しの機会になったり，授業と家庭学習との橋渡しと ・日常生活や他教科等の学習へ活用
して効果があることが分かった。 ○疑問点の質問
本年度は，「次時や次の単元，次の学年に活用できる知 ○自分のつまずきの自己分析と積み重ね

識・技能，考え」「生徒が苦手としている内容のため，振り返りをさせたいところ」など，ＭＲ
ノートで全員に取り組ませたいところを１単元に４～５か所程度計画的に位置付け，ＭＲノート
が更に使いやすいものになるように工夫した。また，自分で「今日の学習は大切だからまとめを
しておこう」「分からないところがあったから，もう一度問題を解き直してみよう」などと感じ
たときに自由に取り組んで，提出するよう呼びかけた。数名であるが，毎時間のように提出する
生徒もみられ，交換日記のようにやりとりをしている。
さらに，ＭＲノートを活用し疑問点を質問してほしいと投げかけ，休み時間や放課後などに時

間が合わなかったり，自分から声をかけられなかったりした生徒の「知りたい」「できるように
なりたい」という思いに応えることができるようにした。

② 評価の工夫
ア 生徒の実態を把握するための事前調査の工夫

本校の１年生の実態から例年「速さ」や「比例・反比例」ＭＲノートを活用した事前調査の効果
の問題を苦手する生徒は多い。そこで，生徒の抵抗を少し (教師)・生徒の具体的な見取りができる。

でも軽減したいという思いから，学習前にＭＲノートに小 ・各小学校の指導が見える。

学校の既習事項を思い出すような課題を与えた。その結果，(生徒)・単元学習前に小学校の教科書
右のような効果が得られた。特に，「比例・反比例」では， 等を見直す生徒が見られた。

小学校の学習の定着が不十分なこと，誤って覚え
ていることが多いことが分かったため，単元の学
習前に「小学校の復習の時間」を設けた。この時
間を設けたことにより，全ての生徒がある程度同
じように既習事項を理解した状態で中学校の学習
に入ることができた。
さらに本年度は，事前調査から課題となる点を

明らかにし，単元構成の中に課題改善のための授
業を位置付けた。その結果，限られた授業時間の
中で，生徒の実態に合った的確な指導ができるよ
うになった。

（２年「連立方程式」の単元構成から）

事前調査の結果から生徒の課題△を
明確化

課題△の改善のための授業を単元構成に
位置付け

課題△改善に力を入れた授業実践

生徒の実態（事前調査の結果から）
○ 方程式を選択することはできる。

○ 方程式の解を正しく選ぶことができる。

○ 多くの生徒が，一元一次方程式を正しく解

くことができる。

△１ 問題の中の数量や関係を文字を用い
た式で表すことができない。

△２ 速さの問題を苦手な生徒が多い。
△３ 式をよく見ず，機械的に計算している
生徒が多い。

７ いろいろな連立方程式(2)⑦（本時）
学習スタイル別学習（△３ の改善に向けて）
文字を消去しやすい解き方を選んで連

立方程式を解くことを考えよう。
◎(技) 連立二元一次方程式を式の形を

よく見て，かたまりに着目しなが
ら，よりはやく，より簡単な作戦
を判断したり，選択したりして，
解くことができる。

（観察，プリント）
ＭＲノート
『連立方程式を「は・か・せ・どん」に
解く方法をまとめよう』

課題△３ の改善するために
①

x＋２（y－１）＝６
y－１＝－３ x－２

②
４ x－２（y－２）＝１０
３ x＋２（y－２）＝ ４

式をよく見て，よりはやく，
より簡単な解き方を考えよう。

ＭＲノートの記述



イ 生徒自身が自分の考えを友達の考えと比較し，考えを深めていくための自己評価の工夫
自力解決の後，全体での比較検討に入

る前に，互いの考えを見合い「どんな既
習内容を使ったのか」「どのように考え
を進めたのか」「自分の考えと共通点は
あるのか」などの視点で互いの考えを読
み取り，自分の考えと比較する時間を設
けた。そして，友達の考えが書かれたホ
ワイトボードに自分の意見を青ペンを使
って書き加えさせた。また，自分の考え
に書き加えられた青ペンの内容を読むこ
とによって，よりよく解決するためには
どうすればよいかなど，自己を振り返る
機会となり，自分の考えを一層深めるこ
とにつながった。

ウ 生徒の学びを見取り，次の指導に生かすための評価の工夫
生徒が意欲をもって数学の学習に参加し，数学の授業が楽しみになる，そんな授業づくり

のためには，１単位時間の中に評価場面を位置付けて生徒の学びを見取り，その評価を次の
指導に生かしていく生徒に寄り添った授業への工夫改善が重要となる。ホワイトボードやⅯ
Ｒノートには，生徒の思考過程や理解の程度，自己の振り返りなど，多くの内容が表現され
ており，生徒の学びを見取る評価方法の一つとして，大変有効であると感じている。教師の
目で直観的に見取る評価だけでなく，具体的な判断の根拠となるこれらの記述をメモや写真
などで積み重ね，次時の授業の流れを考えたり，生徒のつまずきが修正されたか確認したり
する際に活用した。また，授業の中では，それぞれの記述のよい表現や修正点などを全体で
共有するようにし，次時に生かせるよう努めた。

３ 研究の結果と今後の取組
（１） 研究の結果
【成果】
○ 自分の考えを自分の言葉で伝え合ったり，互いの考えを見合ったりする協働的な学びを大切に
した授業を通し，自分と友達の考えを比較して，互いの考えのよさを見いだして，自分の考えを
よりよいものに深めようとする姿勢が培われ，思考力・判断力・表現力の育成につながった。
（２年生の意識調査の結果：「自分の考えと似ているところ違うところを考えながら聞いているか」 84.6％→94.9％）

「話し合う活動を通じて，友達のよいところを取り入れたりしているか」94.9％→97.4％）

○ 一人一人が思考を表現する場を工夫したり，学びをつなげる家庭学習を積み重ねたりしたため，
自分の考えを自分の言葉で表現することへの抵抗が軽減された。

○ ＭＲノートを使った振り返りを継続したことは，学習が蓄積されていくよさを生徒自身が実感
し，既習事項を振り返って自分の力で考える主体的な学びにつながった。また，ＭＲノートを使
って疑問点を質問したり，自己分析して自分のつまずきを積み重ねたりしたことは，個に応じた
家庭学習になり，授業と家庭学習との連携を図ることができた。
（２年生の意識調査の結果：「学習内容を振り返る活動をよく行っているか」69.3％→84.6％）

○ 事前調査の結果から課題となる点を明確にし，単元構成の中に課題改善のための授業を位置付
けたため，生徒の実態に即した授業を展開することができた。また，ホワイトボードやＭＲノー
トの記述から生徒の学びを見取り，つまづきや疑問を次時に生かしたことは，生徒に寄り添った
授業につながり，指導と評価の一体化になった。

【課題】
○ 協働的な学びを積み重ねたため，「自分の考えを発表している」と答える生徒は＋18.7％であった
が，「伝えたいことをうまく伝えられた」と考える生徒は－2.2％で，自分の考えの伝え方に満足
していないことが分かった。

○ 友達同士で互いの不十分なところを補い合いながら高め合うことはできたが，生徒一人一人が
課題に向き合う時間を十分に確保することができなかった。より深い学びに向かうため，全体で
考える場と個人で考える場のバランスを検討していきたい。

（２）今後の取組
○ 研究指定で明らかになった課題の改善に向けて引き続き取り組み，本校生徒の主体的な学びと
思考力・判断力・表現力の育成につながる授業実践に努める。

自分の考えと友達の考えを比較し，よさを認め合って
いる記述


