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研究課題番号・校種名 ２ 中学校 

教科名 数学 

 

研究課題 

 

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 

② 全国学力・学習状況調査の記述式問題の分析に基づき，知識・技能などを実生活

の様々な場面で活用する力を育成するための指導方法等の研究 

指定年度 平成 27年度～平成 28年度 
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ふ り

AAE校名 E

が な

A（生徒数） AE土佐 E

と さ

AAE市立 E

し り つ

AAE高岡 E

たかおか

AA E中学校 E
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A（428人） 

所在地（電話番号） 高知県土佐市高岡町甲 1905番地（088－852－2136） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL www.kochinet.ed.jp/takaoka-j/ 

研究のキーワード 

数学の学びを実生活に生かす力，授業の「縦持ち」と教科会，素材分析と教材化， 

教材化へのプロセス，指導と評価の一体化 

研究結果のポイント 

○ 生徒に必要な力を「日常の事象を数学で解決する力」「数学の事象を数学的に解決する力」

と定義し，この二つの力を育むための授業づくりの一連の流れを確立することができた。 
○ 生徒が受身ではなく，主体的に授業に取り組むようになり，授業内での生徒の記述から数学

的な表現力の向上が見られた。 
○「実生活の様々な場面で数学を活用している」の意識調査の結果が 43％から 67％に向上した。 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

学習意欲の向上と基礎学力の定着につなげる授業 

～数学の学びを実生活に生かす力を育む指導方法の研究～ 

（２）研究主題設定の理由 

 学校の課題として，基礎学力に課題がある生徒が多く，学力の二極化が進んでいた。また，学

習意欲の低い生徒が授業に対して受身となり，一部の生徒しか発言がない状態が続いていた。数

学科においても，平成 27年度全国学力・学習状況調査において，A 問題の正答率が全国平均と

比べて－6.7ｐ，B 問題の正答率が全国平均と比べて－9.7ｐと大変厳しい状況にあった。特に，

記述式問題においては正答率が低く「事柄を調べる方法や手順を説明する問題（方法・手順の説

明）」，「事柄が成り立つ理由を説明する問題（理由の説明）」に関する内容に弱さが見られた。授

業においても，解決が困難な課題に直面したときに思考を深めようとしない生徒や，数学的な言

葉を用いて根拠を持って表現することができない生徒が目立つ状態にあった。 

  これらの課題を解決するために，学校全体として「学習意欲の向上と基礎学力の定着」を目指

し，また，数学科として，生徒の興味を引き出し，数学的な表現力の向上につながる「数学と実

生活がつながる授業づくり」を目指して，本研究主題を設定した。 

 

（３）研究体制 

 ① 各教員が全学年の授業を担当する「縦持ち」を採用す 

る。そして週に１回，教科会を開き，一人ではなく全数 

学教員で授業を作成することで，指導の統一と教員の授 

業力向上を図る。 

 ② 研究主任，指導教諭，数学担当，管理職によって構成 

される校内の研究推進チームを企画委員会の中に設ける 

とともに，外部協力者として，県教育委員会事務局小中 

学校課指導主事と連携し，研究を進めていく。 

 
 

 
図１ 授業の「縦持ち」 



 
（４）２年間の主な取組 

平

成

27

年

度 

４月 組織づくりと基礎研究 

５月 全国学力・学習状況調査における自校採点と分析 

６月 校内研究授業・研究協議会の実施 

（２年「連立方程式」 指導助言者：高知県教育委員会中部教育事務所 片岡浩和チーフ） 

８月 中間検証の実施 全国学力・学習状況調査の分析 

10 月 校内研究授業・研究協議会の実施 

（２年「一次関数」指導助言者：文部科学省国立教育政策研究所 新井仁学力調査官） 

１月 校内研究授業・研究協議会の実施 

（１年「平面図形」 指導助言者：高知県教育委員会小中学校課 伊吹竜二指導主事） 

   県学力調査の実施と分析 

２月 国立教育政策研究所 教育課程研究センター関係指定校事業 研究協議会 

３月 １年目の成果と課題及び２年目の方向性の確認 

平

成

28

年

度 

６月 校内研究授業・研究協議会の実施 

（１年「文字と式」指導助言者：文部科学省国立教育政策研究所 佐藤寿仁学力調査官） 

８月 全国学力・学習状況調査の分析 

11 月 研究発表会（２年間の研究発表及び，研究授業（県内全域へ）） 

（２年「図形の性質と合同」  ３年「関数
2axy = 」 

指導助言者：文部科学省国立教育政策研究所 研究開発部 佐藤寿仁学力調査官） 

１月 校内研究授業・研究協議会の実施 

  （１年「平面図形」 指導助言者：高知県教育委員会小中学校課 伊吹竜二指導主事） 

２月 国立教育政策研究所 教育課程研究センター関係指定校事業 研究協議会 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
 ① 研究に適した体制づくり 
   上記で記した，授業の「縦持ち」と教科会を実施する。 
 ② 授業づくり 
   研究主題の中にある「数学の学びを実生活に生かす力」を「日常の事象を数学で解決する力」

「数学の事象を数学的に解決する力」と定義し，この二つの力を育むための授業づくりを行う。 
 ア 素材から教材へ 

素材を「問題を据えることを前提に探したおもしろそうな場面」，教材を「生徒の実態を考

慮し，授業で扱えるように素材を練り上げたもの」と定義する。「日常の事象を数学で解決す

る力」を育むための授業では，実生活の中から素材を探し教材へと練り上げていく。「数学の

事象を数学的に解決する力」を育むための授業では，日常的な事象を数学化したものの中から

素材を探し教材へと練り上げていく。教材へと練り上げる際，生徒が学習の目標（育みたい力

の習得）が可能かどうかを判断する。 

 イ 教材から授業へ 

   「日常の事象を数学で解決する力」，「数学の事象を数学的に解決する力」どちらの力を育む

にしても，授業において「解決の見通しをもつ」，「記述する・説明する」，「協働的な学習の場」

の三場面を設ける。 
a  解決の見通しをもつ 

与えられた課題をどのように解決していくのかを，個人思考に入る前に全体に問いかけ，

生徒のつぶやきを黒板にまとめていく。解決の見通しを全体で共有することで，全員が意欲

を持って解決へと取り組む。 

  b  記述する・説明する 

    「適切な言葉と数学用語を用いる」，「理由や根拠を筋道を立てて論理的に説明する」の

２点を重点とすることを生徒に伝え，自分の考えを表現させる。その際「生徒の記述を教師

がしっかりと見取る」，「よい表現を全体で共有する」ことを基本とした指導を行う。 



 
  c  協働的な学びの場 

    「自由に席を立ち話し合い 

にいくグループ活動」を，個 

人での解決が困難だと感じた 

生徒が自由に席を立ち，周り 

の人の考えを聞きに行き，そ 

こで議論を深め，解決方法を 

導き出していく活動と定義す 

る。「班活動」を，各班で自 

分の考えを伝え合い，話し合 

うことで，協働して思考を深 

め合っていく活動と定義する。 

この二つの活動を右の図のように使い分ける。 

 ③ 評価方法 
単元計画を立てる際，「日常の事象を数学で解決する力」，「数学の事象を数学的に解決する

力」の二つの力を育む授業を単元のどこで行うかを計画し，その力が充分についたのかを判断

するための評価問題を単元の最後に実施する。そうすることで「指導と評価の一体化」を図る。 
評価問題は数値の比較ができるようにするために，過去の全国学力・学習状況調査の問題と

リンクさせたものを実施する。 
 

（２）具体的な研究活動 
 ① 研究に適した体制づくり 
   研究１年目より，これまで取り組んできた教科の「横持ち」から「縦持ち」へと完全に移行

した。「縦持ち」を行う際，教員間で足並みをそろえて指導を行う必要があるため，週に１回，

時間割の中に教科会を設定した。教科会では，その週の授業の進度と内容を細かく打ち合わせ

をする。一つ一つの授業を個人ではなくチームでつくりあげることで，より質の高い授業を実

施することができた。また，教科会では，各自の知識の共有と伝達ができ，若手育成にもつな

がっていった。 
 ② 授業づくり 
 ア 素材から教材へ 
   ３年生「関数

2axy =  いろいろな関数」の学習では，「日常の事象を数学で解決する力」を

育む授業づくりを行うため，実生活の中から素材を探し出した。将来，生活の中で必ず関わる

ことになるであろう銀行とのつながりを体感させるため，「マイカーローンの固定金利と変動

金利」を素材とし，教材へと練り上げることとした。 
教材として，次の５つの目標達成を求める。（ⅰ）「固定金利」と「変動金利」のそれぞれの

メリット・デメリットを考える。（ⅱ）「返済年数」が延びることのメリット・デメリットを考

える。（ⅲ）利息を求める計算方法を理解し，正確に数値を導き出す事ができる。（ⅲ）「返済

年数」が延びることのメリット・デメリットを考える。（ⅳ）自分でよりよいプランを考え，

そのプランのよさを的確に表現できる（日常の事象を数学で解決する力）。（ⅴ）「返済年数」

と「その年に支払う金額」には既習の関数とは異なる関数関係があることに気付く。 

 イ 教材から授業へ 

   ２年生「図形の性質と合同 角と平行線」の学習では，「数学の事象を数学的に解決する力」

を育む授業づくりから「平行線と角の性質を導き出す」という授業を行った。 

  a  解決の見通し 

    「平行線の錯角」を示した図を動的に扱い，新たに見い 

出した角について考える課題を提示した。すると生徒から 

「平行線を使って解けるのではないか」「上，下，真ん中 

の三つの角には和の関係があるのではないか」といった解 

決の方法や成り立つ事柄の予想について出された。これら 

を黒板にまとめ，解決の見通しを全体で共有することで，  
図３ 平行線と角の性質 

 
図２ 協働的な学びの場の設定 



 
主体的に解決に取り組む姿が見られた。 

  b  記述する・説明する 

    記述する場面では，多くの生徒が平行線をもう 

一本加え，既習の「錯角」，「同位角」の関係から， 

真ん中の角に上と下の角を集める考えを記してい 

た。その際，具体的な数値を記述する生徒がほと 

んどだったが，文字を用いて予想した事柄につい 

て明らかにする生徒もいた。 

    説明する場面では，予想した事柄が成り立つか 

   どうかにについて，文字を用いて示したことを発 

表し，一般化することのよさについて説明した。 

  c  協働的な学びの場 

記述する場面で，自分で思考を深めることが困難な生徒のために，「自由に席を立ち話し

合いにいくグループ活動」を行った。この活動で，平行線をもう一本加えることで，平行線

の錯角と同位角は等しいという性質を使うことに気付いた生徒が，自分の席に戻り，どこに

等しい角が隠されているのかと思考を深めることができた。その後の「班活動」では，具体

的な数値で記述していた生徒が，文字を用いて記述している生徒の説明を受け，事象を一般

化できる方法に興味を持ち，思考を深めることができた。 

 ③ 評価方法 
２年生「一次関数」の学習での評価問題は，平成 28 年度全国学力・学習状況調査Ｂ問題３

（３）（全国正答率 31.2％・高知県正答率 28.7％）とリンクしたオリジナル問題を作成し，「日

常の事象を数学で解決する力」が育まれているかを評価した。平成 28年度全国学力・学習 
状況調査Ｂ問題３（３）と同様に，二つの関数の， y の値が等しいときの x の値を求める方法 
を説明させる問題だったが，正答率 47.3％という結果を示した。 

 
３ 研究の結果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

○ 「数学の学びを実生活に生かす力」 
を「日常の事象を数学で解決する力」， 
「数学の事象を数学的に解決する力」 
と定義し，この二つの力を育むため 
の授業づくりの一連の流れを確立す 
ることができた。こうしてつくられ 
た授業を実践することで，生徒が受 
身ではなく，主体的に授業に取り組 
むようになり，授業内での生徒の記 
述から数学的な表現力の向上が見ら 
れた。また，評価問題から，生徒に 
力が付いたことを数値で実感するこ 
とができた。 

○ 全国学力・学習状況調査の正答率 
  A 問題 平成 27年度全国平均－6.7p → 平成 28年度全国平均±0p 
  B 問題 平成 27年度全国平均－9.7p → 平成 28年度全国平均－2.8p 
○ アンケートによる肯定的評価の向上 
  数学の授業は好きですか         平成 27年４月 65％ → 平成 28年 12月 78％ 
  数学の授業の内容はよく分かりますか   平成 27年４月 70％ → 平成 28年 12月 88％ 
  実生活の様々な場面で数学を活用している 平成 27年４月 43％ → 平成 28年 12月 67％ 

 

（２）今後の取組 

  「研究で確立した授業づくり」を基に作成した授業を，各単元で複数回実施していく。評価問

題も各単元で２回以上行い，生徒の力の向上を数値として見取っていく。 

 
図５ 授業づくりの流れ 

 
図４ 平行線の性質を用いて説明 


