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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 

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 
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研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.secsch.naruto-u.ac.jp 

研究のキーワード 

○ 数学的な思考力・表現力  ○ 単元（評価）計画  ○ 思考・表現過程の具体化  

○ すべ（思考を促す方法）  ○ 方針 

研究結果のポイント 

○ 「思考・表現過程の具体化」を図ることや，単元（評価）計画の作成が，数学的活動を取り 

入れた授業の構想につながった。 

○ 課題解決の方針を立てる場や立てた方針を確認する場を，すべを意識しながら適切に授業に

組み込むことができた。 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

数学的な思考力・表現力の育成を目指した授業の創造 

－「思考・現過程の具体化」を通して 

（２）研究主題設定の理由  

生徒たちが生きていく２１世紀は，新しい知識・情報・技術が，社会のあらゆる領域で活動

の基盤となる。また，社会の激しい変化に受け身で対応するのではなく，主体的に向き合って

関わり合い，自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社会と幸福な人生を自ら創り出してい

く力が求められる。このような社会を生きる力を育むためには，「何を知っているか」にとどま

らず，知識・技能を活用して「何ができるか」という学力観への転換が必要である。 
本校では，「思考・表現の要素」に「すべ（生徒の思考を促す方法）」を取り入れた形で生徒

の思考・表現の過程を明確にし，各教科が連携した授業を構想・実践することで，社会に生き

て働く思考力・判断力・表現力が育成されると考え，研究を進めてきた。 

数学科として，これまでの本校の研究成果を踏まえ，さらに「思考・表現過程の具体化」を

検討・計画することで，数学科で育成すべき思考力・表現力を高めることを目指し，本研究主

題を設定した。 

（３）研究体制 

本校数学科の教員３名で研究会を月１回程度開催し，授業実践を通して研究を進めている。管

理職員の指導を受け，研究内容の方向性を軌道修正しながら，成果を上げることに努めている。

また，鳴門教育大学の教員より，研究内容や授業実践などについての指導・助言を得ている。 
（４）２年間の主な取組 
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成

27

年
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・研究の方向性の検討        ・研究発表会の実施 公開授業，教科分科会 

・アンケートの実施         ・先進校視察 

・研究内容と研究授業案の検討 

・校内授業研究会  11/25 １年「平面図形」 ２年「平行線と面積」 ３年「相似な図形」 

・研究協議会での発表 

http://www.secsch.naruto-u.ac.jp/


 
平

成

28

年

度 

・研究の方向性の検討        ・アンケートの実施 

・研究発表会   6/3 ３年「文字式の利用」 教科研究会 

・校内授業研究会 7/19  １年「文字式の利用」 ２年「連立方程式」 ３年「二次方程式」 

・研究内容の検討          ・先進校視察 

・校内授業研究会  11/24  ３年 「相似な図形」    11/28 ２年 「図形の調べ方」 

・アンケートの実施         ・研究のまとめ 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
  ① 「思考・表現過程の具体化」に基づいた学習計画 

本校では，社会に生きて働く思考力・判断力・表現力の育成を目指して，これまでの研究 

成果である「思考・表現の要素」に，国立教育政策研究所「教育課程編成に関する基礎的研

究報告書５（平成 25年３月）」に述べられている「すべ」（＝生徒の思考を促す方法）を取り

入れ，生徒の思考・表現の過程を明確にした授業を構想し，全教科で実践することで，研究

に取り組んできた。 

    そこで，本校数学科として，この研究の成果を基にして，学習指導要領に示された数学科

の目標に沿って「思考・表現の要素」を再構成し，計

画的に「思考・表現過程の具体化」を図った授業の実

践を通して思考力・表現力の育成を目指していきたい

と考えた。また，「すべ」と「思考の要素」との関係

性に着目し，それを指導に生かす方策を探ろうと考え

た。 
ア 「思考・表現過程の具体化」を示した単元（評価）   

計画の作成 

 

 

 

 

 

 

イ 「すべ」の用いられ方の検討 

「すべ」は，①比較する，②分類する，③関係付 
ける，④条件を制御する，⑤多面的に見る，⑥規 
則性を見付ける，の６つである。例えば，「関係付 
けて解釈する」「規則性を見付けて構想する」のよ 
うに，「すべ」は思考の要素で示された活動の前段 
階でうまく用いると，質の高い思考ができるよう 
になると考えられる。単元（評価）計画の作成を 
通して，領域ごとに目標と関わりが深いと考えら 
れる「すべ」を意識した指導を行った。また，振   
り返りの様子や生徒へのアンケートを通して，「す 
べ」の特徴を探った。 

 

② 課題解決の方針を立てる（確認する）活動の場の工夫 

 本研究では，「こうすれば，解決の方向へ進むのではないか」の「こうすれば」にあたるの 
が「すべ」であると捉えている。つまり，問題を解決するときに，どのすべをどのように用 

いるかという方針を立てることが問題を解決することに大きく関わっていると考えられる。 

そこで，課題解決の方針を立てたり，立てた方針を確認したりする場を適切に取り入れた

授業を展開しようと考えた。そうすることで，生徒は無意識または意識的に問題解決のため

にすべを用いることができるようになると考える。 

【図１ 数学科におけるすべと思考・表現の要素との関係】 

思考の要素 表現の要素

選択する 記録する

整理する 説明する

予想(推測)する 紹介する

構想する 報告する

解釈する 制作（製作）する

把握（理解）する 証明する

分析する 修正する

評価する

説明する構想し

すべ(思考を促す方法)

関係付けて

 

【単元（評価）計画の項目】 
１ 本単元で身に付けさせたい能力 
２ 単元の目標 
３ 主に本単元で扱う「すべ」と「思考・表現の要素」 
４ 指導と評価の計画 

 
【図２ 目標とかかわりが深いと考えられる「すべ」】 



 
（２）具体的な研究活動 

① 「思考・表現過程の具体化」に基づいた学習計画の作成と授業の実践 

(ⅰ) 思考・表現過程の具体化 

授業（単元等）においてどのような思考・表現を目指しているか整理するために，思考・

表現の具体化を図った。具体的には，学習の流れを「学習内容について，すべを用いて，

思考し，表現する」という形式で示した。 

（ⅱ） 単元（評価）計画を組み込んだ学習指導案の作成と授業実践 

これまで研究授業等を実践するときに作成していた学習指導案に，作成した単元（評価）

計画の内容を加えた学習指導案（次に示す項目で示した）を作成し，授業実践を行った。 

 

 

 

 

 

 

② 課題解決の方針を立てる（確認する）活動の場の工夫 

課題解決の方針を立てる（確認する）活動の場を３つの授業スタイル（図３）に分類して， 
単元計画の中に組み込んだ。指導時期や授業のねらい，課題の難易度や生徒の実態によってス 
タイルは変わる。評価の観点が数学的な見方や考え方である学習の場面においては，計画段階

で，方針を立てる活動の場を設定した。 
Ａ 個人または複数で方針を立て，学級で共有してから解決していくスタイル 

Ｂ 
個人または複数でまず方針を立て，解決を目指し，結果を全体での共有する場面

で，立てた方針を確認するスタイル 

Ｃ 
方針を立てることについて言及せず，個人または複数で解決を目指し，結果を 
全体での共有する場面で，立てた方針を確認するスタイル 

   

  Ａ，Ｂ，Ｃのどのスタイルにおいても，「すべ」をどのように用いればよいか，どのように用

いたのかを確認したり授業のまとめの段階で，再度方針の確認をしたり，解決のポイントのま

とめをしたり，数学の新たな問題や日常の様々な問題の解決の手立てとなる考え方を振り返っ

たりした。Ｂ，Ｃのスタイルでは，課題解決のための考え方を共有した後に方針を確認する場

面を設ける場合と，授業の終わりにまとめとして行う場合がある。 

 

③ アンケートの実施にあたって 

昨年度と今年度に，次のような目的で，生徒の数学の学習に対するアンケートを実施した。 

○ 「方針を立てること」，「すべの用い方」等についての生徒の考えや，数学に対しての有

用性を感じることができているかを把握するため。 

○ 方針を立てるときによく用いていると思う「すべ」と，単元（評価）計画に組み込んだ

目標に関わりが深いと考えられる「すべ」との比較を行うため。 

 

④ 授業実践例(１年 単元名「文字の式」) 

 (ⅰ) 思考・表現過程の具体化 

ｋ   は学習内容，   はすべ，   は思考の要素，   は表現の要素 

 

１ 単元名              ６ 学習計画と評価計画 
２ 単元について           ７ 思考・表現過程の具体化 
３ 単元で身に付けさせたい能力と目標 ８ 課題解決の方針を立てる（確認する）活動の場 
４ 主に本単元で扱う           での授業の扱い 

「すべ」と「思考・表現の要素」   ９ 本時の学習指導 
５ 単元の評価規準 

１辺にｎ個の碁石を並べて正方形をつくるときの碁石の総数を文字式に表すために，図と関係

付け分析し，自分の考えを説明する。また，碁石の総数を表した式からその式の意味を読み取

るために，図を多面的に見て解釈し，考えたことを説明する。さらに，結果をもとに正ｍ角形

に並べたときの碁石の総数を，規則性を見付けて分析し，説明する。 

【図３ 課題解決の方針を立てる（確認する）場面の授業での扱い（三つの授業スタイル）】 



 
(ⅱ) 課題解決の方針を立てる（確認する）活動の場について 

中学１年生の「文字の式」の単元の最後の課題において，既習内容を用いて自分なりに

適切に方針を立てて考え，主体的に問題解決に取り組むことを目標と設定していたことか

ら，スタイルＣを選択した。実際の授業では，全体で様々な考えを共有した後，どの式も

簡単にすると 4n－4となることを確認し，正方形を正五角形に条件を変えた問題を出した。

正方形同様にどの式も簡単にすると 5n－5となることを確認し，最後に正ｍ角形の場合に

ついても考えた。振り返りでは，本校が独自につくっている「すべマグネット」を見せ，

「どのすべを使ったかな？」と発問した。生徒からは「多面的に見る」「関係付ける」とい

う意見が出てきた。そして，「図と式を関係付けて分析する」「図を多面的に見て解釈する」

ことで問題が解決できたことを全体で確認した。 

 (ⅲ) 板書について 

 
学習内容や授業の流れが分かりやすい構成を意識し，思考したことを整理する場面にお

いて,第１学年の７月での実践であることからも,用いた「すべ」や思考の過程を意識でき

るように可視化した。 

 

３ 研究の結果と今後の取組 

 （１）研究の結果 

○ 授業を計画する段階で「思考・表現過程の具体化」を図り，それらを単元（評価）計画に

組み込むことで，生徒に身に付けさせたい思考力・表現力や生徒の課題解決に向けての思考

の過程が明らかとなり，数学的活動の充実や効果的な授業展開の構想につながった。また，

学習内容や「すべ」を意識しながら課題解決の方針を立てる（確認する）活動を意図的に設

定し，授業の中に位置付けたことも数学的活動の充実に有効であった。 
○ 単元の特性と「すべ」の関係性を見いだすことができ，授業展開の構想や指導者の手立て

に生かすことができた。 
○ 本研究で実施したアンケート結果では以下のような結果であった。 
・「授業において，振り返りをしたことが，次の学習や問題を解くときに生かされると思いま

すか。」という項目では，「よく思う」「思う」と肯定的な回答をした生徒の割合が８９％であ

った。 
 ・「どのように考えれば解決するか，考えてから問題を解き始める。」という項目では，昨年度

に比べ，「よくあてはまる」「あてはまる」と肯定的に回答した生徒が１１％上昇した。 
・「数学の学習が，様々な課題の解決に役立つか」という項目では，７２％の生徒が肯定的に

回答をしていたが，昨年度からの上昇が見られない学年もあった。数学の学習が有用性や

汎用性のあるものと実感できる指導の在り方については，これからも探っていかなければ

ならない。 
 

（２）今後の取組 

次期学習指導要領では，数学的な見方・考え方を働かせながら資質・能力の育成を目指すよう

である。本研究では，「すべ」をよりどころとして研究し，思考力を育成について上記の成果と課

題を得ることができた。本研究での「すべ」「思考・表現過程の具体化」「方針」は，数学的な見

方・考え方と関わりの深いものであると考えられる。今後は，本研究と数学的な見方・考え方の

関連を探りつつ，数学的な思考力・表現力の育成に取り組みたい。 


