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研究課題番号・校種名 ２ 高等学校 

教科名 数学 

研究課題 

新学習指導要領の実施を踏まえた教育課程の編成，指導方法等の工夫改善を中心とす

る生徒の学習意欲を向上させる授業づくりに関する実践研究 

数学学習に対する関心や意欲を高め，さまざまな場面で知識や技能を活用して問題

を解決できるようにするには，数学的活動を充実することが必要である。そのため，

指導計画を工夫するとともに，生徒の実態を踏まえた課題の工夫，生徒の活動を促す

指導の在り方などについて実践的な研究をする。 

学
ふり

校名
が な

（生徒数） 北海道
ほっかいどう

札幌
さっぽろ

英
えい

藍
あい

高等学校
こうとうがっこう

（946 人） 

所在地（電話番号） 北海道札幌市北区篠路町篠路 372番地 67（011-771-2004） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.eiai.hokkaido-c.ed.jp/ 

研究のキーワード 

・指導計画  ・数学コンクール  ・観点別学習状況の評価  ・アクティブ・ラーニング 

研究成果のポイント 

○数学コンクール実施したり数学的活動を充実させたりすることで，数学学習に対する関心や意

欲が高まった。 

○指導計画を工夫し，生徒の実態を踏まえた課題を工夫することで，身に付けた知識や技能を活

用して問題を解決しようとする態度を育むことができた。 

○観点別学習状況の評価を実施したことで，主体的に数学を学習する生徒が増えた。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図るとともに，生徒の主体的な活動を重視した指導

方法の工夫・改善についての研究 

（２）研究主題設定の理由 

本校生徒は教師の指示等に従い，前向きに素直に取り組むことができるが，自ら考え，主体

的に行動する意欲や態度が十分に身に付いているとはいえない。このため，生徒自ら学ぶ意欲

を高める指導方法と関心・意欲・態度を適切に把握する評価方法の改善が必要であることから，

この研究主題を設定した。 
（３）研究体制 

① 札幌英藍高等学校数学科の常勤の全教員 10名で研究を実施する。 

  ② そのうち，１年次生の「数学Ⅰ」及び「数学Ａ」の授業担当者５名が取組を推進する。 

  ③ 数学科の常勤の教員 10名による教科会や研究会を実施する。②の授業担当者が各自で研 

究したものや実践した授業内容を協議して，共通理解を図る。 

  ④ 研究の方向性の決定やまとめの作業を，全員で分担して行う。 

（４）２年間の主な取組 

平

成

26

年

度 

４月 「数学Ⅰ」及び「数学Ａ」の指導計画の検討（検証・改善） 

５月 「第１回数学コンクール」実施 

８月 「第２回数学コンクール」実施 

９月 「場合の数と確率」課題学習実施，授業アンケート実施 

10月 授業公開，研究協議会実施 

11月 北海道算数数学教育研究大会発表，「２次関数」課題学習実施 

12月 「データの分析」課題学習実施，中学校と連携した授業研究，研究協議 

１月 「第３回数学コンクール」実施,「整数の性質」課題学習実施 

２月 「図形と計量」課題学習実施，指定事業研究協議会出席及び研究発表 

３月 授業アンケート実施 



平

成

27

年

度 

４月 「数学Ⅰ」及び「数学Ａ」の指導計画の検討（検証・改善） 

５月 「第１回数学コンクール」実施 

７月 「２次関数」課題学習実施 

８月 北海道数学科教育研修講座（高校コース）発表，「第２回数学コンクール」実施 

９月 研究協議会実施（東京学芸大学西村圭一准教授公開授業），授業アンケート実施 

10月 視察研修（筑波大学附属高等学校，神奈川県立藤沢清流高等学校） 

「整数の性質」課題学習実施 

11月 「北海道高等学校学力向上推進事業」平成 27年度教科指導セミナー実践発表 

授業公開，研究協議会実施，「場合の数と確率」課題学習実施 

12月 「データの分析」課題学習実施 

１月 中学校出前授業実施，「第３回数学コンクール」実施 

２月 指定事業研究協議会出席及び研究発表 

３月 授業アンケート実施 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

① 研究の内容 

「数学Ⅰ」及び「数学Ａ」を中心に，基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図る指 

導方法と，生徒の主体的な取組に対する評価方法の工夫・改善について研究する。 

② 研究の方法 

   ア 前年度までの「数学Ⅰ」及び「数学Ａ」の指導計画の検証・改善 

イ 学習内容の定着度を確認するための調査 

ウ 数学的活動を位置付けた指導計画及び評価計画の作成 

エ 基礎的・基本的な知識・技能を定着させる指導法の研究 

オ 生徒の主体的な活動を促す指導法の実践研究 

カ 生徒の関心や意欲を高める評価の在り方の検討 

キ 数学的活動を重視した授業，課題学習の実践 

 

（２）具体的な研究活動 

① 「数学Ⅰ」及び「数学Ａ」の指導計画の作成 

     右図のように，学校行事等を考慮しながら授業     

内容の年間指導計画を１時間ごとに作成した。生   

徒の実現状況を的確に把握するために週末課題と 

リンクした毎週の小テストや単元テストを計画し 

た。また，本校では１年次の「数学Ⅰ」及び「数 

学Ａ」において，２クラス３展開少人数授業を実 

施しており，後期より習熟度別展開授業（標準２ 

クラス，発展１クラス）を行っている。この習熟 

度別展開授業のクラス編成を行う際に，「２次関数」 

の理解度を参考にしたいと考え，履修内容の指導 

順序を前年度より変更した。 

 

② 数学コンクール 

    授業時間の 20 分を利用して学習内容の定着度を確認するために年３回実施した。１年次

生だけでなく２年次生も共通の問題に取り組んだ。今年度は基礎的な計算を早く正しく行う

ことを目的とした「基礎計算」だけでなく，“なぜそうなるのか”を深く考え自分の言葉で

表現することを目的とした「思考問題」も出題した。「思考問題」の例として，次の問題を

作成した。 

   『－xについて２人が次のように話している。 

    次郎君「－xは負の数だと思う。」 



    三郎君「そうとは限らないと思う。」 どちらが正しいか，根拠を含めて説明せよ。』 

また，採点者からよく見られた誤答を報告してもらい，分析を行って，普段の授業や次回 

の数学コンクールの問題作成に活用している。例として，次の誤答が多く見られた。 

   『次の計算をしなさい。(－0.5)－(－3) ＝ 25 』 

 

③ 観点別学習状況の評価 

    観点別学習状況の評価について研究を重ね，今年度は以下のように行った。 

   ア 定期考査（100点満点）を４観点に分けて出題した。「関心・意欲・態度」の観点の問題 

も５点程度出題した。 

   イ 単元テストを年２回（７月，10月）実施し，定期考査と同様に４観点に分けて出題した。 

   ウ 数学コンクールを年３回（５月，８月，１月）実施し，得点は４観点の評価に加算した。 

   エ 週末課題を毎週課し，週明けに小テスト（10点満点）を行った。「関心・意欲・態度」 

の観点以外の３観点に分けて出題した。スモールステップに分けることで生徒が学習に取 

り組みやすくなり，家庭学習の習慣を身に付けさせることが狙いである。 

   オ 全クラス共通の課題学習を年４回（２次関数，整数の性質，場合の数と確率，データの 

分析）実施した。「数学的な見方や考え方」の観点で評価した。 

   カ 授業中の姿勢を「関心・意欲・態度」の観点で評価した。 

     上記６項目を加点し，以下の配分で評価点を算出した。 

知識・理解 数学的な技能 数学的な見方や考え方 関心・意欲・態度 

30％ 30％ 20％ 20％ 

 

④ 「アクティブ・ラーニング」 

    ③オで述べたように，全クラス共通の課題学習を年４回行った。数学的活動の充実を図り，

グループワークを通した言語活動の活発化を目的としている。その他通常の授業でもグルー

プワークを積極的に取り入れているが，授業後の振り返りを重視し，振り返りシート等を使

用して生徒に自己評価や感想，疑問点などを記入させている。 

 

３ 研究の成果と課題 

（１） 成果 

○ 数学コンクールやアクティブ・ラーニングを活用して数学的活動を充実させることで，数学 

学習に対する関心や意欲が高まった。 

平成 25年度～平成 27年度の生徒授業アンケートの結果（数値は肯定的解答） 

質 問 内 容 H25 H26 H27 

数学的に考えることが楽しいと感じることがあった 56％ 53％ 64％ 

週末課題やワークなどの宿題はきちんと期限通りに提出できた 64％ 75％ 87％ 

分からないことやできないことがあったとき，質問することができた 33％ 52％ 58％ 

学習するときは，友達と協力して取り組むことができた 71％ 76％ 84％ 

 

○ 指導計画を作成し，生徒の実態を踏まえて課題を工夫することで，身に付けた知識や技能を 

活用して問題を解決しようとする態度を育むことができた。 

平成 25年度～平成 27年度の生徒授業アンケートの結果（数値は肯定的解答） 

質 問 内 容 H25 H26 H27 

難しい問題に出会っても，粘り強く考えることができた 46％ 50％ 60％ 

考察したことを，自分の言葉で表現しまとめることができた 21％ 32％ 42％ 

数学の勉強中に解答を見るときは，なぜそうなるかを考えながら読む 75％ 80％ 88％ 

論理的に筋道を立てて「こういうことかな？」と推論できた 38％ 44％ 56％ 

 



また，数学コンクールの「思考問題」を取り組んだ生徒が解答終了後に解法について議論し 

ている姿が随所に見られた。数学を学習する際には数学的活動を充実させることがいかに重要

か認識することができた。 

 

○ 観点別学習状況の評価を実施したことで，主体的に数学を学習する生徒が増えた。 

観点ごとの評価点の算出 

 知識・理解 

30％ 

数学的な技能 

30％ 

数学的な見方や

考え方 20％ 

関心・意欲・態度 

20％ 

前期中間考査 41 32 22 5 

前期期末考査 51 24 17 8 

後期中間考査 41 33 18 8 

後期期末考査 45 25 25 5 

単元テスト７月 52 38 5 5 

単元テスト 10月 44 34 17 5 

数学コンクール５月 10 10 5 5 

数学コンクール８月 10 10 5 5 

数学コンクール１月 10 10 5 5 

小テスト(21回) 102 71 37  

その他   20 40 

合計 406 287 176 91 

  

○ 評価点を以上のように算出した。「関心・意欲・態度」以外の各観点において，小テストの 

 点数が考査約２回分となった。日常的な家庭学習の重要性を生徒に伝えると，小テストへの取 

 組が格段に良くなった。その結果，基本的事項が定着され，考査結果の向上につながった。 

 

（２）課題 

○ 数学的活動の一層の充実 

平成 25年度～平成 27年度の生徒授業アンケートの結果（数値は肯定的解答） 

質 問 内 容 H25 H26 H27 

公式や定理はただ形を覚えるのではなく，成り立ちや意味を考えよう

としている（前期アンケートより） 
32％ 32％ 48％ 

ある方法で問題を解いた後に，他の方法でも解けないかどうかを考え

る 
29％ 16％ 23％ 

 

   本校生徒は学習するときに意味を理解するよりも正答や公式を覚えてしまい，暗記に頼る傾

向が強い。粘り強く問題に取り組み，課題を解決しようとする態度を育むために，さらに数学

的活動を充実させなければならない。 

 

○ 数学に対する関心や意欲を高め，生徒がさらに主体的に数学を学習するための観点別学習状 

況の評価の検討 

   「知識・理解」と「数学的な技能」の観点の点数差，「関心・意欲・態度」の合計点数が低 

いことや，４観点の配分比率の妥当性について，検討が必要である。数学に対する意欲を高め，

主体的に学習に取り組む生徒を育むための数値のバランスについて改善を続けていきたい。 

 

（３）指定期間終了後の取組 

① 数学的活動の一層の充実 

  ② 観点別学習状況の評価の検討，改善（特に「関心・意欲・態度」の評価の検討，改善） 

  ③ 「基礎力」，「思考力」のさらなる育成 

  ④ 「実践力」を教科指導で育むための研究 


