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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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所在地（電話番号） 徳島県徳島市中吉野町１丁目３１番地（０８８－６２２－３８５２） 

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  ○ 思考・表現過程の具体化 ○ すべ（思考を促す方法） 

○ 単元計画         ○ 課題解決の方針を立てる（確認する）活動 

研究成果のポイント 

○ 「思考・表現過程の具体化」を通して，数学的な思考力・表現力を育成するための授業構想

を図った。さらに，単元の特性と「すべ」の関係性を見い出すことで授業展開の工夫を図った。 

○ 課題解決の方針を立てる（確認する）活動の工夫を行うことで，数学的な思考力の育成を図

った。 

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・表現過程の具体化」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 

教科部会を中心として研究を進めている。教科部会のメンバー（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。 

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


（４）１年間の主な取組 

平

成

27

年

度 

・研究の方向性の検討 

・アンケートの実施 

・先進校視察 

・研究内容と授業研究会指導案の検討 

・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 

・研究発表会の実施 

  公開授業，教科分科会 

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

入れた形で，生徒の思考・表現の過程を明確に

した授業を構想・実践することで，研究に取り

組んできた。 

    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，思考

力・表現力の育成を目指していきたいと考え

た。数学科で身に付けさせるべき思考力と「思

考の要素」「すべ」との関係性に着目し，それ

を指導に生かす具体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 

学習課題の解決を図ろうとするとき，どのように思考・判断・表現をすれば課題解決がで

きるのか方針を立てる必要が生じる。「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。単元計画や

授業計画を通して，６つの「すべ」の特徴を探った。それぞれの「すべ」が，どの領域や単

元などで有効に用いられるのか，またどのような学習内容や課題などで用いれば適切に使い

こなせるようになるのかを検討した。 

② 課題解決の方針を立てる（確認する）活動の工夫 

   解決すべき課題がある場合，まず方針を立ててそれに沿って進めていく。もし，立てた方

針でうまく解決できないときは，別の方針を立て解決を目指し進めていく。この方針を立て

られるかどうかが課題を解決できるかどうかを左右する。「こうすれば，解決の方向へ進むの

ではないか」という「こうすれば」にあたるのが「すべ」である。そこで，「方針を立てる」

ことと「すべ」の関係性を探りつつ，課題解決の方針を立てる（確認する）活動の場を適切

に設定した授業を展開しようと考えた。 

（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 

「思考・表現の要素」，「思考・表現過程の具体化」について，以下のように検討した。 

 

図１ 数学科におけるすべと思考・表現の要素との関係 
 



（ⅰ） 「思考・表現の要素」の整理   

本校のこれまでの研究で，各教科で行われている学習活動を，抽出，分析し，思考に関

わる要素と，表現に関わる要素に分類した。それらの思考・表現の要素のうち，「計画する」

「音読する」など，数学科では行われない要素を除いたり，表現の要素として「証明する」

「修正する」を新たに加えたりした。 

（ⅱ） 「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。 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 単元（評価）計画の作成 

    ・学習指導要領の各学年の領域における目標を，「すべ」「思考・表現の要素」を用いて表

すことで，その領域で目指している汎用的な思考力・表現力を表出させた。 

・単元において身に付けさせたい能力を加えた。 

・単元の目標を，「すべ」と「思考・表現の要素」を用いて示した。 

・単元で扱う「すべ」と「思考・表現の要素」を拾い出し，その単元で身に付けさせたい

思考力とかかわりの深い「すべ」と，授業展開や課題の特性に応じて用いる場合のある「す

べ」に分類した。  

  イ 「すべ」の用いられ方の検討 

     ４つの領域での学習活動と「すべ」の関係

における特徴を探った。現段階では，各領域

の目標と関わりの深い「すべ」は，（図２）

のようになると考えられる。 

    授業展開や課題の特性に応じて用いる場

合のある「すべ」は，どの領域においても，

授業の展開の仕方や課題設定を工夫するこ

とで，すべての「すべ」が用いられるのでは

ないかと考えられそうだ。 

    また，３年の「相似の利用」の実践では， 

計画段階では，次のような「思考・表現過程の     

具体化」であった。 

 

 

 

 

 

授業の中での交流活動において，いくつかの測定方法と比較することで，それぞれの考え

方の相違点に気付いている姿が見られた。計画段階では想定していなかった「すべ」を用い

て，思考を広げられることが，実践を通して分かった。 

② 課題解決の方針を立てる（確認する）活動の工夫 

ア 課題解決の方針を立てる（確認する）活動の場の設定について 

次の三つの授業スタイルに分類した。単元の中での指導時期や課題の難易度によって，

三つの授業スタイルの効果的な取り入れ方を計画し，単元計画の中に組み込んだ。 

単元名「資料の活用」 

自分の中学校１年生の生徒の睡眠時間の特徴について，他校の生徒の睡眠時間や先生の 

（学習内容） 

睡眠時間などと比較することで分析し，数学的に説明する。 

（すべ）  （思考の要素）   （表現の要素） 

与えられた方法で木のおよその高さを測ることができる理由について， 

（学習内容） 

相似な図形の性質と関係付けることで分析し，根拠を示して説明する。 

（すべ）  （思考の要素）      （表現の要素） 
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図２ 目標と関わりが深いと考えられる「すべ」 



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 

   イ 方針を立てる（確認する）場における板書の工夫 

どのスタイルにおいても，課題解決に至るまで

の筋道や解決のポイントを板書することで可視化

した。具体的には，フローチャートのような形で

解決に至るまでの考え方の流れを示したり（図

３），用いるすべや既習のどの知識や技能を解決

の根拠とするのかを示したりした。 

ウ 振り返りの工夫 

授業の最後の振り返りの場面で,発表やノート,

ワークシートなどへの記述を通して，課題を解決

するための考え方等を確認した。ノート等の記述

では，用いたすべの説明や，新たな課題解決の場

面で生かせるような考え方の気付きなどの記述も

見られるようになってきた。 

３ 研究の成果と課題 

（１） 成果 

○ 「思考・表現過程の具体化」を図ることで，生徒に身に付けさせたい思考力・表現力が明らか

となり，授業を計画する段階で，その力を育成するための効果的な展開を構想したり，数学的活

動を授業の中に取り入れたりすることにつながった。 

○ 単元（評価）計画の中に「思考・表現過程の具体化」を組み込むことで，単元の特性と「す

べ」の関係性を見い出すことができ，授業の展開に生かすことができた。 

○ 授業において課題解決の方針を立てる（確認する）活動の場を設定することやその活動の工

夫を行うことで，学習内容と生徒に身に付けさせたい思考力との関係性を教師が意識すること

ができた。 

○ 第 3学年における１１月と３月のアンケートで，「数学の問題を解くときに，すぐに解くの

ではなく，どのように考えれば解決するかその考え方や筋道を考えてから解き始める」の項目

で肯定的な回答をした生徒が 78％から 90％になった。方針を立てる（確認する）活動の場の

設定が効果的にはたらいていると考えられる。 

（２） 課題 

○ 各単元における生徒に身に付けさせたい思考力と「すべ」との関係性や，「すべ」の用いら

れ方の検討をより明確にし，単元（評価）計画の改善をすること。 

○ 授業における課題解決の方針を立てる（確認する）活動の場をより充実させ，継続的な実

践を行うこと。 

○ 第 3学年における１１月と３月のアンケートで，「数学の問題解決の仕方を考えるとときに

『すべ』を用いていますか」と「問題を解決するときの考えが分かったとき『すべ』を用い

ているように思いますか」の項目は，ほぼ変化がなかった。このことから，「すべ」の必要性

や授業での取り上げ方などを検討していくこと。 

（３）研究２年目へ向けての取組 

○ 単元（評価）計画の内容の検討を行い，単元計画を完成させる。その単元計画に沿って，計

画的，系統的に授業実践事例を増やす。 

○ 課題解決の方針を立てる（確認する）活動と振り返りの場の充実を通して，効果的な手立て

を探る。 

○ 評価問題やアンケートを実施して，成果の検証を行う。 

図３ ３年「相似の利用」での板書 

 


