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都道府県・ 

指定都市番号 

15 都道府県・ 

指定都市名 

新潟県 研究課題番号・校種名 １ 高等学校 

教科名 数学 

研究課題 

学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関

する実践研究 

 

○数学的活動を充実させ思考力，判断力，表現力等を育成する指導の研究 
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（793 人） (平成 30 年５月１日現在） 

所在地（電話番号） 943-8515 新潟県上越市南城町３－５－５ (025-526-2325) 
研究内容等掲載ウェブサイトURL http://www.takada-h.nein.ed.jp/ 

研究のキーワード 

単元導入教材 数学的活動 授業改善 評価問題  

 

研究結果のポイント 

○ 校内全体で授業改善への意識が生まれ，組織的に取り組むようになった。 

○ 各分野において探究型導入教材を作成することができた。 

○ 思考力，判断力，表現力等を評価する問題を作成することができた。 
○ 授業アンケートの生徒へのフィードバックを通して，数学の学力向上について生徒と意見交

換をすることができた。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

思考力，判断力，表現力等を育む深い学びを実現するための教材開発と指導・評価方法の研究 

 

（２）研究主題設定の理由 

現在の教科指導は，教科書で定理や公式等の理解を促した後，基本問題から発展問題へと解き進

める中で知識や解法の定着を図ることが多い。実際には未知の問題になると手詰まりになることも

多く，数学的なものの見方や考え方を伸ばしきれているとはいえない。また，知識を活用しながら，

主体的に探究していく力，難問に挑む姿勢も育てきれてはいない。評価についても知識，解法の理

解を測ることが主になっていることが課題である。 

このような分析を踏まえ，単元毎の導入では，定理等を教える前に問題の答えにたどりつく方法

を生徒に主体的に考えさせ，その中で共通に成り立つ性質を見つけ，定式化しながら議論させ，そ

の内容を発表させる。そして，このことが問題解決のために「なぜそのようなアプローチを取る必

要があるのか」「なぜそのように定義すべきか」といった「深い思索」を導き，生徒自身が自ら思考

力・判断力・表現力を育み，「深い学び」が実現でき，課題解決能力の育成につながると考えたこと

が，研究主題設定の理由である。 

 



 
（３）研究体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）１年目の主な取組 

平

成

30

年

度 

１学期 

〇教材開発 授業実践 評価問題の作成と検討 

・数学Ⅰ 数と式 集合と命題 2 次関数 

・数学Ａ 場合の数と確率 

２学期 

〇教材開発 授業実践 評価問題の作成と検討 

・数学Ⅰ 図形と計量 データの分析 

・数学Ａ 図形の性質 整数の性質 

〇公開授業・研究協議会の開催 

〇先進校視察 

・岡山県立岡山朝日高等学校 

３学期 

〇教材開発 授業実践 評価問題の作成と検討 

・数学Ⅱ 式と証明 図形と方程式 三角関数 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
生徒が問題に取り組む際に，試行錯誤などをしながら問題の本質やいろいろな性質を自ら発見・

定式化できる探究的な単元導入教材の開発を行う。また，生徒どうしの対話を促し，知識や技能を

活用する力，思考過程を表現する力を育成する授業方法を研究する。 
 
① 生徒が問題との対話の中で，問題に現れる性質を主体的に発見・定式化できる探究的な単元導

入教材の開発 
② 数学的知識や技能が活用できる例題の研究 
③ 生徒との対話を重視し，知識を運用する力，思考過程を表現する力を育成する授業方法の研究 
④ 解決までの見通しをもてたかどうか，知識や技能を的確に活用できたかどうか，思考過程を正

確に表現できたかどうかが評価できる方法の研究 
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（２）具体的な研究活動 
① 導入教材の作成 

・アイスブレイク活動 数と式 集合と命題 2 次関数 図形と計量 
 場合の数と確率 図形の性質 整数の性質 指数関数・対数関数 

 
② 主体的で深い学びを目指した課題の作成 
  ・探究型授業の実施 SSH 部との連携 
    コンピュータの活用 

場合の数と確率 反復試行の確率シミュレーション 
データの分析 少し大きなデータの分析，最小二乗法 

  ・週末課題 
    量から質への転換 オープンエンドな課題 
 
③ 公開授業・研究協議会の実施 
  ・11 月 8 日 公開授業 3 講座 

・県内外高校・大学・中学の数学教育関係者に案内 
 
④ 授業改善と評価の実施・分析 

・本校教務部との連携 
・新潟県教育委員会 「学びの質向上研修会」での研究協議 

  ・思考力・判断力・表現力等を育成するための仮説・授業実践・検証 
  ・ICT 機器を用いた授業実践 
  ・アンケートによる評価と分析 

授業のねらいが伝わっているか 
    学力向上を目指すために生徒はどうすればよいと考えているか 
    結果の生徒へのフィードバック 
 
⑤ 思考力，判断力，表現力等を評価する問題の作成 
  ・本校進路指導部との連携 

・新潟県教育委員会 「学びの質向上研修会」での研究協議 
  ・定期考査問題の改善と分析 ( )内は得点率 

    因数分解の可能性 （普通科 22.3%, 理数科 41.3%） 

不等式を用いる問題 （普通科 39.4%, 理数科 49.4%） 

集合で用いられる記号の確認 （普通科 64.1%, 理数科 72.0%） 

２次関数の考えを用いる問題 （普通科 28.5%, 理数科 30.9%） 

確率の考えを用いる問題 （普通科 41.0%, 理数科 64.0%） 

２次方程式の解 （普通科 41.6%） 

正弦定理の導出 （普通科 41.0%） 

加法定理(三角比)の導出 （理数科 53.5%） 

頂点と垂心の距離 （理数科 8.0%） 



 
作図 （普通科 5.0%，理数科 11.0%） 

不等式の性質 （理数科 32.3%） 

空間図形の性質 （普通科 35.8%） 

整数の性質を用いる問題 （普通科 30.2%，理数科 31.9%） 

 円の方程式 （普通科 7.8%，理数科 11.7%） 
 三角関数のグラフ （普通科 47.0%，理数科 31.5%） 
 三角関数と周期 （理数科 33.8%） 
 
３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○ 校内全体で授業改善への意識が生まれ，組織的に取り組むようになった。 
● 授業改善の成果が表れているか。またどのように成果を評価すればよいか。 
○ 数学科内で，数学教育観に対する率直な意見交換ができるようになった。 
● 議論した教育観を具体的にどのように学力向上に結び付けるか。 
○ 公開授業・研究協議会で県内外から 70 名を超える関係者に集まっていただき，数学教育に

ついて考える場を設定することができた。 
● 研究協議会で深く掘り下げて議論する時間を設ける。 
○ 各分野において探究型導入教材を作成することができた。 
● グループ活動を通して，授業のねらいが生徒に伝わっているか。 
● 作成した導入教材が学力向上とどのように関わりがあるかを具体的に検証する。 
○ 思考力，判断力，表現力等の評価を意図した問題を作成することができた。 
● ねらいは適切かどうか。また授業は思考力等を養成するものであるか。 
○ 授業アンケートの生徒へのフィードバックを通して，数学の学力向上について生徒と意見

交換をすることができた。 
● 生徒とともに学力の一層の向上を目指す。 
 

 

４ 今後の取組 

（１）評価分析や指導助言を踏まえた導入問題，授業，評価問題の改善 
（２）今年度の数学Ⅰ，数学 A の取組を数学Ⅱ，数学Ｂで行う 

教材 授業 課題 評価方法 評価問題 
（３）公開授業・研究協議会の充実 
（４）県内外高等学校，大学との連携 
（５）成果物として授業実践集録の作成 
  ルーブリック，単元ごとの目標，授業用ワークシート，問題集， 
  授業実践の生徒・教員アンケート結果，評価問題への解答状況の分析結果 
 


