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本研究の目的

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

中学校数学
全国学力・学習状況調査の記述式問題等の分析に基づき，

知識，技能などを実生活の様々な場面で活用する力や

様々な課題解決のための構想を立てて実践し，評価改善

する力を育成するための指導方法等の研究



研究主題



研究内容
（１）全国学力・学習状況調査等の調査問題を検証問題とし，

活用力を高める「単元の指導計画」の作成及び充実

（２）「新大分スタンダード」に基づく授業改善の工夫

（３）「説明する力を伸ばす基本形」の利用

（４）１時間の授業の「振り返り」，単元の「振り返り」の

在り方

（５）校内で統一したペア・グループ学習の際の

「話合いの仕方」のモデルの設定



（1）単元の指導計画の工夫，作成
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（2）「新大分スタンダード」に基づく授業改善の工夫



（2）「新大分スタンダード」に基づく授業改善の工夫



（2）「新大分スタンダード」に基づく授業改善の工夫

具体的な手立て

・本校独自の指導案の略案「授業レシピ」の作成

「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」に加え，

「評価規準」と「ねらい」，「板書計画」「努力を要する状況の生徒への支援」を記載し，

つけたい力を明確にした授業実践につなげている。

・学習指導案の本時案

学習指導案を作成する際にも，「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」を

位置付けた本時案を作成している。

また，習熟の程度に応じた指導として，A層とC層の生徒にそれぞれ

どんな対応をするのか明記した。



（3）「説明する力を伸ばす基本形」の利用

問題を解決する際に，まず既習
事項の何が使えるのか，どんな公
式をもとに考えるか等の見通しを
もった上で，図，式，表，グラフ
を用い，筋道を立てて考え，数学
用語を適切に使い自分の考えを表
現する。
この一連の流れが定着するよう

に，普段行う計算問題についても
「説明する力を伸ばす基本形」を
利用し解いていく場面を設定する。



（3）「説明する力を伸ばす基本形」の利用
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（5）校内で統一したペア・グループ学習の際の
「話合いの仕方」のモデルの設定



（5）校内で統一したペア・グループ学習の際の
「話合いの仕方」のモデルの設定

 数学班の活用

・学力面でのリーダー（数学リーダー）が1人入るように4人班

（３人班）を編成。

・数学の授業の際は，すぐに数学班が作れるように座席も移動しておく。

・グループ学習の際には，数学リーダーが司会となり，話合いを進める。

・話合いの進め方は，「話合いの仕方」のルールに則る。

 「話合いの仕方」のルールの効果

・話合いの手順がマニュアル化されていることで，スムーズな進行ができる。

・ペア，グループ学習の回数の増加。



授業実践
 ①２年生 3章「１次関数」 〔理由の説明〕 追加資料Ｐ24～

前時の学習で与えられた情報をもと
に，A市とB市の水道料金についての
グラフをかいた。
これもグループ学習を通して，全員
がグラフをかくことができた。

グループで意見の交流を行い，もっ
とも納得できた意見をホワイトボー
ドに記入し，全体で発表する。

グラフの交点に着目して，自分なりの
意見を記述することができている。



授業実践
 ②１年生 5章「平面図形」 〔事柄・事実の説明〕 追加資料Ｐ29～

グループ同士で意見交流を行い，説明に
不十分なところがあれば，指摘してもら
う活動を行った。

対称移動と回転移動のどちらの説明
も出てきた。



授業実践
 ③２年生 1章「式の計算」 〔事柄・事実の説明〕 追加資料Ｐ34～

グループの中で交流することにより，自
分の記述に不足する部分はないか確認す
ることができた。

グループの代表者がどのように書いたの
か発表し，説明に過不足がないか確認す
る。

「説明する力を伸ばす基本形」を
使って説明することができた。



授業実践
 ④１年生 2章「文字と式」 〔理由の説明〕 追加資料Ｐ39～

多くの生徒が「説明する力を伸ば
す基本形」を使った方が上手く説
明できた，という感想をもった。

「説明する力を伸ばす基本形」のワー
クシートを利用し，どのように考えて
答えを導いたのか説明できるように
なった。

このように発展的に考える生徒も
いた。



授業実践
 ⑤１年生 4章「比例と反比例」 〔方法・手順の説明〕 追加資料Ｐ44～

前時に作成したガソリン車とハイブリッド車
のグラフを１つにまとめると，ガソリン料金
の差が分かることに気づいた。

グループで練り合った説明を全体で交流し，
「ｘ＝900のときのｙ座標の差を求める」といっ
た数学用語を適切に使うように確認できた。



授業実践
 ⑥２年生 4章「平行と合同」 〔理由の説明〕 追加資料Ｐ49～

生徒から
「∠ａ＋∠ｂ＋∠ｄ＋∠ｆ＝∠ｃ＋∠ｅ」
という予想が出てきた。
これをもとに、課題を設定した。

補助線を引き，くさび形が2つあることに気付
いたグループの一つは，このようにくさび形
の性質を使って説明した。



研究の成果

（１）全国学力・学習状況調査の平均正答率の向上と，

無解答率の減少

（２）平成３０年度 全国学力・学習状況調査において

成果の上がった問題

（３）アンケートによる肯定的評価の向上

（４）検証問題における平均正答率の向上と

無解答率の減少，理解が不十分な設問の把握



（1）全国学力・学習状況調査の平均正答率の向上

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

本校 62.8 60.0 59.8 66.9
全国 64.4 62.2 64.6 66.1

全国平均正答率との差 -1.6 -2.2 -4.8 +0.8

5.6ポイント上昇

①数学Ａの平均正答率の推移

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

本校 38.0 41.5 41.8 45.4

全国 41.6 44.1 48.1 46.9

全国平均正答率との差 -3.6 -2.6 -6.3 -1.5

4.8ポイント上昇

②数学Ｂの平均正答率の推移



（1）全国学力・学習状況調査の無解答率の減少

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

本校 3.3 5.0 7.3 2.6

全国 3.7 6.3 6.3 3.3

全国無解答率との差 -0.4 -1.3 +1.0 -0.7

1.7ポイント減少

③数学Ａの無解答率の推移

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

本校 24.4 17.2 33.0 15.7

全国 23.2 19.5 25.2 22.9

全国無解答率との差 +1.2 -2.3 +7.8 -7.2

15.0ポイント減少

④数学Ｂの記述式問題における無解答率の推移



（2）平成３０年度 全国学力・学習状況調査に
おいて成果の上がった問題

 数学Ｂ ３ 事象の数学的な解釈と問題解決の方法（ダイヤグラム）

≪方法・手順の説明≫（プロセスα1，α2，α3，β1）



解答類型の分析

 数値による成果

○本校平均正答率13.1％ 全国平均正答率13.2％ 差－0.1ポイント

○本校無解答率20.7％ 全国無解答率33.4％ 差－12.7ポイント
2年次に行った「水道料金はどちらが得か選び，グラフを読み取り自分の
考えを説明する授業」により，グラフの読み取りに重点を置いた活動に取
り組ませた成果が出ている。

 課題

どのような不正解があったかを分析すると、問題解決のために列車アと列車
エのグラフのy 座標が６である点に着目しているが，それに対応する「x の値
の差を求める」ことや「２点間のx 軸方向の距離を読む」ことを表現すること
ができていなかった生徒が多かったことがわかる。問題解決の方針は立てるこ
とができても，その方法について数学的に説明する力が不足していることが明
らかになった。



（2）平成３０年度 全国学力・学習状況調査に
おいて成果の上がった問題

 数学Ｂ ５ 数学的な結果の事象に即した解釈（バスツアー）

≪理由の説明≫（プロセスα1，α2，α3）



 解答類型の分析

 数値による成果

○本校平均正答率15.9％ 全国平均正答率10.4％ 差＋5.5ポイント

○本校無解答率2.8％ 全国無解答率6.6％ 差－3.8ポイント
2年次に行った「陸上トラックのセパレートコースのスタート地点の差は
直線部分の長さや半円部分の半径に関わらず一定であることの理由を，文
字式を利用して説明する授業」により，事象を文字を用いて考察する場面
を設定し，計算の過程で文字が消去されることや計算結果に文字が含まれ
ていないことを読み取って，その理由を説明させる活動に取り組ませた成
果が出ている。

 課題

「通常料金a について，団体料金の１０人分が通常料金の何人分にあたるか
を表す式にa が含まれていないので，通常料金が変わっても，団体料金の１０
人分が通常料金の何人分にあたるかは変わらない。」ことを理解していない生
徒が多いこともわかった。文字を使って数量を表すことの意味や，計算の途中
で文字が消去されるというのはどんなことを表しているのか等の理解が不足し
ているということが明らかになった。



（3）アンケートによる肯定的評価の向上

質問
肯定的回答（%） 肯定的回答

の変容平成29年6月 平成30年12月

数学の勉強は好きですか 47 65 ＋18

数学の授業内容はよく分かりますか 73 84 ＋11

数学の授業で学習したことを，普段の生活の中で活用できないか考
えますか 46 60 ＋14

数学の授業で学習したことは，将来，社会に出たときに役に立つと
思いますか 86 93 ＋7

数学の授業で学習したことは，他の教科の学習の中で役立っている
と思いますか 82 91 ＋9

数学の授業やテストの中で，理由を説明したり，書いたりすること
ができますか 46 60 ＋14

ペア・グループ学習で，友達と相談することは問題を解決すること
に役に立つと思いますか 87 95 ＋8



（4）検証問題における平均正答率の向上と
無解答率の減少，理解が不十分な設問の把握

 単元の終了後に付けたい力が付いたのかどうかを評価する「検
証問題」に取り組ませた。

 採点結果を細かく分析。

 本校平均正答率と全国平均正答率との差と，本校無解答率と全
国無解答率との差を算出し，この単元で行った授業によって生徒
に付けたい力が付いたのかどうか，自分の考えを記述することが
できるようになったのか等を確認した。

 また，本校反応率と全国反応率を解答類型に当てはめ比較し，
正答の傾向だけでなく，誤答の傾向を掴むことで今後の授業改善
につなげていく。



（4）検証問題における平均正答率の向上と
無解答率の減少，理解が不十分な設問の把握

 追加資料P19～22の分析は，P23～の【授業実践】①～④の後に
行った検証問題についてである。

 どの検証問題でも授業を行った成果が出ているが，課題も見つ
けることができる。



研究成果のまとめ

 単元の指導計画の作成により，その単元で付けたい力を付けさ
せるために，日々の授業をどう組み立てていくか明確にすること
ができた。

 授業の中で自らの考え方を記述したり説明したりする場面にお
いて，「説明する力を伸ばす基本形」を取り入れることにより，
筋道を立てて記述や説明ができる生徒が増えた。

 振り返りの工夫により、その日の学習内容の定着を図ることが
できた。また、単元で学んだ内容が日常生活とどうつながってい
るのかを把握したり、発展的な学習につなげたりすることができ
た。



研究成果のまとめ

これらの取組が生徒の学力面と情意面で良い変化をもたらしている。

平成３０年度全国学力・学習状況調査において、数学Ａ、数学Ｂ
ともに過年度より平均正答率が上昇した。

同調査数学Ｂの記述式問題における無解答率が大きく減少した。

アンケート調査において、各項目で肯定的回答が増えた。授業の
中でペア・グループ学習を行うことにより、自分の考えや意見を
認めてもらう場が増えたことで、理由を説明することができるよ
うになったと感じる生徒が増加している。



課題

 「説明する力を伸ばす基本形」の活用の仕方については、更
に研究が必要である。

形式的な枠として使用するのではなく、問題解決をするため

の思考の流れや過程として定着を図らせることが必要である。

 毎時間の「振り返り」をどのようにさせるか更なる内容の検
討が必要である。

その時間に何を学んだのかを確認する振り返りや、次の時間

につながる振り返り等、学習内容に合わせて適切な振り返りを

させなければならない。



ご清聴ありがとうございました。

平成３１年２月８日（金）

大分県日田市立東部中学校


