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事 例 中学校 数学科 第２学年 「平行と合同」 

テーマ ｢数学的な見方や考え方を育てるための授業展開の工夫改善｣ 

授業改善 

の 

ポイント 

 根拠を明確にして考察することについての生徒の実態把握 

 単位時間の学習過程の工夫 

   ・一人一人が表現する場を位置付ける 

   ・筋道立てた説明をするときのポイントを示す 

 各単位時間における練り上げの視点の明確化 

 考えを練り上げていくための発言の組織化と発問の具体化 

 
１ 学習状況の把握と分析 

学習状況の把握 

 ｢平成 15 年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査｣の中学校第１学年数学を用いて、本

校生徒（現２年生）の各観点の正答率で学習状況を把握した。  
学習状況の結果と分析 

結果は、以下の通りであ

る。全体の傾向を見ると、

知識・理解に関する正答率

が高いのに対して、数学的

な見方や考え方、表現・処

理に関する問題の正答率

が低いことがわかる。  
特に正答率が低かった

問題は、次のようであった。 
数学的な見方や考え方に関する問題 

「文字を使った式の表す

意味を考える問題（９番）」 
「比例のグラフから式の

求め方を考え、式を求める

問題（１９番）」  
表現･処理に関する問題  

「分配法則を使って一次

式の計算ができる問題（５

番）」  
文字式で表されている意

味を考える問題では、文字

式の表し方や、式の値につ

いての理解、及び処理の仕方は身に付いているといえる。しかし、文字式によって表されてい

る意味をよみとって自分の言葉で表現するという力については、十分身に付いているとはいえ

ない。  

評価の観点 
問題番号 

大問 小問 通番

領 域 見方や考

え方 

表現・処

理 

知識・理

解 

（１） (1  81.7  

（２） (2  96.7  

（３） (3  76.7  

（４） (4  83.3  

１ 

（５） (5  40.0  

（１） (6   91.7 
２ 

（２） (7   86.7 
（１） (8  71.7  

（２） (9 61.7   ３ 

（３） (10  90.0  

（１） (11   80.0 
４ 

（２） (12   68.3 
途中の式 

５ 
答 

(13 91.7   

（１） (14 90.0   
６ 

（２） (15

数と式 

 93.3  

（１） (16   96.7 
７ 

（２） (17
図 形 

80.0   

（１） (18   100.0 
８ 

（２） (19 68.3   

９  (20   86.7 
（１） (21 86.7   10 
（２） (22

数量関係

  95.0 
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また、グラフからχとｙの関係を求める問題については、「式から比例のグラフをかく問題；

問９（２０番）」の正答率が 86.7％であることを考えあわせると、式とグラフが双方向の関係

としてとらえられていないことが分かる。すなわち、グラフへの表し方は理解していてもグラ

フから数量の関係を考察する力は、十分身に付いているとはいえないのである。前単元｢一次関

数｣を実践するにあたり、準備テストを行ったところ、比例の式から表を作ったり、グラフをか

いたりすることはできるが、作った表から、変化の仕方や対応するχとｙの関係を見付けたり、

グラフのかき方の手順を説明したりする問題を苦手としていることも明らかになった。  
 次に、分配法則を使って計算する力をみる問題においては、小学校で学習した分配法則が、

負の数においても成り立つことや、減法を加法の計算とみる見方ができること、正、負の数の

乗法、除法をもとに符号を決定することなど、計算法則が成立するまでの過程で押さえるべき

内容が十分理解されていないことが分かる。  
  以上のことから、本校の生徒の課題とその要因を次のように分析した。  

課

題 

○基礎的・基本的な内容を理解する力はもっているが、答えを導く過程にお

いて筋道を立てて考える力に弱さがある。 

○自分の考えたことを論理的に表現する力に弱さがある。 

 

要

因 

・今までの授業が、知識・理解の指導に重点を置いた指導になりがちであっ

たこと 

・結論を導き出すまでの過程を重視した指導が不十分であったこと 

 
授業改善へ  

 
２．分析に基づく授業改善 

（１）授業改善の方針 

筋道を立てて考え、根拠を明確に示しながら論証できる力を身に付けるということは、数学

において正しいことを見出したり、見出したことの正しさを示したりする際に欠くことのでき

ないものであり、数学科で身に付けるべき｢力｣として重要視されている。そこで、本研究では、

上記の課題と要因に迫るために、次の二点から授業改善を試みることにした。  
 

 

 

｢図形｣の領域では、作図したり、辺の長さや角の大きさを求めたり、合同や相似を証明したり

する上で単に結果や結論を求めるだけでなく、どうしてそうなるのかを筋道立てて考えていく

ことが非常に大切である。しかし、そのことを記述したり、説明したりすることに生徒は苦手

意識をもっている。そこで、単元を通して次のような学習の流れを継続していくことで、生徒

たちの苦手意識を取り除き、筋道立てて考える力、自分の考えたことを論理的に表現する力を

育てていきたいと考えた。  

自分の考えをしっかりともつ 
 

自分の考え方を再検討する
 自 分 の 考 え 方 を 深 め た り

広げたりする 

研究内容１：根拠を明確にして考察する力を育てるための学習活動の工夫 

研究内容２：互いの考えを練り上げるための学習活動の工夫 
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  本実践単元の｢平行と合同｣では、２直線が交わるときにできる角や、平行な２直線に１つの

直線が交わってできる角について、三角形と多角形の内角や外角、そしてそれらを利用して求

める星型の先端にできる角、さらには三角形の合同と証明という流れで学習を進めた。  
その中で、自分はどのように考えるのかを筋道立てて見つめる場、それを分かりやすく仲間

に説明していく場を位置付けた学習過程と学習活動を次のように考えた。（図１）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）改善の具体的方途と実践 

① 根拠を明確にして考察する力を育てるための学習活動の工夫 

主に個人追究の段階に重点をかけ、次のような具体的方途を考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

個々の追究に対して、｢どうしてそうなるのか｣、｢なぜそのように求めることができたのか｣

ア．従来では１時間の中で個人追究とペア交流、全体追究を行っていたが、改善後は

これを２時間扱いとし、個人追究１時間、ペア交流、全体追究１時間（本時）とし

た。このことで、生徒は、よりじっくりと自分の考えを根拠をはっきりさせて追究

することができる。  
イ．ただ図を使って説明するだけでなく、記号や式を使って説明することで、より根

拠をはっきりさせて説明することができる。  

（図１）＜根拠を明確にして筋道立てて考える力を育てる学習過程＞ 
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ま
と
め
る 【自己評価】  

【個人追究】  
・ 既習事項をもとに本時の課題解決の見通しをもつ。  
・ ノートには、単に答えを書くだけでなく、気付いたことやどうして

そうなるのかという自分の考えを書く。  
・ 順序を表す言葉、根拠を明らかにする言葉などをどのように使って

説明するのか考えさせる。  

【問題把握・課題設定】  

【ペア・グループ交流】  
・全員に自分の考えを説明させる機会を保証する。  
・根拠を明確にして繰り返し相手に説明する。  
・相手にわかるように説明することで自分の考えを再構築する。  

【全体追究】  
・「交流の視点」をもって話し合いに臨めるようにする。  
・視点に沿った発問や切り返しを投げかけていく。  

【まとめ・練習】  
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を徹底して指導に当たった。  
また、具体的な図形の操作による考察をよりどころにしながら、操作で考えたことを記号や

式で表すことを常に意識させてきた。  
そして、自分の考えをノートに表すことや、自分の言葉で表すことを繰り返すことで根拠を

明確にして考察する力

を育てていきたいと考

えた。  
 
根拠を明確にして考

察できるためには、そ

の基礎として説明の順

序や、表現の方法を生

徒自身が身に付けてい

ることが大切である。

そのために、「よりよい

考え作りのポイント」

（図２）をカード形式

にまとめ、常に意識す

るようにした。生徒た

ちは、このカードを見

ながら自分の考えをノ

ートにまとめたり、発表したりすることで、徐々に順序や根拠を意識しながら考えることがで

きるようになってきた。 

② 互いの考えを練り上げるための学習活動の工夫 

主にペア交流、全体追究の段階に重点をかけ、次のような具体的方途を考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本時では、図で考えたことを記号や式で表し、根拠を示しながら説明することで、互いの推

論の進め方を理解し合い、その中から、「どの考え方にも、『既習の図形の性質をどのように利

用すれば問題を解決することができるか』という共通した見方や考え方がある」ことに気付い

ていけるような話し合いを組織することをめざした。  
 
 
 

ウ．全体追究の前にペア交流を行うことで、全員に自分の考えを説明させる機会を位

置付けた。ペアに分かるように説明することで、より明確な根拠をもとに説明しな

ければならないという自覚が生じてくるため、自分の考えをもう一度見直す必然性

が出てくる。  
エ．多様な解決方法を交流しあい、それらの意見の中で、似ている考えを見付けたり、

自分にとってより分かりやすく、簡単な方法はどれかを探ったりすることで、自分

の考えをより広めたり深めたりすることができる。  

○まず～  
○次に～  

○最後に～  

順序について  

○わけは～  
○～だから～  
○１つ目は～２つ目は～  
○～と同じように考えて  

理由を話すとき  

○つまり～  

○簡単に言うと  
○まとめると  

まとめでは  

○例えば～  
○具体的に  

は～  

理由に  
つけたしで  

○～ですね  
○ここまでは  

いいですか  

みんなに  
確認しながら  

よりよい考え・発言作りのためのポイント！  
（図２）
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【星型の先端に集まる角度が 180°になる理由を考える授業（本時）】 

［従前の指導］                 ［改善した指導］  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の点に配慮しながら本時の指導計画を作成し実践した。（資料１参照）  

また、生徒たちが互いの考え方を交流しながら、本時のねらいを達成していくために、個々

が「交流の視点」をもって話し合いに臨めるように取り組んできた。交流の視点として、次の

３点を示し、どの授業においてもその視点から仲間の意見を聞き、自分の考え方を見つめられ

るようにした。特に大切にしてきたこ

とは、この視点に沿った発問や切り返

しを教師から生徒に投げかけていくこ

とである。視点を与えるだけでは、力

は身に付いていかない。教師が意図的、

継続的に、生徒に問いかけていくことによって、生徒自身の力となり、生徒の思考力が育って

いくと考えるからである。本時では、生徒の意見交流の中で、「どの意見にも共通する考え方は

何か」を生徒に問いかけていくことで、互いの考え方の共通点や相違点をより明確に意識させ

ていった。  
その結果、類題に取り組む段階では、三角形の内角や外角についての既習の内容が活用でき

ること、一つの三角形に角を集めることができるということなど、星形の先端の角の和を証明

したときの根拠をここでも活用しながら問題解決に向けて意欲的に取り組む生徒の姿が多く見

られた。自分なりの考え方が本時の追究を通してより確かなものになってきたという自信が感

じられた。  
３．授業改善後の成果 

  これらの実践を通して次のような生徒たちの姿が見られるようになってきた。  

学 習 活 動  
１．問題、星型の先端に集まる角度はどう

して 180°になるのかを考えよう。  

２．課題提示  

 

 
３．個人追究  

４．全体交流  

・発表用の用紙に、図を使って説明し、

図を分けて描いたり、さらに色を付け

て描いたりして説明する。  

５．気付いたことを発表しあう。  

・どの考え方が自分にとって分かりやす

かったのかなどを交流する。  

６．自己評価する。  

学 習 活 動  
１．課題提示  

 

 

 
２．ペア交流  

・前時考えた自分の考えをペアで交流す

る。  

３．全体交流  

・発表用の用紙に、図を色分けして描い

たり、記号や式を用いて書いたりして

説明する。  

４．交流の視点にしたがって気付いたこと

を発表しあう。  

５．自分が良いと思った考え方を利用して

類題に取り組む。  

６．自己評価する。  

∠a＋∠ｂ＋∠ｃ＋∠ｄ＋∠e＝180°に

なることを説明しよう。  

∠a＋∠ｂ＋∠ｃ＋∠ｄ＋∠e＝180°に

なることを説明しよう。  

【交流の視点】 

・自分の考えと似ているところはどこか 

・仲間の考えで似ているところはどこか 

・分かりやすく、これからも使えそうな考え方はどれか 
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・単に答えを求めるのではなく、どうしてそうなるのか根拠をはっきりさせようとする考

え方が身に付いてきた。  
・自分の考えを明らかにして発表することができるようになった。  

 
  これまでは、身に付けてきた知識をもとに、答えを求めるだけという傾向の生徒たちが多く

いた。しかし、「気付いたことは何か」、「今までと同じところや違うところはどこか」、「答えに

たどりつくまでの過程にある根拠は何か」を明確にすることを、徹底して繰り返し指導にあた

ることで、自分の考え方の筋道をノートに書いたり、根拠を分かりやすく説明したりする姿勢

が出てきたことを感じる。また、根拠を明らかにして自分の考え方を構築することで、今まで

よりも自信をもって仲間に発表する生徒の姿が見受けられるようになってきた。  
  根拠を明らかにしながら筋道を立てて考え、表すことのできる力を育てていくために、この

実践から次の点を成果としてまとめてみたい。  
 
 
 
 
 これらは、数学で求める筋道立てて物事を考えるという論理的思考力の現れである。今後もさ

らなる工夫改善を試みて、より一層指導の充実と、生徒にとって生きてはたらく力を身に付けて

いきたいと考えている。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ただ、これらのことが成果を上げていくためには、教師の構えとして、継続すること、徹底

することの二点が大切であることを付加しておく必要がある。  

・ 個々が自分の考え方をじっくりと追究する時間や仲間と交流する時間を十分確保する

ことが大切である。そのためには、単元における指導計画を生徒の実態に即した計画

になるように工夫改善することが必要である。 

・ 筋道立てて考えていくポイントを言葉の使い方などに置き換えて具体的に示すことが

有効である。 

・ 考え作りや発言のポイントは、同時に仲間の意見を聞く視点にもなり、その視点から

互いの考え方を練り合う学び方も身に付いていく。 

・ 仲間と関わり合うことによって自らの思考を再確認し、さらに筋道立てて考えていこ

うとする力が身に付いていく。そのためには、一単位時間の指導計画に、意図を明確

にした学習活動を位置付けていく工夫が必要である。 

・ 全体追究を生徒だけによる交流にとどめないで、何を明らかにするために追究するの

か教師自身が明確にもち、生徒の考え方を広めたり、深めたりする投げかけを意図的

に行っていくことが大切である。そのためには、事前の教材研究を十分に行い、予想

される生徒の反応を考えながら、発問の在り方を吟味しておく必要がある。  


