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「評価・改善」の場面を意識した授業と指導の工夫 
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はじめに  

 

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説数学編では，数学科の目標の一つとして「数学的活動の楽し

さや数学のよさを実感して粘り強く考え，数学を生活や学習に生かそうとする態度，問題解決の過程を振

り返って評価・改善しようとする態度を養う」とあり，具体的に「結果が得られたところで終わるのでは

なく，結果の妥当性を検討することが大切である．その際，解決の方法や内容，順序を見直したり，自ら

の取組を客観的に評価したりすることが大切であり，これらが評価・改善しようとする態度であるといえ

る．」と明記された． 

これまでの私たちが実践してきた問題解決型の授業を振り返ると，生徒は意欲的に問題解決には取り組

むが，授業後半では問題を解決したことに満足しており，生徒が主体的に解決過程を振り返ることはほと

んどなかった．また，教師主導で解決過程を振り返る活動を促しても，生徒の意欲はさらに著しく低下す

ることがほとんどであった．つまり，適切な手だての不足によって，問題解決後の生徒の学習意欲は低下

してしまい，授業後半での生徒の主体的な活動を促すことができず，その結果，問題解決の過程を振り返

って評価・改善しようとする態度を養うことも困難な状況をつくりだしているのである． 

そこで，本研究では「評価・改善しようとする態度」を養うことを目的とし，教科書教材のアレンジ，

授業構成，手だての工夫などの授業改善を図ることとした．そして，「結果の妥当性を検討する」場面に

着目し，その場面での生徒の主体的な活動を促す授業を実践することとした． 

 

１ 研究の方法  

 

 「結果の妥当性を検討する」場面で生徒の主体

的な活動を促すために，次の①～③について研究

を進めた． 

①生徒の数学的活動を促す課題の工夫 

②「結果の妥当性を検討する」場面を意識した授

業構成 

③生徒の数学的活動を促す適切な手だての工夫 

①～③について実際の授業における生徒の活動

から分析する． 

 

２ 研究の内容 

２－１ 全国学力・学習状況調査Ｂ問題を分析す

る． 

 過去（H19～H28）の全国学力・学習状況調査Ｂ

問題より，「β２(1)結果を振り返って考えること」

や「β２(2)結果を改善すること」に関わる問題を

抽出し，どのような課題の工夫や授業構成の工夫

が考えられるかを分析した．以下は「β２(1)結果

を振り返って考えること」や「β２(2)結果を改善

すること」に関わる問題である． 

 

H19 Ｂ問題 ３(3)   ４(1)(2) 

H22 Ｂ問題 ４(3) 

H26 Ｂ問題 ６(2)(3) 

H27 Ｂ問題 ３ 

 

 これらの分析により，「β２(1)結果を振り返っ

て考えること」や「β２(2)結果を改善すること」

を促す課題や授業構成の工夫の視点として，次の

２点が挙げられると考えた． 

①「誤答の評価・改善」 

②「状況の評価・改善」 
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「誤答の評価・改善」は，問題解決の結果が間

違えていることに気づき，その誤答を訂正するた

めに解決過程を振り返り，解決過程の中にある間

違いを訂正して再度取り組むものである．授業場

面であれば，あえて間違えている計算過程を提示

し，どこが間違えているかを考えさせ，修正させ

る場面などが挙げられる． 

 「状況の評価・改善」は，問題解決の過程や結果

を振り返って新たな事柄を見いだすことや，条件

変えによって問題解決の過程を見直すこと，条件

変えによって見いだされたいくつかの事柄を統合

的に考察することなどが挙げられる．また，問題

解決の結果を日常場面（問題の条件など）に照ら

し合わせたとき，何らかの不都合がある場合，そ

の不都合な状況を改善するために問題の条件を変

更し，再度取り組むものも考えられる． 

 本研究では，「状況の評価・改善」に着目し，こ

の場面を授業に設定することが，「結果の妥当性

を検討する」につながると考えた．そこで，「状況

の評価・改善」のような場面を授業で設定するた

めの課題や授業構成の工夫を考え，実践すること

とした． 

 

 

２－３ 実践２ 

「３年式の展開と因数分解(式の計算の利用)」 

＜問題１＞ 

 

 

 

 

 

＜問題２＞ 

 

 

 

 

＜問題１＞は，ある条件にある２つの奇数の２

乗の差について，どのような性質があるかを見い

だし，それを，文字式を使って証明するものであ

る．まず，複数の式を並べることで，２つの数の

条件は「連続した２つの奇数」であること，「その

２乗の差は８の倍数になる」という性質は容易に

見いだすことができる．そして，この条件や見い

だした性質を命題にして提示すると，前時の「連

続する２つの奇数の積に１をたした数は，偶数の

２乗になる」(啓林館)を参考に，文字式を使って

証明することができる． 

次に，「連続した２つの奇数」という条件を「連

続した２つの偶数」に変更し，どのような数にな

るか考えさせる．具体的な数で考えると「４の倍

数になる」ことが分かる．この命題も「連続した

２つの奇数」のときと同様に証明することができ

る．証明後，「４(２ｎ＋１)」に着目させると，

「２ｎ＋１」は連続した２つの偶数の間の数であ

ることに気付く．このことから，「４(２ｎ＋１)」

は連続した２つの偶数の間の数の４倍ともいえる

ことが分かる．更に，「連続した２つの奇数」の場

合も同様なことがいえに着目させると「４×２ｎ」

となり，同様な性質が証明ができる． 

このように，一度解決した内容を見直し，自ら

の取組を客観的に評価することを意図的に組み込

むことで，生徒に評価・改善しようとする態度を

養うことができる． 

＜評価・改善のための工夫＞ 

 評価・改善を促すために，工夫した点は以下の

２つである． 

(ｱ) 教科書問題をアレンジする． 

本問題は，下記の【教科書の問題】をアレンジ

したものである． 

 

 

 教科書の問題では，「連続する２つの整数」と

なっている．この２つの数を「ｎ，ｎ＋１」とおく

と，計算の結果は「２ｎ＋１」となる．この式が奇

数を表していることは分かりやすいが，それ以外

の意味を読み取ることは難しい．これを「連続す

る２つの偶数」にすると，計算結果は「４(２ｎ＋

１)」となる．この式は，４の倍数や間の数の４倍

と読み取ることができる．生徒は，１つの問題を

解いたとき，答えが合っているかが重要で，過程

を振り返る生徒は少ないのではないだろうか．こ

の問題では，過程を振り返り，式の見方を変える

ことで，新たな意味を見いだすことができる．生

徒はそこに驚きと文字で表すことの良さを感じる

ことができ，他の場面でも，結果を振り返り，新

たな発見を求めるようになるだろう． 

 また，「連続する２つの奇数」と「連続する２つ

の偶数」が同様に考えられることから，生徒は２

つの命題から共通性を見いだし，これらを統合し

て考えられるようになる．更に，奇数の場合と偶

数の場合で同様に証明できることから，１つとば

しのすべての整数について証明できることに気付

き，２つの命題を１つにまとめられるのではない

かと考える． 

 このように，問題をアレンジすることで，生徒

は，評価・改善する力と複数の事象を統合・発展

する力を養うことができる． 

連続した２つの奇数があり，大きい方の数の２乗

から小さい方の数の２乗をひいた差が，どんな数

になるか調べてみよう． 

連続する２つの整数で，大きい方の数の２乗か

ら小さい方の数の２乗をひいた差について，どん

なことが予想されますか． 

また，その予想が正しいことを証明しなさい． 

連続した２つの偶数があり，大きい方の数の２乗

から小さい方の数の２乗をひいた差が，どんな数

になるか調べてみよう． 



3 

 

２－３－１ 授業の実際 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果を振り返り，評価・改善する場面】 

 「連続した２つの奇数」「連続した２つの偶数」

に関して証明した後，板書の「連続した２つの偶

数」の証明の「４(２ｎ＋１)」の部分に着目させ

る．「この式は４の倍数以外の言い方はないか

な？」と問うと，数人の生徒が「連続した２つの

偶数の間の数の４倍」であることに気付く．気付

かないクラスには「２ｎ＋１はこの命題ではどの

ような数だろう？」と問うと意見が出た．その後，

「連続した２つの奇数」で気付いたことが「連続

した２つの偶数」でも成り立つか問うと，ほとん

どの生徒が「８ｎ＝４×２ｎ」と表し，証明する

ことができた．ここでの手立てとして，具体的な

数の計算（板書左部）と証明（板書中央，右部）を

両方板書することで，「連続する２つの偶数（奇

数）の大きい方の数の２乗から小さい方の間の数

の２乗をひいた差が，間の数の４の倍数になる」

ことが確認しやすかった．また，偶数の問題の方

が，間の数の４倍であることが発見しやすく，そ

の後，奇数の問題を振り返ると，８ｎ＝４×２ｎ

の考えが出やすかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生徒のアンケートを表１のようにまとめた． 

２組では，２つの命題を１つにまとめる際，ま

とめる言葉を生徒に考えさせようとしたが，言葉

が出ず，時間がかかってしまった．まとめる前に，

小グループ等で考えさせ，教師が助言をしておく

ことで，スムーズにまとめることができる． 

１，３組では時間が足りなかったため，めあて

を押さえる時間が無かった．そこで４組では，証

明の仕方を確認する時間と証明を書き，確認する

時間を短縮した．また，２つの命題を１つにまと

めることをスムーズに行ったので，めあてを振り

返ることができた． 

 この教材では，新たな発見をしたとき，生徒に

衝撃が走る．しかし，結果を振り返ることよりも

新たに見つけた事象の方が印象に残る．教師は，

結果を振り返ることで，新たな発見ができたこと

をめあてを振り返り押さえることが重要である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４(２ｎ＋１)とすれば，真ん中の数の

４倍ということが分かります． 

 

Ａ君の考え方を聞いたので，

奇数の場合の表し方が分かっ

たぞ！ 
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○生徒の感想 

 

 

・見方を変えることの大切さが分かった． 

・証明することで，違うことが見つかることを知

った． 

・解いた証明を見返すことが大事だと気付いた． 

・問題が少し変わることで，答えが変わるけど，

その答えを，違う見方をすることで，２つの問

題に共通する答えが出ることが分かった． 

・文字式をたてるまで気付かなかったことに気付

いたときは，びっくりをこえて怖かった． 

・２つの命題が１つにまとめられるのは意外だっ

た． 

・授業の組み立て方が上手だなぁと思った． 

・自分が積極的に取り組めたことに気付いた. 

 

＜文責・高木 誠司＞ 

 

３ 考察 

 

○「評価・改善」の場面を意識した授業づくりで

は，「誤答の評価・改善」や「状況の評価・改善」

の場面を設定することと捉えることで，課題の工

夫や授業構成の工夫が行いやすくなった． 

 

 「誤答の評価・改善」については，日々の授業で

意図的に設定することもあれば，偶発的に発生す

ることもある．「どこで間違えているのだろう」

という問いは，単純ではあるが，生徒同士のコミ

ュニケーションを促進する場合が多い．「誤答の

評価・改善」によって，学習過程を客観的に振り

返る視点を養うことができると感じた． 

 「状況の評価・改善」については，授業後半で

「状況の評価・改善」の場面設定を考えると，授

業づくりの段階で授業全体のストーリー性が必要

となり，結果として，課題の工夫や授業構成の工

夫に目を向けることができた． 

 

○条件変更によって，「結果の妥当性を検討する」

場面を設定することができた．また，条件変更は

「評価・改善」を促すための有効な手だての一つ

である． 

 

表１ 

 

 条件変更によって，問題解決過程のどの部分を

残し，どの部分を変えればよいかという，問題解

決過程の見直しを促すことができた．また，最初

の課題が自分の力で十分に解決できなかった生徒

にとっても，最初の課題の問題解決過程が板書で

示されているため，次の課題はそれを参考にする

ことで取り組みやすいということもあった． 

 

○問題解決後に，その過程や結果を振り返るとい

う数学的プロセスが身に付きつつある． 

 

 本実践のように，条件変更によって「状況の評

価・改善」を促すような授業を実践したことで，

生徒は「今日も何かあるのではないか」という期

待感をもって授業に参加しつつある．それによっ

て，問題解決後に，自主的に条件を変えて考えよ

うとする生徒の姿も見られるようになった． 

 

●一コマの授業で完結させるための更なる工夫が

必要である． 

 

 問題解決後に「評価・改善」の場面を設定する

が，時として問題解決に多くの時間を費やし，「評

価・改善」に十分な時間を割くことができない場

合が多くあった．一コマの授業で問題解決と評価

・改善が行えることが理想であると考えている．

一コマの授業で完結させるための手だて、単元構

成等の工夫がより必要であると考えている． 
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 １組 ２組 ３組 ４組 

文字式で証明したことを違う見方をすることで新し

い答えが生まれることが分かった． 
４人 ２人 ３人 １３人 

連続する２つの奇数と偶数の間の数の４倍になって

いることが分かった． 
１５人 ６人 ８人 ７人 

２つの命題を１つにまとめるのが難しかった． １人 １０人 ２人 ２人 


