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ⅠⅠⅠⅠ    はじめにはじめにはじめにはじめに    

今回の学習指導要領の改訂においては，知識基盤社会を生きる子どもたちを教育する学校の役割として，

①基礎的・基本的な知識・技能の習得，②それらを活用して課題を見いだし，解決するための思考力・判断

力・表現力の育成，③知識・技能を陳腐化しないよう更新すること，④学校教育が生涯にわたって学ぶ基盤

になること
１）

の4点が述べられている。 

また，平成20年1月の中央教育審議会答申においては，数学科の改訂の基本方針として，数学的活動を一

層充実させることや数学的な思考力・表現力を育てることに強調点を置き，数学的な思考力・表現力の育成

にかかわり，言葉や数，図，表，グラフなどの相互の関連を理解し，それらを適切に用いて問題を解決した

り，自分の考えを分かりやすく説明したり，互いに自分の考えを表現し伝え合ったりすることを重点にする

ように記載されている。 

このように，基礎的・基本的な知識・技能の定着や，数学的な活動の一層の充実と，それらを活用させて

思考力・表現力・判断力を育んでいくための，生徒の実態をふまえた適切な目標の設定と生徒の達成の状況

を的確に見取る学習評価が不可欠である。そこで，学習課題の設定と学習評価がどうあるべきかについて，

昨年度の研究の成果や課題をもとに継続して研究・実践を進めていきたいと考えている。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    研究の経過研究の経過研究の経過研究の経過    

昨年度より，「思考力・判断力・表現力の育成を目指した学習評価の工夫」をテーマに研究をおこない，数

学的活動を充実させ，生徒の思考力・判断力・表現力を高めるために，どのように学習課題を設定し，学習

評価を工夫するべきか研究を進め，同時に，数学科における言語活動の展開の在り方について研究・実践を

行ってきた。 

昨年度，次のような成果や課題が得られた。
２）

 

○知識・技能を活用させる場面において，生徒がどのような考え方で活用したのかを可視化することで，

生徒がその知識・技能をどのように理解しているのかを評価するとともに，活用に転化できる知識・技

能を確実に身に付けさせるための指導を工夫することができるということがわかった。 

○生徒一人ひとりの思考・判断を見取るためには，問題解決の結果ではなく，解決に至るまでの過程を評

価することが重要であるということがわかった。そのためにも，ワークシートへの書き残しや，説明の

様子の記録が有効であり，それらを蓄積していくことで，長期的に見取っていく必要があるということ

がわかった。 

●思考力・判断力・表現力を評価するためのワークシートやビデオでの撮影は効果的であるが，実施する

ためにはその準備と事後処理に多くの時間をかけなければならない。日々の実践において効率よく運用

していくためにも，実施の時期や方法，対象生徒等についてさらに工夫する必要がある。 

●グループ等の集団で思考させた場合，生徒のつぶやきや思いつきが解決の糸口となることもある。この

場合，ワークシートでは集団の思考の過程を細かに評価し，個々にその評価を返すことは難しい。また，



集団で問題を解決できたとしても，全員が確実に理解できたと言い切ることはできない。個々の事前の

評価を参考にしながら，計画的に個に応じた評価を実施していく必要がある。 

 

以上のように，知識・技能を活用させる場面において，生徒がどのような考え方で活用したのかを可視化

させることで，生徒がその知識・技能をどのように捉えているかを評価することができた。また，活用に転

化できる知識・技能を確実に身に付けさせるための指導の工夫にも生かすことができた。しかし一方で，生

徒一人ひとりの思考・判断を見取るために，短期間の見取りではなく，評価の蓄積により，長期的・計画的

にデータを収集したり，評価するなどの工夫が必要であることが課題として挙げられている。 

これらの成果と課題から，今年度は，思考力・判断力・表現力を高めていくための学習評価や指導の工夫・

改善に視点を当てたさらなる研究を，数学科における焦点化した言語活動を通して，引き続き研究を進めて

いる。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    本年度の研究本年度の研究本年度の研究本年度の研究 

１．１．１．１．    本校研究との関連と教科研究主題設定理由について本校研究との関連と教科研究主題設定理由について本校研究との関連と教科研究主題設定理由について本校研究との関連と教科研究主題設定理由について 

本年度の本校研究主題は「言語活動を通した思考力・判断力・表現力の評価についての組織的な取組」で

ある。昨年度より新学習指導要領において学力の重要な要素として挙げられている思考力・判断力・表現力

を高めるための研究を推進していくことが必須であると考え，教科研究テーマを「思考力・判断力・表現力

の育成を目指した学習評価の工夫」と設定した。生徒の内的な活動である思考・判断を，言語活動を通して

表現させ，それをどう評価し，どう指導の改善に役立てていくのかということについて実践研究を展開して

いる。 

 

２．２．２．２．    言語活動を通した言語活動を通した言語活動を通した言語活動を通した，，，，思考力・判断力・表現力を評価する評価方法の工夫・開発思考力・判断力・表現力を評価する評価方法の工夫・開発思考力・判断力・表現力を評価する評価方法の工夫・開発思考力・判断力・表現力を評価する評価方法の工夫・開発    

学習指導要領解説において，表現することは事象を数理的に考察する過程で，推測したり見いだしたりし

た数や図形の性質などを的確に表したり，その妥当性などについて根拠を明らかにして筋道立てて説明した

り，既習の数学を活用する手順を順序よく的確に説明したりする場面で必要になる
３）

としている。また，表

現することにより，互いに自分の思いや考えを伝え合うことが可能となり，それらを共有したり質的に高め

たりすることができると記載されている。これは，本校の言語活動の分類の[解釈・説明]，[討論・協同]に

当てはまるものであり，この2項目を通して，思考力・判断力・表現力を評価する方法の工夫・開発を行って

いる。具体的には，生徒の思考力・判断力を可視化する方法として，次のものが挙げられる。 

 (1) 活動の仕方と発問への応答を断片的に評価する。 

 (2) 操作を伴った課題解決や口頭試問，面接などの実技を通して評価する。 

 (3) 教科語彙を適切に用いて１つの概念についての知識のつながりを書かせて評価する。 

 (4) 定期テストによる項目応答評価や課題解決評価をおこなう。 

 (5) 数学的に整理されていない現実の問題や，複雑な問題に取り組ませ，その解決の思考過程を評価する。 

 これらの学習活動を計画的に実施していくことで，生徒一人ひとりの思考力・判断力・表現力の高まりを

見取り，指導の改善に生かしていくことが必要であると考える。 

    

３．３．３．３．    指導と評価の一体化を図る年間指導計画・評価計画の作成指導と評価の一体化を図る年間指導計画・評価計画の作成指導と評価の一体化を図る年間指導計画・評価計画の作成指導と評価の一体化を図る年間指導計画・評価計画の作成    

昨年度より作成・整備された年間指導計画には，言語活動との関連を明確にし，指導目標と評価規準とを

一対一に対応させたものを作成し，指導と評価の一体化を図った。評価規準は，授業者が即座に生徒を評価



測定したデータをもとに思考している様子 

できるように具体的に記述され，学習者が迷わずに自己評価できるものであり，その評価規準を利用して生

徒が自己評価や相互評価を行う場面を設けたりするなど，授業者と生徒双方が利用できるようなものとして

活用している。    

    

ⅣⅣⅣⅣ    教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説教科研究仮説 

前述のように，思考力・判断力・表現力を高める学習課題や学習評価を工夫することで，知識・技能が活

用に転化できるものとして習得されているのかということを判断することができるとともに，思考力・判断

力・表現力を効果的に高めていくことができるのではないかと考えた。 

思考力・判断力・表現力を高めるための学習課題はどのような工夫が必要なのか，また，見えにくい学力

である思考力・判断力を可視化するためにはどのような工夫が必要なのかを追究するために，本年度の研究

仮説を以下のように設定した。 

 

    

ⅤⅤⅤⅤ    研究仮説に基づく研究仮説に基づく研究仮説に基づく研究仮説に基づく実践例実践例実践例実践例    

１．１．１．１．    題材「題材「題材「題材「一次関数とみなすもの一次関数とみなすもの一次関数とみなすもの一次関数とみなすもの」」」」 

学習指導要領解説には，一次関数の活用にかかわって，「具体的な事象に関する観察や実験の結果を一次関

数とみなすことによって，未知の状況を予測したりできるようにする」とある。 

この題材は，一次関数の知識・技能を活用し，身近で実際的な事象を一次関数とみなし，二つの数量の関

係の変化や対応の様子を調べたり，予測したりしながら，その特徴を説明することで，思考力・判断力・表

現力を高めることをねらいとして取り扱った。 

前述Ⅲ－２で示した「(5)数学的に整理されていない現実の問題や，複雑な問題を取り組ませ，その解決の

思考過程を評価する」の実践例である。 

    

２．２．２．２．    学習課題の工夫学習課題の工夫学習課題の工夫学習課題の工夫    

今回の題材は，上腕骨の長さと身長との関係が一次

関数の関係にあることを発見したカール・ピアソンを

紹介し，その関係を表した一次関数の式（ピアソン式）

を求める授業である。この題材は，平成20年度の全

国学力学習状況調査の数学Ｂ問題に採用されており，

活用にかかわる問題として有用であると考えた。生徒

はこれまで，一次関数の学習において，2つの数量の

関係を変化や対応の様子に着目し，一次関数の関係と

してとらえ，表・式・グラフなどに表す学習を終えて

いる。そこで，それらを用いて上腕骨と身長の関係を

理想化したり，単純化したりして一次関数として，変

化や対応の様子を調べたり，予測したりする授業であ 

る。実際には，カール・ピアソンが求めた式は，多くの標本から作られ，性差や年齢による誤差も含まれて

いるので，相関の考え方で解決することも可能な内容でもあるが，今回は，8～10人のグループで測定した

数学的活動における内的な思考力・判断力を，言語活動を通して可視化する学習評価の工夫により，知識・

技能の確実な習得を促すことができ，思考力・判断力・表現力を効果的に高めることができる。 



思考した結果をもとに話し合いをしている様子 

思考過程が見えるワークシート 

相互評価と評価の観点 

上腕骨の長さをデータとして利用し，既習の一次関

数の知識・技能を活用して解決する問題として，取

り扱った。 

自分やクラスメートの上腕骨の長さと身長を実

際に計測し，それらをグラフや対応表を利用しなが

ら，誤差や個人差がある数値をどのように解釈し，

処理していくかは，これまでに学習した知識や技能

を最大限に活用しなければならず，何を根拠にその

式を作り出したかをしっかりと説明することが求

められる。 

個人で導いた結果は，同じデータを利用して思考 

した仲間と交流した後，さらに考えをまとめ，全

体で発表の仕方と評価の観点を確認し，隣の生徒と相互発表をおこない，評価を行った。評価の観点ははじ

めからワークシートに記入してあり，①図やグラフ，対応表を用いて説明すること，②質の高い表現力を養

うために，教科語彙を使用することとした。もちろん，分かりやすさも観点の一つである。 

教師による評価は，授業での観察も当然であるが，ワークシートに記入された内容を授業後にもう一度読

み直し，評価することで思考の流れを確認することができる。 

 

３．３．３．３．    学習評価の工夫学習評価の工夫学習評価の工夫学習評価の工夫    

今回の実践では，思考力・判断力・表現力を評価するために，次の2点を考慮し，実践した。 

（１） ワークシートによる思考過程の評価 

ワークシートは，できるだけ自由に記       

述できるようなものを用意し，グラフ，

の方眼，空欄の対応表のみ印刷してある

ものを利用した。この授業では，どんな

ことでもメモするように働きかけている

ので，文章でまとめられたものではない

が，自由に記述することで，生徒が何を

てがかりに，どんな方法で考えたかを教

師が断片的につなぎ合わせて評価し，次 

の指導に生かしていくことができた。 

 

（２） 相互評価による評価  

生徒の思考の流れを評価するには，発表による評   

価が理想的である。しかし，毎時間ごとに全員が発

表し，評価していくことは難しい。そこで，隣の席

の生徒に自分の考えを発表し，観点に応じて評価し

てもらう相互評価の方法をとった。評価の観点は，

あらかじめ授業の最初の段階から明記し，それを目

標に取り組み，説明・発表することとした。評価に



相互発表の様子 

は，評価する側にも一定の評価の能力が必要とされ

るため，今回はできるだけ明確な観点を用意した。

これは，年間指導計画に記述されている評価基準で

ある。回数を重ねることで，評価者の力量も向上し，

生徒もＡ基準達成に向けた努力を行っている。また，

全員が発表する場面を繰り返し授業の中に位置付け

ることで，自分の思いや考えを伝えることが抵抗な

くできるようになり，より高い質の発表を目指すよ

うになる。 

 

 

    

    

４４４４．．．．    実践の内容実践の内容実践の内容実践の内容    

(1)学習目標 

・具体的な事象を，一次関数とみなして考察したり，予測したりすることができる。 

【数学的な見方や考え方】 

・身のまわりの事象を，一次関数とみなし，表・式・グラフを用いて，表現したり処理したりすること

ができる。                               【数学的な技能】 

(2)学習の展開 

○学習活動 ○教師とのかかわりと◆留意点 ○評価規準（評価項目） 

○新聞記事を読み，上腕骨の長

さによって，身長を求めるこ

とができることを知る。 

 

○自分たちの上腕骨の長さか

ら，対応表・グラフなどを用

いてピアソン式を実際に求

める。 

 

 

 

 

○自分の考えを発表し，実際に

その式が正しいかを確かめ

る。 

 

 

 

○歴史上の人物の上腕骨の長

さから身長を求める。 

○上腕骨の確認と新聞記事の説明

をする。 

 

 

◆計算機を用いて計算する。 

◆性差があるために，測定した値

は同性のものを使用する。 

 

○すべての測定値が式に当てはま

るわけではないことを知らせ

る。 

 

 

○ペアによる発表を行い，相互評

価を行う。 

 

 

 

 

 

○考察した結果を対応表や式やグラフ

に表し，一次関数として捉えることが

できる。【数学的な技能】 

 

 

 

 

 

○上腕骨と身長の関係を，一次関数とみ

なして考察し，その結果を予測し説明

することができる。 

【数学的な見方や考え方】 

 

    

５５５５．．．．    実践の結果実践の結果実践の結果実践の結果    

(1)  課題解決に至るまでの過程の評価 

 これまで学習した内容の，何をどのように利用して解決に導いたのかをワークシート上に，自分なりに

整理できているかを見取ることができた。特に，自分で測定した値を方眼上に記入するだけでは，誤差や



個人差があるために，一直線のグラフを作ることはできない。そこで，それらの値の中から，適切な値を

選択したり，値を修正したり，適切ではない値を除いたりするなど，自分なりの考えと方法で処理してい

たか，また，対応表を用いて変化や対応の様子を考えて式化することができていたかを，ワークシートか

ら評価できた。 

データの処理の仕方と式化する段階で不安な様子の生徒や，つまづいている生徒がいたため，同じデー

タを利用している生徒どうしで話し合う場面を設定し，自分の考えに自信をもたせたり，解き方を確認さ

せたりする場面を設けることができ，その後，もう一度自力解決の場面を設定した。その結果，自分の考

えをさらに深めることができた。 

 

(2) 発表，相互評価について 

この授業で導いた式は，誤差が生じたり，採用した値によって，変化の割合や切片が生徒ごとに異なっ

ており，全く同じ式にはならない。そこで，どのような過程でその式を導いたのかを大切にし，全員が自

分の解決方法をしっかりと根拠をもって発表することを重要視した。相互発表の際には，隣り合った男女

で，違うデータを用いて解決しているので，興味をもってお互いの発表を聞き合うことができた。評価規

準も生徒用に分かりやすく設定し，評価することができた。評価の質を低下させないように，教科語彙を

入れたり，相互発表の前に一人の生徒に全体で発表をさせ，教師が実際に評価してみせるなどの手立てを

とることで効果が高まった。しかし教師は，長期にわたって見取る必要があるので，ワークシートの長期

の蓄積や，面談など個人の思考の高まりを見取る方法を確立していかなければならない。 

 

ⅥⅥⅥⅥ    仮説の検証仮説の検証仮説の検証仮説の検証    

 教科研究仮説について，次の2点について検証する。 

(1) 知識・技能の確実な習得を促すことができたか。 

(2) 思考力・判断力・表現力を効果的に高めることができたか。 

 これらの仮説について，実践例で紹介したように，一次関数においてその式や変化の割合を求めることや

グラフを書くことなど，機械的に答えを求めたり，処理できる能力だけが求められているのではなく，その

意味を知り，活用できる力が必要だと考えるなら，その意味内容をより豊かに理解し，様々な場面に活用で

きるものとして習得させることができた。知識・技能を活用させる場面で，知識・技能をどのように理解し，

習得しているのかということを的確に把握し，活用させていくことで，活用に転化できる習得を促すことが

できるものと考えられる。授業後の感想でも，「当たり前に答えが出る問題ではなく，計算過程を考え，発表

することによって一次関数の考え方が深まった。」や「日常で利用されている一次関数の問題を解決しようと

したことで，意欲が持て，問題についての理解が深まった。」等の感想が書かれていた。生徒自身も知識・技

能が活用できるものとして深まっていったことを実感しているものと考えられる。このような学習活動を各

領域で展開していくことで，習得した知識・技能を単元や教科の枠を超えて活用する力が育まれるのではな

いかと考えられる。 

 (2)については，思考力・判断力・表現力は短期的に高まるものではなく，1時間のワークシートだけ見る

と，生徒の興味・関心や得意・不得意など，様々な要因でその記入内容も異なってくる。しかし，昨年度よ

り継続的に行っているため，さまざまな場面で，生徒は思考の過程の記述の仕方の質が高まったと実感して

いる。例示したワークシートは，同一生徒の2年生時と 3年生時のものである。2年生時には，自分の思考

の流れや，そのもとになった考えなどを記述することができなかったが，3 年生時には，自分の考えた過程

を明確に説明することができている。この場合は，単純に2枚のワークシートの比較であり，これだけで思



考力・判断力・表現力の質が

高まったと言い切ることはで

きないが，評価規準に合わせ

ながら，長期的に多くの資料

を集積し，分析することで，

さらに精度の高まった評価が

できるものと考えている。こ

の点についても，引き続き検

証していきたい。 

 

ⅦⅦⅦⅦ    成果と課題成果と課題成果と課題成果と課題 

本年度の研究を通して次の

ような成果が得られた。 

 (1) 習得した知識・技能を

活用するために，学習課

題を効果的に設定し，そ

れを解決する思考過程

を，ワークシートやノー

トへの記述の内容，発表

の記録，日常の観察，定

期テストへの出題，相互

評価や自己評価などの

方法を用いて評価し，指

導に結び付けていくこ

とで，活用に転化できる

知識・技能を育成することができることがわかった。 

（2）生徒一人一人の思考力・判断力・表現力を見取るためには，長期的な評価の積み重ねが必要であるが， 

評価の都度，次の指導に生かしていくことで，生徒の思考力・判断力・表現力の向上につながってきて

いることが分かった。また，この評価を続けることで，生徒一人一人の意識も向上し，活用に関わる学

習課題では，自らの知識・技能を活用できるような態度も養われつつある。 

 

 また，今後の研究の取り組みにおいて，次のような課題が明らかとなった。 

 (1) 思考力・判断力・表現力を効果的に評価するためは，教科を横断した取り組みが求められている。ワ

ークシートの共有化や国語科をはじめとする他教科との連携で，生徒一人一人の学力を押さえつつ，

個々の状態を把握しなければならない。 

 (2) グループ等の集団で思考させた場合，個人での思考の流れや変化が見える評価の工夫をしなければ，

より発展的な思考の高まりを評価できない。集団で問題を解決できたとしても，全員が確実に理解でき

たと言い切ることはできない。話し合いの場面を効果的に取り入れるには，個々のもっている意見を出

し合い，話し合う中で，その意見がさらに発展することが大切であり，それが個に戻ったときに自分が

高まっていなければならない。そのように，話し合いの目的と，高まりを見つける評価方法の開発が求

同一生徒のワークシートの比較 

3年生「2次方程式」・・・色を付けた図形の面積を求めよう 

2年生「文字と式」・・・色を付けた部分とそれ以外の部分の面積を比べよう。 



められる。 

 

ⅧⅧⅧⅧ    おわりにおわりにおわりにおわりに    

本年度も引き続き，思考力・判断力・表現力の評価を中心に実践を行ってきた。この，思考力・判断力・

表現力は，見えにくい学力とされ，どのように可視化するかが重要視されてきた。また，生徒の変容を即時

に見取ることが難しく，長期にわたる評価の蓄積が不可欠である。そのため，工夫された指導や学習課題，

あるいは評価の方法が適切であったかどうかは判断しにくく，それゆえ，難しさを感じる研究内容であった。 

しかし，学習者の力を授業者が適切にとらえ，それを指導の工夫に生かすことの積み重ねによって，少し

ずつ変容を見取ることができ，学習者自身の自己評価能力も高まっていくのではないかと考えられる。今後

も生徒の自己評価能力の変化を感じとりながら，思考力・判断力・表現力の評価についての実践を継続して

いきたい。 

（文責 大山 裕之） 
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