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Ⅰ テーマ設定の理由 

 近年、インクルーシブ教育システムの推進により、特別支援学校だけではなく幼稚園や小学校、中

学校及び高等学校等において発達障害を含めた支援を要する幼児児童生徒が学んでおり、特別支援教

育の対象者数は増加傾向にある。本校高等部においても、療育手帳区分で比較的障害の程度が軽度の

生徒（以下、軽度知的障害のある生徒）が増加傾向にあり、今年度の全生徒に対する割合が５割弱と

なっている。 

 『特別支援学校学習指導要領（平成 31 年２月告示）解説 知的障害者教科等編（上）高等部』（以

下『特支解説知的編』）では、数学のよさを実感するということについて、「数学を学習することの意

義に気付き，数学の価値を味わうことであり，学習意欲の喚起や学習内容の深い理解につながる。（中

略）これらを実現していくためには，数学で学んだことについて活用する機会を意図的に設定したり，

活用を重視した創造的な学習展開を用意したりする必要がある。」と示されている。すなわち、生活面

や学習面で生徒自らが数学を活用する活動を通して、数学のよさが実感できると考える。これまでの

私自身の授業を振り返ると、日常生活に関連した題材を設定した授業を行っていたが、生徒が学習し

た内容を表現する場はグループ内に留まっており、他教科の教師や他の生徒へ学習した内容を表現す

る場はほとんどなく、数学の有用性を感じにくい授業内容になってしまっていた。また、授業の中で

できるようになったことが日常生活でどのように活用されているか考える場面を設定できず、数学の

よさが伝わりにくい授業になってしまったことがあった。 

そこで、今回の研究では、軽度知的障害のある生徒を対象に数学科の授業において、学習した内容

を表現し、自己を振り返ることを重点に置いた授業を行っていきたい。具体的には、題材開始前に適

切な実態把握を行い、生徒の実態に応じた自己評価表を作成し、個別の題材目標を設定する。そして、

題材の初めに自己評価表を利用して、生徒の学習状況や個別の題材目標を教師と生徒で共通確認をす

る。次に、日常生活に関連付けた課題を設定し、数学を活用して解決する活動を通して生徒が数学の

有用性やよさを感じることができる取り組みを行う。そして、全体での発表の場面では、グループ内

だけの発表だけに留まらず、他教科の教師や他グループの生徒向けにこれまで学習した内容を発表す

る場を設定し、感想等を頂く。さらに、題材最後の振り返りでは、生徒一人ひとりの自己評価表を利

用して、「できたこと」を確認し、それが日常生活でどのように活用されているかを説明する。このよ

うな活動を通して、生徒が数学のよさを実感し、学習面や生活面で数学を活用できると考え本テーマ

を設定した。 

〈研究仮説〉 

 知的障害を有する特別支援学校の「表とグラフ」の授業において、適切な実態把握のもと、生徒が

自分の考えを「表現する場」を適切に設定し、自己評価表を利用した振り返りを行うことで、数学の

よさを実感することができるであろう。 

 

Ⅱ 研究内容 

１ 数学のよさを実感している生徒の姿について 

(1) 数学のよさを実感している生徒の姿とは 



『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 算数編』（以下『解説算数編』）では、「よさ

については，数量や図形の知識及び技能に含まれるよさもあるし，数学的な思考，判断，表現

等に含まれるよさもあり，有用性，簡潔性，一般性，正確性，能率性，発展性，美しさなどの

様々な視点から算数の学習をとらえることが必要である」と示されている。また、松浦武人

（2002）は「学習したことを思い浮かべながら、関連させながら、さらに、発展させながら、

身の回りの事象を観ることができたとき、子供たちは改めて学ぶことのよさやその教科のよさ

を感じる。」とよさを実感している子供たちの姿について述べている。すなわち、生徒が数学

のよさを実感している場面は、授業で得た知識や技能が日常生活で活用されていることを発見

した時など様々な場面であると考え

る。以上のことを踏まえて本研究で

は、日常生活にある課題に対して、

授業で得た知識・技能を活用(表現す

ること)して問題を解決することに

より表やグラフの有用性等に気付い

たり、数学的にわかりやすく表現で

きることのよさに気付いたりする姿

を「数学のよさを実感している生徒

の姿」とする（図１）。 

(2) 数学のよさを実感していることの評価について 

数学のよさを実感していることの評価について、２つの方法で行う。１つ目は廣田朋恵（2017）

が児童の算数のよさを感得に関する実態調査のために作成した質問紙より、いくつかの項目

を抜粋したアンケートを作成し、題材前後の変容を考察し、評価する。調査方法は、「１．あ

てはまる」「２．どちらかといえばあてはまる」「３．どちらかといえばあてはまらない」「４．

あてはまらない」の４件法で調査を実施する。生徒の読み書きや集中力等を考慮して、質問紙

の各項目を教師が読み上げ、生徒が回答する方法をとる。２つ目は、自己評価表を利用した振

り返り学習である。『特別支援学校学習指導要領（平成 31 年２月告示）解説 総則等編（高等

部）』では、「生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に

取り入れるように工夫することが重要である」と示している。本研究では、題材最後の振り返

りの場面で、自己評価表を利用して、できるようになったことを確認する。そして、できるよ

うになったことが日常生活の何に関連しているかを説明し、生徒の自由記述を通して、数学の

よさを実感しているか評価するものとする。 

２ 実態把握の方法と目標設定について 

    髙橋章二・岡田信吾（2020）は、「児

童生徒の豊かな学びを保障していくた

めには、個々の実態を適切に把握し、そ

の実態に基づき課題を整理し、目標を

設定していくことが必要である」と特

別支援教育における実態把握の必要性

を述べている。生徒の障害の状態は一

人ひとり異なっていることから、適切

な実態把握を行い、生徒一人ひとりに

合わせた指導内容や支援方法等を行っ

ていくことが重要であると考える。本

研究では、生徒の学校生活での様子や

学習面、社会性、興味・関心、指導上の

 

図１ 数学のよさを実感している生徒の姿 

 

図２ 実態把握の方法と目標設定について 
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配慮事項等を生徒と関わりのある教師らの情報も頂き、多面的な視点から情報を収集し整理する。

また、既習事項の定着度を測るレディネステストを実施し、「何ができるのか」を明確にし、生徒

一人ひとりの実態把握を行っていく。 

目標設定については、自己評価表に示した観点別学習状況評価の各観点の評価規準を参考に設

定する。現在の段階と学習した後の段階（目標）を生徒と確認することで、生徒が「何ができる

ようになったか」を振り返りの場面で明確にする。図２で本研究における実態把握の方法と目標

設定について示す。 

３ 自己評価表について 

  『特支解説知的編』では、各教科の目標・内容は、学年ではなく段階別で示されている。その

理由としては、発達期における知的機能の障害が、同一学年であっても個人差が大きく、学力や

学習状況も異なるからである。それを踏まえて、各段階における育成を目指す資質・能力を明確

にすることができるように、各教科の各段階は、様々な発達等の状態を考慮して目標・内容を定

め、小学部から高等部を７段階に区分して構成されている。本研究では、「データの活用」の領域

において、対象生徒らの実態に合った評価規準を参考に、段階的に表示した自己評価表を作成す

る（表１）。具体的には、自己評価表の段階は、『特支解説知的編』の中学部２段階と『小解説算

数編』の３学年、４学年の評価規準を参考に設定した。自己評価表の長所としては、生徒に身に

つけさせたい力が一目でわかり、生徒の学習評価がしやすくなる。また、単元（題材）前後で生

徒と教師で自己評価表を確認し、過去の自分と比べて「何ができるようになったか」を生徒自身

が自分の学習状況を客観的に把握できるようになる。作成の際は、生徒が自分の目標をしっかり

と理解ができるように、文言等に注意し、わかりやすい自己評価表になるように心がける。この

ように、自己評価表で生徒ができるようになったことを明確化し、数学のよさを実感していく授

業作りへと繋げていく。 

表１ 自己評価表（思考・判断・表現） 

観

点 

チェック欄 

段階毎の自己評価 学習前

（5/24） 

学習後 

（７/１５） 

イ 

思
・
判
・
表 

  
グラフの特徴や傾向を見つけ、その理由を説明することができる 

  
２つのグラフを比べ、似ている所や違う所などを答えることができる。 

  
表やグラフを見て、項目の大小について答えることできる。 

４ 表現する場の設定について 

   『特支解説知的編』では、「思考した過程

や結果などを数学的な表現を用いて伝え合

う機会を設け数学的に表現することのよさ

を実感できるようにすることも大切であ

る。」と示している。また中原忠男（2018）

は、５つの数学的な表現様式（表２）につい

て示しており、その中にある図的表現の役割

については「図的表現の特性を活かして、解決の要点や結果をイメージ化する。」とされている。

表やグラフを活用した表現は図的表現となっており、解決の要点や結果をわかりやすく示すこと

ができ、それを他者に披露することで、生徒が自分の考えを数学的にわかりやすく表現できるこ

とのよさに気付くものと考える。以上のことを踏まえ、本研究では、生徒が学習した内容を他授

業等で表現する場を設定する。具体的には、「過去の自分を超えたのは誰だ？！２学年、体力テス

表２ ５つの数学的な表現様式 中原（2018） 

記号的表現：数字や文字などの数学的記号を用いた表現 

言語的表現：日本語、英語など日常語を用いた表現 

図的表現：絵・図・グラフ等を用いた表現  

操作的表現：教具などに動的操作を施すことによる表現  

現実的表現：実物や実際の状況などによる表現  

難 

↑ 

易 



ト結果発表！」と題して、体育の授業で発表会を設定する。内容は、去年の記録を上回った生徒

名の読み上げや生徒が作成した去年と今年の記録を並べた棒グラフを基に、そのグラフの特徴や

傾向、その背景を体育科の教師や他グループの生徒へ発表し、感想等を頂く。その際、友達の話

を聞くときの注意事項を確認するなど発表しやすい雰囲気づくりを心がける。 

 

Ⅲ 指導の実際 

 １ 題材名 データの活用「色々なデータを整理し、発表しよう！」 

 ２ 題材目標 

  (1) 棒グラフの特徴や用い方がわかり、表やグラフで表したり、読み取ったりすることができる。

              【知識及び技能】 

(2) 表や棒グラフの特徴や傾向を捉え、考えたことを表現できる。【思考力，判断力，表現力等】 

  (3) グラフのよさに気付き、表やグラフを作成し、それを発表しようとしている。 

【学びに向かう力，人間性等】 

３ 題材の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①データを整理し、表やグラフで表した

り、読み取ったりすることができる。 

②棒グラフの特徴や用い方を理解してい

る。 

①身の回りの事象について、表や棒グラ

フに表し、特徴や傾向を捉え考えたこ

とを表現したり、複数のグラフを比較

して、相違点を考えたりしている。 

①学習内容を理解し、自分で目標を立て

ようとしている。 

②表やグラフの作成や発表に参加しよう

としている。 

③グラフのよさに気付き、生活や学習に

活用しようとしている。 

４ 指導及び評価計画 

時 学習内容 学習のねらい 指導上の留意点 
評価規準 

知 思 態 

１ 〇オリエンテーション 

〇アンケートの実施 

〇自己評価表の確認 

・生徒の既習事項の到達度を把握し、

自己評価表で生徒一人ひとりの題材

目標を確認する。 

・生徒の学習に対する意欲を高める。 

・学習内容を丁寧に説明し、

見通しが持ちやすいよう

に、要点を視覚化して表

す。 

  ① 

２ 

 

〇体力テストのデータ

整理、表やグラフの

作成① 

・体力テストのデータの収集、表に整

理する。 

・グラフを作成し、特徴や傾向などわ

かったことをまとめる。 

・落ちや重なりがなく、見や

すいグラフになるように丁

寧に進めてもらう。 

・特徴や傾向などの着眼点を

示し、生徒の意見が出やす

くなるように支援する。 

① ① ② 

３ 〇日常生活にあるグラ

フについて 

・グラフが日常のどの場面で活用され

ているか実際に調べ、考察する。  

・ニュースなどで使われてい

るグラフを参考に、特徴や

傾向を生徒に考えてもら

う。 

② ① ③ 

４ 

５ 

〇体力テストのデータ

整理、表やグラフの

作成②、発表準備 

・体力テストのデータの収集、表に整

理する。 

・グラフを作成し、特徴や傾向などわ

かったことをまとめる。 

・作成したグラフの発表方法を考え

る。  

・落ちや重なりがなく、見や

すいグラフになるように丁

寧に進めてもらう。 

・特徴や傾向などの着眼点を

示し、生徒の意見が出やす

くなるように支援する。 

① ① ② 

６ 〇体力テストの結果発

表（グループメンバ

ー向け） 

・体力テストの結果を発表し、見出し

たことを表現する。 

・教師がロールプレイなどで

どのように発表したらよい

か、見本を見せながら行っ

ていく。 

 ① ② 

７ ○体育の授業での体力

テスト結果発表会 

・前時の発表を踏まえて、体力テスト

の結果を体育の教師、他グループ生

徒向けに発表し、見出したことを表

現する。 

・友達の話を聞くときの注意

事項を確認するなど発表し

やすい雰囲気づくりを心が

ける。 

 ① ② 

 



８ 〇アンケートの実施 

〇題材のまとめと振り

返り 

〇自己評価表の確認 

・本題材で「何ができるようになった

か」自己評価表を活用して振り返

る。 

・できるようになったことが

生活面や学習面で活用でき

ることを知らせ、よさに気

付くことができるように支

援する。 

  ③ 

５ 本時の指導（６／８時間）７月 12 日（月）２校時 

  (1) 指導目標 

   ① 自分で作成した表やグラフを説明することができる。【思考力，判断力，表現力等】 

② 作成した表やグラフを発表することができる。   【学びに向かう力，人間性等】 

  (2) 評価規準 

   ① 複数のグラフを比較し、相違点などを説明することができる。【思考・判断・表現】 

   ② 表やグラフの発表に参加しようとしている。【主体的に学習に取り組む態度】 

  (3) 本時における生徒の個人目標 

生
徒
名 

本時の個人目標 

A 
①グラフの特徴を捉え、自分の考えを表現することができる。  

②iPad を活用して、全体の前で発表することができる。 

B 
①グラフの特徴を捉え、自分の考えを表現することができる。  

②iPad を活用して、全体の前で発表することができる。 

C ①グラフの特徴を捉え、自分の考えを表現することができる。 ②意欲的に発表会に参加することができる。 

D ①グラフの特徴を捉え、自分の考えを表現することができる。 ②意欲的に発表会に参加することができる。 

E ①グラフの特徴を捉え、自分の考えを表現することができる。 ②全体の前で発表することができる。 

F ①グラフの特徴を捉え、自分の考えを表現することができる。 ②全体の前で発表することができる。 

G ①複数のグラフを比較し、相違点などを答えることができる。 ②全体の前で発表することができる。 

H ①複数のグラフを比較し、相違点などを答えることができる。 ②全体の前で発表することができる。 

(4) 本時の展開 

 学習内容及び生徒の活動 指導・支援の手立て及び留意点（○） 
☆準備物 

★評価の視点 

導

入 

    

５

分 

・始めの挨拶・出席点呼 

・手洗い、手指消毒、 

体調チェック 

・マスク着用の確認 

・本時の学習内容の確認 

○号令に従い、起立して始めの挨拶をする。 

○コロナ感染予防のため、授業前に手洗い、手指消毒の確認

をする。 

 

○前時まで取り組んだ内容を振り返り、本時の学習内容の意

識づけを行う。 

☆マスク 

☆消毒液 

☆テレビ 

 

 

 

展

開 

 

 

 

35

分 

・発表する種目の確認 

・発表者と聞き役の心得と感想の

記入についての説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教師がロールプレイで良い例、悪い例を見せ、発表者と聞

き役の正しい態度を確認し、安心して発表できるような雰

囲気作りを心がける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆テレビ 

☆iPad 

☆感想記入シート 

★複数のグラフを

比較し、相違点な

どを答えること

ができているか。 

★表やグラフの発

表に参加しよう

としているか。 



・体力テストの結果発表と感想の

記入、発表 

○声を出して発表することが難しい生徒には、iPad の文字の

読み上げ機能を活用して発表してもらう。 

○感想の記入が難しい生徒には、良かった点を教師と振り返

りながら、記入を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

○発表中は、その都度、聞き役の態度を指導・支援する。 

ま

と

め

10

分 

・本時の振り返りと感想をワーク

シートに記入する。 

 

・終わりの挨拶 

○今日の授業を通しての総評を教師が行い、次時の他教師や

他グループの生徒への発表会について意欲が高まるような

言葉かけを心がける。 

○姿勢を正して終わりの挨拶をする。 

☆感想記入シート 

 

 

Ⅳ 仮説の検証 

 本研究の仮説に基づき、適切な実態把握のもと、生徒が自分の考えを「表現する場」を適切に設定

し、自己評価表を利用した振り返りを行うことで、数学のよさを実感することができたかを検証する。

検証方法として、授業での生徒の様子や振り返りシート、検証授業前後のアンケートから分析や考察

を行う。 

 １ 実態把握と目標設定について 

本研究では、行動観察や指導上の配慮事項等の聞き取りなど多面的な視点からの情報収集、整

理、それに加えて、既習事項の定着度を測るレディネステストで生徒の実態把握を行った。教科

担任等からの聞き取りでは、自分の答えに自信が持てない等の理由で、自分の考えを表現するこ

とが難しい生徒が全体的に多いことがわかった。レディネステストでは、グループ全員がデータ

の整理や棒グラフの簡単な読みなど知識・技能の基本的な内容は習得率が高かったが、紙面の大

きさや目的に応じて一目盛りの大きさを決める問題では誤答があった生徒が数名いた。一方で、

２つのデータを棒グラフで並べて表したり、大小を比較したりする生徒もいるなど、同じグルー

プの中でも学習の定着度に差があることがわかった。以上のことを踏まえ、生徒一人ひとりの学

習の定着状況と自己評価表の段階項目と照らし合わせ、目標設定を行った。表３、表４で本題材

の生徒の実態や目標を知識・技能、思考・判断・表現の各観点別にまとめる。また、主体的に学

習に取り組む態度の観点は、グループ全員を同じ目標とした。 

表３ 本題材における生徒の実態と題材目標（〇：生徒の実態、☆：個人の題材目標）【知識・技能】 

観
点 

生
徒
名 

データを整理して、表や棒グラフに表

したり、読んだりすることができる。 

紙面の大きさや目的に応じて一目盛

りの大きさを決めることができる。 

データを整理して、複数の棒グラフで

表したり、読んだりすることができる。 

棒グラフの特徴やどんなときに使える

かのかわかる。 

知

識 

・ 

技

能 

A      （解き進めがゆっくり）  

 
 

B    
 

C     

D     

E   

 

 

F   
 

 

G （解き進めがゆっくり）  

 

  

H    （集中が続きづらい）  

 

  



表４ 本題材における生徒の実態と題材目標（〇：生徒の実態、☆：個人の題材目標）【思考・判断・表現】  

観
点 

生
徒
名 

表やグラフに表すことで、差の大小について答えるこ

とができる。 

複数のグラフを比較し、相違点などを答えることがで

きる。 

グラフの特徴や傾向を捉え、その理由を表現すること

ができる。 

 

思 

考 

・ 

判

断 

・ 

表

現 

A （（場面緘黙）  

 

 

B  

（（場面緘黙）  

 

C  （発表が得意）  

 

D  （発表が得意）  

 

E   

 

F   

 

G   

 

H  
 

 

２ 数学のよさを実感できる授業の取り組みについて 

(1) 体力テストのデータ整理や棒グラフの作成、考察（第２時、第４時） 

    生徒が関心を持って取り組みやすい活動として、本研究では

体育の授業で行っている体力テストのデータ整理を学習課題

として設定した。まず、ペアで分かれて、１ペア２種目のデー

タ（31 人分）を分類整理し、記録が良かった生徒の男女別ベス

ト３や去年の記録より良くなった生徒を書き出す活動を行っ

た（図３）。分類分けの場面では、記録の集計に当たって誤り

があり、ペアで答えが合わないことが多く見られたが、答えが

合うまで粘り強く数えているペアの様子も見られた。普段の授

業と比べ、学習に取り組む態度も意欲的で質問も多くあったこ

とから、体力テストのデータ整理は生徒が興味・関心を持ち、

主体的に取り組むことができる学習課題であったと考える。 

次に、去年と今年の記録を分類整理した表を棒グラフで表す

活動では、目的に応じて一目盛りの大きさを決めるよう全体に

言葉かけを行った。生徒Ｇ、生徒Ｈは、棒グラフの作成の際に、

一目盛りの大きさを決められずにいたが、目盛りの数と数量が

最大の項目を示すことで、目的に応じて一目盛りの大きさを決

めることができた。さらに、作成した棒グラフについて、最大

値や最小値を捉えたり、項目間の関係や集団の持つ全体的な特

徴や傾向などを読み取ったりする活動を行い、「グラフを見て

気付いたこと」となぜそのような結果になったか「考えられる

理由」を答えてもらった（図４）。前述の生徒の実態把握であ

った通り、２つのグラフの違いなどは答えることができたが、

特徴やその理由を説明するのは難しかったようで、第２時での

記述では、「なんて書いていいかわからない」などの声が上が

り、生徒Ｂ、生徒Ｃ以外の６名が空欄であった。自分の考えや

その理由を書き表す手立てとして、２つのグラフの類似点や相

違点を見つけ、全体の特徴や傾向に気付くことを説明したり、

グラフを見る視点は人それぞれ違うので自信を持って気付い

たこと書くように言葉かけをしたりした。そうすることで、第４時の記述では、８名中６名が

図３ ワークシート① 

図４ 作成した棒グラフとその

特徴や考えられる理由 

図３ 記録を分類整理した 

ワークシート 



自分の考えやその理由を書き表すことができた。さらに空欄だった２名の生徒も、２つグラフ

の相違点を自分で答えることができており、教師と一緒にグラフの特徴や傾向を確認すること

で、自分で作成した棒グラフから特徴や傾向を捉え、考察したことを書き表すことができた。

これは気づきの視点を丁寧に説明し、自信を持たせる言葉かけが自分の考えを表現するための

手立てとして有効であったと考える。 

(2) 日常生活にある表やグラフの読み取り、考察（第３時） 

    ２つ目の取り組みとして、コロナウイルスの感染者数や

ワクチンの接種者数に関する調べ学習を通して、その結果

から考察したことを表現する活動を行った。具体的には、

iPad を用いて沖縄県とほぼ同じ人口の都道府県を探し、そ

の県と沖縄県の感染者数を比較して、なぜ沖縄県は他の県

と比べて感染者数が多くなったのか考えてもらった（図

５）。数値を調べる活動は自分で取り組むことができてい

たが、「なぜ、このような結果が出たか」の問いに関して、

初めの段階で答えを書くことができたのは８名中生徒Ｃの

１名であった。そこで、沖縄県の特徴について考えてみる

ように促すと、「あっ、観光客が多いからだ」や

「暑いからマスクつける人が少ないんじゃな

い？」という声がすぐに上がり、グループ全員が

自分の考えを書き表すことができた。また集中力

が続きにくい生徒Ｈが、iPad を用いた調べ学習に

意欲的に参加し、教師に質問を繰り返しながら自分の考えを書き表すことができた（図６）。

これは、身近な課題設定や iPad の活用により思考が促され、主体的な活動につながったと考え

られる。 

(3) 授業を実践していく中での生徒の変容 

第２～４時で日常生活に関連した学習課題

を設定して授業を行ってきた中で、毎授業の

最後に、「棒グラフのいい所、見つけました

か」等の質問をした。「見つけた」と回答し

たのは、初めの授業では８名中、比較的発言

が多い生徒Ｃのみであったが、授業を行って

いくと「見つけた」の回答が徐々に増え、第

４時では生徒Ｂ、Ｃ、Ｆの３名に増えていた。

その要因として、日常生活に関連した学習課

題に繰り返し取り組んでいく中で、生徒が棒

グラフの必要性を徐々に感じてきたのではな

いかと考察する。また、生徒Ｃの感想を比較

すると、第２時と第４時で変容が見られた（図

７）。これは、単に数量の大小がわかるグラ

フのよさから、複数の棒グラフを組み合わせ

ることで比較がしやすくなるというグラフの

よさに生徒Ｃが気付いたものと考える。 

３ 「表現する場」の設定について 

体育の授業を利用して、去年の記録を上回った生徒名の読み上げや生徒が作成した去年と今年

の記録を並べた棒グラフを見て、そのグラフの特徴や傾向、その考えられる理由を体育の教師や

図５ iPad を使って調べる生徒の 

様子 

図６ 生徒Ｈの記述 

図７ 生徒Ｃの感想の変容 

1回目の授業（第 2時） 

３回目の授業（第 4時） 



他グループの生徒に発表する場を設けた（図

８）。まず、発表準備として、シナリオを生徒

一人ひとり自分用に作成し、発表会の予行演習

を行った。発表時にワークシートを映し出すテ

レビ画面は、ペアの生徒が iPad を操作し、生徒

主導で発表が行えるように取り組んだ。場面緘

黙のため人前で声を出しての発表等が難しい

生徒Ａ、生徒Ｂには、読み上げアプリを使って、

生徒のシナリオを読み上げるようにし、グルー

プ全員が安心して発表会に参加できる場の設

定を心がけた。本番の発表の場は、大きなスク

リーンを使った広い会場であったが、全員が堂々と発表をすることができた。発表会に参加した

体育の教師からは「iPad を使って大きい会場での発表とても素晴らしかったです。」「グラフが

皆さんとても見やすかったです。」等の感想を頂いた。 

発表後の振り返りでは、「棒グラフは日常生活で役に立っていると感じましたか？」という質

問に８名中６名が肯定的な回答であった。さらに、生徒からは「グラフを使ってうまく発表でき

てよかったです。」と感想があり、数学的にわかりやすく表現することのよさに気付いている姿

を見とることができた。また今回、広い会場、大勢の人の前で発表ができたことや他教科の教師

からの激励は、生徒にとって大きな自信になり、このような取り組みを繰り返し行っていくこと

で数学を活用しようという意欲の育成に繋がっていくと考える。今後も引き続き、生徒が数学の

よさを感じ、自信が持てるような表現する場を設定していきたい。 

４ 自己評価表を利用した振り返りについて 

題材開始時に前時に行ったレディネステスト等

を踏まえて、現在の学習の定着状況と目標を教師

と一緒に確認し、それを自己評価表に記入した。そ

して題材終了後の振り返りに目標を達成できたか

生徒一人ひとりと確認した（図９）。目標に対して

「これはできた」と言って、自信をもって丸を付け

る生徒がいた一方、「できたかどうかがわからな

い」との声があったので、これまで取り組んできた

ワークシート等を振り返ることで、「そういえば、

こういうことやった（できてた）ね」と目標達成を

確認することができた。次に、授業を通してできる

ようになったことが日常生活でどのように生かさ

れているか、今回の授業で活用した表やグラフを

出しながら説明を行った。グラフが日常生活で活

用されていることを理解している様子が見ら

れ、その後の感想では、８名中３名が感想、残り

の５名が「わかったこと」を書くことができた。

グループ全員が肯定的な感想を書くことがで

き、「棒グラフは見やすい」といったグラフのよ

さに気付いた感想やグラフの有用性を感じてい

る感想が見られた（図 10）。以上のことを踏ま

えて、振り返りの場面でグラフのよさに気付く

手だてとして、「できたこと」がわかる自己評価表の利用は有効であったと考える。 

図９ 題材後の自己評価表 

図８ 発表会の様子 

図 10 グラフのよさに気付いた生徒の振り返り 



一方、今回学習した表やグラフについて、ニュースや天気予報等でも活用されていることを説

明すると、「ニュースのグラフは難しいから一人では読めない」「（グラフを読める）自信がな

い」等、生徒自身、グラフの活用に積極的でない意見が多かった。これは、「授業以外でもやっ

てみよう」という自信や主体的に取り組む意欲がまだ足りておらず、日常生活での活用について

は必要性を感じることができなかった生徒が多かったと考察する。今後も繰り返し日常生活に関

連した学習を行い、数学を日常生活で活用しようとする態度を育成していくことが重要であると

考える。 

５ 数学のよさを実感できた姿の評価について 

題材前後に実施した、数学のよさを感得に

関するアンケート調査の結果から数学のよさ

を実感しているかの変容を分析する。「あて

はまる」、「どちらかといえばあてはまる」の

回答を肯定的な回答として捉える。題材前後

を比べると「数学は日常生活に必要であると

感じる」の項目に関しては、肯定的な回答が

増えていた（図 11）。他にも、数学のよさの

認識に関する項目は肯定的な回答が増えてい

た（図 12）。その要因として、本研究におけ

る題材が日常生活にあるデータを整理し、表

やグラフを活用して解決する学習内容であっ

たため、表やグラフの有用性、簡潔性を感じ

やすく、数学のよさの認識につながったと考

えられる。 

６ 検証のまとめ 

  他教科と連携し、日常生活に関連した学習課題や学習したことを表現する場を設定することで、

生徒がグラフ（数学）の有用性や数学的にわかりやすく表現できることのよさに気付く姿を見と

ることができた。また、自己評価表を利用した振り返りにより、できるようになったことが日常

生活に活用されていることがわかり、生徒がグラフ（数学）のよさについて実感することができ

たと考える。一方で、ほとんどの生徒が数学のよさを実感できているものの、数学の活用につい

ては、積極的でない意見が多かった。今後も繰り返し日常生活の関連した学習課題を設定するこ

とで、生徒が数学のよさを実感し、日常生活で生徒が数学を活用しようとする態度を育成できる

ように継続的、段階的な指導を行っていきたい。 

 

Ⅴ 成果と課題 

 １ 成果 

  (1) 他教科と連携し、日常生活に関連した学習課題を設定することで、生徒が意欲的に学習に取

り組み、グラフの有用性を感じることができた。 

  (2) 「表現する場」を設定することで、生徒が数学的にわかりやすく表現することのよさに気付

くことができた。 

  (3) 自己評価表を利用した振り返りを行うことで、生徒が「できるようになったこと」を認識し、

グラフのよさに気付くことできた。 

２ 課題 

(1) 今後、日常生活に関連した課題設定をさらに工夫し、生徒が意欲的に取り組める授業を実践

する。 

(2) 数学を日常生活で活用しようとする態度を育成する授業を検討していく必要がある。 

図 11 数学の有用性を感じている（Ｎ=８） 

図 12 数学の簡潔性を感じている（Ｎ=８） 
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