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数学的な表現力を高める授業の工夫
— 協働的な学び「問題づくり」を用いた記述指導を通して（第１学年）—

沖縄県立開邦高等学校教諭 渡嘉敷 真 吾

Ⅰ テーマ設定の理由

21世紀は「知識基盤社会」と言われ、変化が激しく常に新しい未知の課題に試行錯誤しながらも対

応することが求められる社会であることから、政府は、2020年より実施される「学習指導要領の改定」

（高等学校は2022年より）と「大学入学共通テスト」という２つの大きな教育改革を策定した。この

改訂は、身につけた知識や技能をもとに、自分で思考し、判断し、表現する力を養い、実社会で活躍

できる資質や能力を育成することを目標としている。特に、大学入学共通テストにおいては、国語と

数学に記述式問題が導入され、数学の試験では、文章や図表、グラフなどを用いて考えたことを数式

などで表したり、問題解決の方略などを正しくかき表したりする力などが評価される。

本校は、平成28年度より「専門的な研究活動を通じて生徒の思考力、判断力、表現力を高め、物

事の原理や真理を探究する力を持った生徒を育てる」ことを目標に学術探究科を設置した。２年生

で履修する「文科・理数探究」の授業では、４・５名のグループで、日々の学習内容に留まらない

範囲で自ら研究課題を設定し、仮説を立て、主体的かつ対話的で深い学びを軸に１年間かけて探究

活動に取り組むなど、次期学習指導要領を先取る形でのカリキュラムを実施している。

数学の授業においては、生徒の関心や意欲は十分に高く、基礎的・基本的な知識や技能を持ち合

わせている。日々の授業においても、教師の発問に対して積極的に答え、教師をも驚かせるような

思考や独創的な解法を提示するなど活気がある。定期考査や模擬試験の結果をみると、答えのみを

問う設問の正答率は高く、記述式問題においては、単に式の羅列のみで説明が不十分である等、完

全解答できていないケースが見られた。試験後の誤答ノートの反省からは「記述式の答案で、どの

ように書いてよいのか分からなかった」という声が多くある一方で、「試験後に振り返るとできた」

という声もあった。このことから、単に「記述式解答ができない」のではなく、授業で学習するよ

うな基本的な知識や技能を基に断片的な設問を解決する能力は十分に有しているが、これらを論理

的な筋道を立てて、体系的に繋ぎ合わせていく力を育む必要性が窺える。これまでの授業を振り返

ると、教科書の記載事項に合わせ、単元の導入から定義、定理や性質の証明、それらを活用する例

題を教師が示した後に、生徒が練習問題で定着を図るという教師主導型の授業が主であった。また、

数学科全体の取り組みとして、授業内容の理解と記述力の向上を図るために15分程度で取り組むこ

とができる「日々課題」を課し、添削指導を行っているが、これも教師と生徒一対一のやりとりで

あり、他の生徒が「どのように考えているのか、どのような答案をかいているのか」ということを

参考に知識や技能を共有するような「協働」の場が少なかった。それ故、本質の理解が十分でなく、

問題解決の方略などを正しく書き表したりする力を高めることができていないという反省があり、

授業の改善が急務となった。

そこで、本研究では学習形態を工夫し、単元のまとめにおいて生徒に主体的にその分野における類

題を作成（問題づくり）させ、また同時に模範解答も作成（解答・解説づくり）させる。それらを他

者と共有し、作問の意図や模範解答を深く吟味することで、本質をより深く理解し、論理的な筋道を

立て、適切なことばや数、式、図、表、グラフなどを用いて、分かり易い解答を作成することで数学

的な表現力を高めることができるのではないかと考え、本テーマを設定した。

〈研究仮説〉

既習の知識や技能をいかし、グループ活動において生徒が主体的に新たな問題とその模範解答例

を作成し、互いに共有して考察を深めることで数学的な表現力を高めることができるであろう。
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Ⅱ 研究内容

１ 数学的な表現力について

中央教育審議会答申において、「根拠を明らかにし筋道を立てて体系的に考えることや，言葉

や数，式，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などの

指導を充実する」ことを求めている。本研究における「数学的な表現力」とは、問題の構成を

既習の知識を用いて整理することでその問題の本質を十分に理解した後、解決の方略を練るに

当たっての適切なことばや数、式、図、表、グラフなどを選択し、論理的に筋道を立ててかく

力と捉える。その力を高めるには、自分の思考を整理し、理由や根拠を基に自分のことばで他

者に説明し合う場が必要だと考える。本研究では、「問題づくり」を通して自分の考えを自分の

ことばで説明し合い、グループ内で数学的な表現を高め合う場を設ける。そのような協働的な

学びの中で、他者を納得させるために適切な表現を駆使して説明することで、数学的な表現力

を高めていく。

２ 記述指導について

(1) 求められる背景

高等学校学習指導要領解説数学編において、「記述式問題，知識・技能を活用する問題に課

題が見られる」との指摘を踏まえ、中央教育審議会は「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及

び特別支援学校の学習指導要領の改善について」（平成20年１月）の答申を行った。具体的に

は、基礎的・基本的な知識・技能の習得の基盤の上に、思考力・判断力・表現力等を育むため

に、観察・実験、レポートの作成、論述など知識・技能の活用を図る学習活動を発達の段階に

応じて充実させる必要があると述べている。つまり、これまでは知識や技能の習得が大きな目

標だったのに対し、今後は、身につけた知識や技能をもとに、自ら思考し・判断し・表現する

力を養い、実社会で活躍できる資質や能力を育成することが求められる。これらを活用する力

として記述式問題に対応するための思考力・判断力・表現力を高める指導を重視することが必

要である。

(2) 大学入学共通テストについて

平成25年「教育再生実行会議」の第四次提言「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学

者選抜の在り方について」において、現行の大学入試制度について、「大学での学びに必要な

教養や知識等が身についているかどうかを確認する機能が十分発揮されていない」という厳し

い指摘がなされた。これを受け文部科学省は、2022年度より現行の「大学入試センター試験」

（以下センター試験と略す）に代わる「大学入学共通テスト」（以下共通テストと略す）の実

施を策定した。共通テストは、「各教科・科目の特質に応じ、知識・技能を十分に有している

かの評価も行いつつ、思考力・判断力・表現力等を中心に評価を行うもの」とある。数学の

試験においては、現行のセンター試験のように、予め与えられたプロセスに沿って課題を解

決していく問題ではなく、文章や図表、グラフなどを用いて考えたことを数式などで表した

り、問題解決の方略などを正しくかき表したりす

る力などを評価するために記述式問題が導入され

る。平成29年５月に公表された共通テストが評価

する資質・能力については「解答させる内容（問

題の例）と資質・能力と出題形式の関係図」にお

いて整理されている。そこでは、表１の「共通テ

ストが評価する資質・能力について」と表２の「共

通テスト出題形式について」の掛け合わせによっ

て問題が構成されている。

Ｈ29 後期

①焦点化された問題を解く

②問題を焦点化する（数式，図表，グラフなど）

③問題を焦点化する（問題解決の方略など）

④問題解決のプロセス全体を表現する

○知識・技能の利用

○焦点化した問題を解決すること

○数学を活用した問題解決に向けて，構想・見

通しを立てること

○解決過程を振り返り，得られた結果を意味づ

けたり，活用したりすること

表１ 共通テストが評価する資質・能力ついて

表２ 共通テストの出題形式について
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(3) 選択式・記述式と「思考のプロセス」の関係について

中央教育審議会教育課程企画特別部会では、「数学科における資質・能力を育成する学習過

程として，事象を数理的に捉え，数学の問題を見いだし，問題を自立的，協働的に解決するこ

となどを柱」として思考のプロセスについて着目し、表３のように整理している。

さらに、問題解決における選択式と記述式の思考のプロセスについてまとめた。

① 選択式問題と「思考のプロセス」

選択式の問題では、表３のうち、焦点化された問題に

ついて、目的に応じて数式、図表、グラフなどを活用し、

一定の手順にしたがって数学的に処理すること等（ⅰ）

によって、数値等の解答を得る。その後、出題者が提示

した選択肢の中から、（ⅰ）の結果と適合するものを選択

し、解答する。つまり、選択式における思考のプロセス

は図１の点線枠内に留まる。

② 記述式問題と「思考のプロセス」

これに対して、記述式の問題では、表３のうち、数学

的な処理を行って解決して結果を求めるために問題を焦

点化して数式、図表、グラフなどで表現すること（ⅱ）

や、問題場面で成り立つことが予測される数学的な事柄

・事実や問題解決に向けた構想を立てることなど問題解

決の方略を表現すること（ⅲ）。さらには、いわゆる証明

問題などの、数学における問題解決のプロセス全体の表

現（ⅳ）を行う。つまり、記述式問題における思考のプ

ロセスは図２の点線枠内である。

以上より、記述式には、選択式と比べて問題を焦点化するための思考力やプロセス全体を書

き表すための数学的な表現力が必要であり、「数学を活用した問題解決に向けて構想・見通し

を立てること」に関わる資質・能力が求められる。これらは、「共通テスト」において求めら

れる能力であり、実社会で活躍するためにも必要な力である。

(4) 協働的な学びについて

中央教育審議会答申によると、「これからの学校は，基礎的・基本的な知識・技能の習得に

加え，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等の育成や学

習意欲の向上，多様な人間関係を結んでいく力の育成等を重視する必要がある。これらは，

様々な言語活動や協働的な学習活動を通じて効果的に育まれることに留意する必要がある」

と記している。さらに、新井紀子（2007）は、「レベルが異なる生徒同士が互いに説明したり、

説明を読み解いたり、といった活動をすることが説明能力の向上には重要」と述べている。

本研究では、「協働的な学び」として授業の中でグループ活動を取り入れる。グループ活動に

おいて生徒同士の多様な発想や思考を会話によって意見交換する過程で、自分の考えを他者

に分かり易く伝えるために適切な方法を選択したり表現を工夫したりすることや、他の生徒

がどのように考え、どのような答案を作成しているのかという知識や技能を共有することで、

これまで持ち合わせていなかった新たな発見が期待される。その結果として、自身のこれま

での答案作成において不足していたり分かりにくい表現に気付き、それを改め、他者を納得

問題を数学的に捉える

問題を焦点化する

焦点化された問題を解く

結論の活用

（ⅱ）数式、図表、グラフ
（ⅲ）問題解決の方略など

※主に、記述式

（ⅰ）結論（数値など）
※主に、選択式

（ⅳ）
証明
など
※記述式

問題を数学的に捉える

問題を焦点化する

焦点化された問題を解く

結論の活用

（ⅱ）数式、図表、グラフ
（ⅲ）問題解決の方略など

※主に、記述式

（ⅰ）結論（数値など）
※主に、選択式

（ⅳ）
証明
など
※記述式

・日常生活や社会の事象、数学の事象について数学的に捉えること（問題を数学的に捉える）

・数学を活用した問題解決に向けて構想・見通しをたてること（問題を焦点化する）

・焦点化した問題を解決すること（焦点化された問題を解く）

・解決した結果について、解決過程を振り返り、得られた結果を意味づけたり、活用したりすることや、概念

を形成したり、体系化したりすること（結論の活用）

表３ 「思考のプロセス」の整理

図１ 選択式問題と「思考のプロセス」

図２ 記述式問題と「思考のプロセス」
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Ｈ29 後期

させることを十分に意識するような答案作成をすることで、数学的な表現力を高めていく。

本クラスの生徒は学習に対する意欲が高く、活発な意見交換が期待できることからグループの

編成はランダムに行う。また、ペアでの話し合いとの連動ができ、個人が役割をしっかりと持

てるようにグループの構成人数を４人とし、協働的な学びが円滑にできるようにする。

(5) 問題づくりについて

竹内芳男・沢田利夫（1984）は、原問題（予め用意された問題）をもとに、生徒自らが問題

づくりをする活動を「問題の発展的な扱い」として図３で捉え、「発展的な問題を多様に生み

出すためには、原問題を十分に理解していなければならない。そのためにも、原問題の解決が

必要である。そして、他の生徒の発表を聞くことによって、自分の気付かなかった解き方を知

ることができ、原問題に対する理解を深め

ることができる」と説明している。さらに、

「問題の発展的な扱いによる授業に期待で

きること」として表４の７点を挙げている。

これまでの授業は、生徒は教科書や問題

集などの与えられた問題を解くということ

がほとんどであり、その問題を解くために、

必要な公式や定理を引用したり、類似問題

の解法を参照することで解答を作ってきた。

しかしながらこの方法は、その問題に対す

る一対一の答案を作成するのみで、例えば

「定義域を変えてみるとどうなるか」とか

「さらに条件を加えるとどうなるか」とい

う問題を発展的に追究しようとする態度が

育ちにくいと考えられる。そこで、問題が

含んでいる本質を深く理解するために、生

徒自身が主体的に問題を作成する「問題づくり」という活動を取り入れる。その問題づくりに

おいて、生徒は自然に問題を「解く」という作業も同時に行うことで解答の根拠を明らかにし、

論理的に筋道を立てて答案を組み立てる力が育まれると考える。

本研究では、教師によって「原問題」を提示する。原問題は、解答のプロセスが予め記され

ている「センター試験型」の問題とする。生徒は、この原問題の要点を整理するために解答の

プロセスを省いた「記述試験型」に書き換える。次に、問題において、定数を変数に改めて一

般化したり、条件の変更等をおこなうことで、問題を作り替える。後に、その作り替えた問題

の解答のプロセスを構築することでセンター試験型の問

題に改めることを目指す（図４）。

この一連の問題づくりにおいては、「問題の要点を自

身で理解すること」「解の存在について検証をおこなう

こと」「論理的な筋道を立てて、解答のプロセスを構築

すること」の３点が期待できる。また、生徒に「問題づ

くり」をさせる授業においては「既習の知識では解けな

い問題」や「解が存在しない問題」等が生じることが考

えられる。このような問題は普段の授業で使用してい

る教科書や問題集では見られないため、対処の方法に

困ることが想定される。しかしながら、本授業においてはこれらを活用し、「なぜ解けない、

なぜ解が存在しない」のかを考えさせることで別のアプローチから問題を再検証する視点を持

たせ、本質の深い理解に繋がり、適切なことばや数、式、図、表、グラフなどを用いて分かり

① すべての生徒が積極的に授業に参加する

② 自分の力に応じてだれもが精いっぱい学習に励む

③ 数学に興味を感ずる

④ 発見の喜びが味わえる

⑤ いつでも「問題を発展させる」態度がつくられる

⑥ 個別学習と集団学習の調和した授業が展開できる

⑦ 多様な観点からの評価を可能にしてくれる

（第１段階）普通の問題を多様な考えで解決する。

問題Ｐ 解答Ｓ０ ０

（第２段階）はじめの問題をもとに一部分を変えるなど

して、類似の新しい問題をつくる。

問 題Ｐ 問題Ｐ０ １

問題Ｐ 問題Ｐ０ ２

問 題Ｐ ･･････０

題 Ｐ 問題Ｐ０ n

（第３段階）新しい問題を解く。

問題Ｐ 解答Ｓ (1≦i≦n)i i

図３ 「問題の発展的な扱い」

表４ 問題の発展的な扱いによる授業に期待できること

図４ 「問題づくり」のながれ

センター
試験型

記述
試験型

センター
試験型

記述
試験型

条件の
変更

形式の変換

形式の変換

原
問
題

作
問
題

①

②

③
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易い答案を作成することができると考える。

これまでの記述指導は、各種課題や考査の答案を基にした教師による個別的な添削指導を主に

行っていた。これを踏まえ、さらに生徒がより能動的に記述力を高めるような指導で、かつ、教

師にとって時間的に効率のよい指導を行っていきたい。本研究では、生徒同士の多様な思考を可

視化することを目指した協働的な学び「問題づくり」を用いた記述指導を実践することで数学的

な表現力を高めることを目指している。

Ⅲ 指導の実際

１ 単元名 二次関数

２ 教材名 東京書籍 「数学Ⅰ Ａｄｖａｎｃｅｄ」

３ 単元の目標

二次関数とそのグラフについて理解し、二次関数を用いて数量の関係や変化を表現することの

有用性を認識するとともに、それらを事象の考察に活用できるようにする。

４ 単元の具体的な評価規準
関心・意欲・態度 数学的な見方や考え方 数学的な技能 知識・理解
二次関数とそのグラフや 事象を二次関数を用いて 二次関数を用いて数量の 二次関数とそのグラフ及

値の変化に関心をもつとと 考察し表現したり、その過 変化を表現し、関数の値の び関数の値の変化における
もに、関数を用いて数量の 程を振り返ったりすること 変化を調べることができ 基本的な概念、原理・法則
変化を表現することの有用 などを通して、関数的な見 る。 などを理解し、知識を身に
性を認識し、事象の考察に 方や考え方を身に付けてい 付けている。
二次関数を活用しようとし る。
ている。

５ 単元の指導計画と評価規準
時 学習活動 指導上の留意点 評価規準【方法】

第 ・検証前確認テスト（30分)３題程度 全 ・必要ならば教科書、ノ ・確認問題において基本

１ ・各自に解説を配布し個人で答え合わせを行う 体 ートを参照させる。 的な概念・原理・法則

時 ・グループで答案の検討を行う（振り返り） グ ・グループでの振り返り などを理解し、知識を

・一斉形式で教師が説明後に再度グループで問題と ル は「別解」に視点がい 身につけている。

解答の検証（別解答の考察）を行う

－

くように留意させる。 [知識・理解]

プ ○確認テスト

第 ・問題、解説づくりについての説明 全 ・グループでの話し合い ・二次関数における考え

２ ・前時の課題をグループで紹介し合い、他者が作成 グ については、発展的な 方に関心を持ち、問題

時 した問題を解いてみる（10分） ル 話し合いができるよう や解説づくりをしよう

・作問者が作成した解説を基に答え合わせを行う

－

に適宜フォローする。 とする。[関心・意欲

・問題や解説に対する吟味をグループで行う プ ・作問の根拠や解説の論 ・態度]

・グループを指名し、クラス全員に紹介する 理的な筋道も意識させ ・グループ活動すること

・クラス全員で問題と解説に対する評価を行う 全 る。 で自分の考えを他者に

・作問の意図や解説の評価を全員で行う 体 分かり易く説明したり

第 ・前時の課題（原問題）の答え合わせ 全 ・問題づくりについては， 思考の新たな発見をし

３ ・原問題のポイントをグループで話し合う グ 生徒が参照できるよう ようとする。［数学的

時 ・問題づくり①（センター型→記述型への形式変換） ル な例を予め準備し、提 な見方や考え方］

・グループ内で問題・解説を紹介し吟味する

－

示する。 ・問題、解説づくりを通

・問題づくり②（条件変更などの作り替え） プ して、論理的な筋道を

・作問の意図や解説の評価を全員で行う 立てて考察する。

第 ・前時に作成した問題の復習 全 ・全体発表のために、予 [数学的な見方や考え

４ ・問題づくり③（記述型→センター型への形式変換） グ めグループに模造紙と 方]

時 ・グループで問題・解説を紹介し吟味する ル マジックを配布してお ○課題

・作問の意図や解説の評価を全員で行う

－

く。 ○グループ活動の観察

・模造紙に書き写し、黒板に掲示し発表する プ ○振り返りシート

・解説の検証を全員で行う

第 ・検証後確認テスト（30分)３題程度 全 ・記述力の観点から確認 ・答案作成の技術を身に

５ ・グループで採点を行う(20分) 体 テストを点検する。 つけている。

時 ・アンケート記入（10分） [数学的な技能]

○確認問題

○振り返りシート
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６ 本時の指導（３／５時間）

(1) 目標と評価規準

・二次関数における考え方に関心を持ち、問題や解説づくりをしようとする［関心・意欲・

態度］

・グループ活動することで自分の考えを他者に分かり易く説明し、思考の新たな発見ができ

る［数学的な見方や考え方］

・問題、解説づくりを通して、論理的な筋道を立てて考察する［数学的な見方や考え方］

(2) 授業の展開
学習活動 （○：教師・●生徒） 形 指導上の留意点 評価の観点

導 １．出席確認 全 ・事前に解答は生徒へ配布し、朝 ・二次関数における
入 の学習時間で確認しておくよう 考え方に関心を持

２．本時の授業内容の確認 体 に指示しておく。 ち、問題や解説づ
３ ○授業内容について口頭で説明する。 ・この課題が原問題となる（セン くりをしようとす
分 ●答え合わせを済ませた課題を準備してお ター試験の過去問題より）。 る。

く。 ［関心・意欲・態度］
展 ３．グループで検討会 グ ・特に模範解答以外の方法での解
開 ○グループで互いの答案を比較させながら ル 答について着目するように促す。・グループ活動する
① 課題の解答を検証させる。

－

ことで自分の考え
●自分の解答、他者の解答、模範解答の３ プ を他者に分かり易

10 つを比較し同じ解法や異なる解法を発見 く説明し、思考の
分 する。 新たな発見をしよ

うとする。
［数学的な見方や考
え方］
・問題、解説づくり
を通して、論理的

４．問題づくり① グ ・グループの隣り同士で同じ原問 な筋道を立てて考
○原問題（５題）を１題につき２つのグル ル 題を扱うことにする。 察する。
ープに割り当てる。

－

（例：グループ①とグループ② ［数学的な見方や考
○割り当てられた問題を「記述型」の問題 プ は原問題１を扱う） え方］
に形式を変更させる。その際、模範例も ・問題の概要は変えずに、形式の ○課題
同時に示す。 みを変更させる。 ○グループ活動の観

●グループで相談し、まとめたものをワー ・ワークシートに記入させる。 察
クシートに記入する。 ・あまり時間をかけないようにす ○振り返りシート

る。
展 ５．問題づくり② グ ・模造紙Ｂ１サイズ一枚、マジッ
開 ○「問題づくり①」で作成した記述式問題 ル ク（黒・青・赤）の準備
② を基にして新しい問題を作成させる。

－

・模造紙は縦置きで使用させる。
●グループで相談しながら問題を作成し、 プ マジックの色分けについては下

30 完成したら模造紙にかく。 記の通り
分 黒→問題文の本文

青→変化させた箇所
赤→その他

６．全員での検討会 全 ・全員で考察できるような問題を
○１～２題を選び、黒板に提示する。 選ぶようにする。
○作問したグループの代表者に作問した問 体 ・教師が説明をせずに、生徒が主
題の意図やポイントを説明させる。 体的に発言するような発問を心

●指名されたグループの代表者は全体に説 がける。
明する。

ま ７．振り返りシート記入 全 ・振り返りシートは進路委員で回
と ●振り返りシートを記入する。 収させる。
め ８．次時の予告と課題の提示 体
７ ○次時の内容を伝え、課題を提示する。
分 課題：問題づくり②で作成した問題をセ

ンター試験型に改めてみる。

グループ活動では、互いの答案を比較ができ、他

者に分かりやすく説明したり、他者の説明を聴い

てこれまで気づかなかった発見が期待できる。

グループ活動は、苦手意識の高い生徒が得

意な生徒に質問しやすい状況があり、様々

な意見交換が活発に行われる。

Ｈ29 後期
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７ 仮説の検証

本研究では、第１学年１クラス（40名）を対象に、数学Ⅰの「二次関数」の章末において、

協働的な学び「問題づくり」の活動が、生徒の数学的な表現力を高めることに有効であったか

を検証する。授業の前後においてアンケート調査と確認テストを実施

し、さらに、授業で使用したワークシートや振り返りシートへの記述

から変容を見取ることとした。また、アンケートの回答選択群は表５

の四択とし、「ア」「イ」を肯定的回答、「ウ」「エ」を否定的回答と捉

えることとする。

(1) 協働的な学びに関する検証

① 自分の考えを分かり易く伝えること

既習の知識を基にして、他者を納得させるために表現を精選したり、工夫しようとするこ

とは、数学的な表現力を高めるために必要な活動である。

第１時の授業において、確認テストを実施した後にテストの模範解答を配布し、正誤の確

認をグループで行うように指示した。その際、それぞれのグループの話し合いを聴くと、始

めは、互いの答案の結論の正誤のみを確認することが主となって、答案の過程を注視する様

子があまり見られなかったが、教師の「この問題の作問者の意図は何か？」という発問をき

っかけに、グループの中では「判別式を利用させたい問題であろう」「グラフをかいて考え

ないとミスが起きてしまう」など、答えに至るまでのプロセスや注意すべき点を活発に話し

合う姿勢が生まれ、自分の答案の説明をもとに、問題のポイントが何なのかを話し合うこと

ができた。アンケートによると、「自分の考えを適切なことばや数，式，図，表，グラフ等

を用いて他者に説明することはできますか？」という質問に対し、肯定的な回答が36％（事

前）から49％（事後）と、13ポイント増加した（図５）。これまでの一斉授業では、生徒は、

個々の思考・判断のみによって答案を作り上げることが主であったが、協働的な学びの場に

おいて、他者を納得させるために「自分の考えを分かり易く伝える」という実践で、数学的

な表現を適切に用いようとする意識の高まり

が窺える。一方で、事後アンケート自由記述

欄より「理解はしていたが、どのように伝え

てよいか悩んだ」「より適切な表現があるは

ず」という記載があることから、グループで

の学び合いを計画的かつ継続的に取り組むこ

とで否定的な回答をした生徒も徐々に肯定的

意見に変容していくと考えられる。

② 他者の考えを傾聴すること

事前アンケートにおいて「他の生徒の考え方や答案のかき方を参考にしてみたいですか？」

という質問に対し、肯定的な回答が95％であった。

このことは、一斉授業では他の生徒がどのように

考えていたり、どのような答案をかいているのか

を知る機会がほとんどないためであると考える。

検証授業では、グループで話し合う時間をできる

だけ長く設け、他者にしっかりと耳を傾け、一人

一人の考え方を大事にしながら自分の考察との関

連性や相違点を見つけるように指示した。図６の

事後アンケートにおいて、「グループで数学の問題

に取り組むことで，自分以外の考え方の発見はありましたか？」という質問に対し肯定的な

表５ アンケート選択群

14 高等学校 数学

ア－あてはまる

イ－ややあてはまる

ウ－ややあてはまらない

エ－あてはまらない

図５ 適切な数学的表現を用いて
他者に説明すること（n=39）

図６ 自分以外の考え方の発見（n=39）

8%

13%

41%

23%

49%

62%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

後

前

あてはまる ややあてはまる
ややあてはまらない あてはまらない

「自分の考えを適切なことばや数，式，図，表，グラフ
等を用いて他者に説明することはできますか？」

65%

32%

3% 0%
あてはまる

ややあてはまる

ややあてはまらない

あてはまらない

「グループで数学の問題に取り組むことで，
自分以外の考え方の発見はありましたか？」
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回答が97％と高く、自由記述欄では、「新たな解法

に気付いた」「問題のヒントを得る」などの新たな

発見があることが分かった。さらに、図７の「グ

ループ内で他者に説明する場面を増やすことで，

『表現力』は高まると思いますか？」という質問

にも97％の肯定的な回答があり、「説明や理由がし

っかりかいてあるとすぐに理解できた」との感想

もあることから、グループ活動で自分以外の考え

に耳を傾けてしっかりと聴くことは、自身のこれ

までの答案作成において記述が不足していたり分

かりにくい表現に気付くことができ、自分の答案を客観的に見直すことができたと考える。

③ 協働的な学びにより数学的な表現力は高まったか

図８は生徒Ｓ１の事前、事後の確認テストにおいて同種の設問の記述答案を比較したもの

である。検証前のテストでは式変形の羅列のみで、「どのような式変形をするのか」、「なぜ

答えがこうなるのか」の記述が無かったが、検証後のテストでは、式変形の説明文「平方完

成すると」、答えを導くための理由付け「頂点が一致するためには①、②の頂点の座標が同

じになればいいから」が記されている。当該生徒の事後アンケートからは、「グループでの

活動で、他の生徒の答案のかき方が参考になった」とあり、解答を組み立てる際に、他者を

納得させる説明を十分に意識した上で数学的な表現を適切に用いることができていた。

図９は、検証前後の確認テストにおいて、受験者（39名）の記述解答の中で「説明が記

されているか」「理由付けが記されているか」「適

切な図・グラフをかいているか」の３項目につい

てそれぞれ「概ね満足できるもの」を数え上げた

ものである。検証前と比べて数学的な表現を適切

に用いる記述が増えている。

以上より、「協働的な学び」において他者に自

分の考えを分かり易く伝えるために数学的な表現

を適切に用いることの重要性を理解し、他者の考

えを傾聴することで新たな発見を得て、自分の記

述解答を多面的に捉えることができ、数学的な表

現力が高まったと考えられる。

【検証前確認テスト】
式変形の羅列のみである

【検証後確認テスト】
「説明文」や「理由付け」が記されている

図８ 生徒Ｓ１の確認テストにおける変容

式変形

のみ
式変形の説明文

条件を満たす理由付け

Ｈ29 後期

図７ 他者に説明することで
「表現力」は高まるか（n=39）

図９ 検証前後確認テスト
数学的な表現の変容比較（n=39）

28%
41%

28%

67%
56% 59%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

説明 理由 図・グラフ

検証テスト前後の比較

前
後

62%

35%

3%
0% あてはまる

ややあてはまる

ややあてはまらない

あてはまらない

「グループ内で他者に説明する場面を増やすこ
とで，「表現力」は高まると思いますか？」
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(2) 問題づくりに関する検証

① 問題の意図を考察し焦点化すること

図10は原問題の１つである。第２時

間目の授業の導入で、各グループが担

当する原問題の解答・解説を作るよう

に指示した。予め解いていた各自の答

案を持ち寄り、適切な表現方法を選び

ながらグループでまとめることで、答

えを導くために必要な公式や定理、既

習事項との関連性などを客観的に捉え

ることができた。次に、図11のように、

問題における作問者の意図を生徒自身

で考えさせ、ワークシートで「問題の

ポイント」として記入させた。このこ

とは、後に問題づくりをする際の足掛

かりとなり、論理的に筋道を立てて解

答を組み立てる上で必要な取り組みで

ある。さらに、実際に問題づくりに取

り掛かるアプローチとして、センター

試験型の原問題を記述型に改めるよう

に指示をした。図12は、生徒Ｓ２のワ

ークシートより、記述型に形式変換（要

約）したものである。予め解答のプロ

セスが記されているセンター試験型か

ら、問題構成の核となる「条件」、「式」、「問い」のみを拾い上げることで問題を焦点化す

ることができている。このことにより、条件の変更などがし易くなり、「問題のポイント」

を考慮しながら問題づくりをすることが容易になる。

② 問題づくりによる思考のプロセスと理解の深まり

図13は、あるグループが作成した問題とその解説である。図10の原問題において式①の形

を変えること（図13の波線部）で、式を同類項でまとめ整理することにより「たすき掛け因

数分解」まで持ち込めるかという新たなポイントを設定している。

図13 問題づくりによる生徒の作品（問題と解答）

14 高等学校 数学

図11 「問題のポイントをかく」ワークシートより

図10 原問題（第３問）センター試験過去問題より

図12 「原問題を記述型に書き換える」
生徒Ｓ２のワークシートより
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第４時間目の授業では、作成した新たな問題を発表させ、解答の検証を全体で行った。実

際の検証では、教師の「（２）の解答において等号を含む理由は何か」という発問に対して

は、さらにグループ内での話し合いが生まれ、「等号を付けないと条件を満たさないことが

起こる」など、自分の考えを明確に表現する場面が見られた。

問題づくりでは「実際に解が存在するか」「期待する答えの『かたち』になっているか」

ということを考えた後に解答づくりもおこなった。このことは、図２の記述式問題における

思考のプロセスを幾度も繰り返しながら、適切な数学的表現を用いて問題解決の方略を組み

立てていくことであり、既習の内容、知識を駆使しながら論理的な筋道を立てて解答を築き

上げることができている。

図14、図15はそれぞれ、「『問題づくり』をする

ことで、問題の本質を理解することができると思

いますか」「『問題づくり』をすることで、『表現力』

は高まると思いますか」という質問に対し、肯定

的な回答が前者は94％、後者は97％といずれも高

い結果を示している。また、アンケートの自由記

述欄からは、「問題づくりをすることで楽しかった」

「意欲を持てた」という主体的な態度が育まれる

と同時に、「理解が深まり、何を問われているのか

が分かるようになった」「問題の意図を読み取るこ

とで問題の傾向を見つけることができた」とあっ

た。「問題づくり」によって問われていることを焦

点化し、深く分析することで、既習事項との関連

性に気付き、解決に必要な公式・定理を精査する

ことで、問題の本質理解に繋がったと考えられる。

また、協働で解説を作成するために、数学的な表

現を適切に用いる工夫をしたり、筋道立てた説明

のために、順序や用いることばを工夫することは、これまで教師の主導で行っていた個別の

記述指導に重なる部分が大きい。この活動を生徒同士で行えることで、授業の中で効率的な

記述指導が可能になったと考えられる。問題づくりを通して、問題そのものを追究する目を

育て、解説づくりを経ることで数学的な表現力が高まったと考えられる。

Ⅳ 成果と課題

１ 成果

(1) 協働的な学びにおいて、自分の考えを他者に伝えたり他者の考えを聴くことで、適切なこ

とばや数、式、図、表、グラフ等を用いたり、工夫したりすることができた。

(2) 問題づくりをすることで、問題を分析する態度が養われ、既習事項との関連性が整理でき、

問題の解決に必要な公式や定理に気付くことができるようになった。

(3) 協働で問題づくりをする中で、生徒相互に記述指導をし合うような活動ができ、数学的な

表現力を高めることができた。

２ 課題

(1) 問題づくりにおいて、問題と解説を作成した後に、さらに深め合う場面のある授業展開を

常に意識して授業計画を立てる必要がある。

(2) 発表準備に時間がかかったため、ＩＣＴ機器等を活用し、全員での検証時間を十分に確保

するための工夫が必要である。

図15 問題づくりと表現力（n=39）

Ｈ29 後期

図14 問題づくりと本質理解（n=39）
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