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課題研究中間報告

高等学校数学科における「主体的・対話的で深い学び」を目指した授業改善

～教科書を教材とした「生徒どうしの対話」を生む単元デザインの実践と効果の検証～

島袋智識

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・沖縄県立向陽高等学校

1 . 授業改善に求められている視点

平成 29年 3月 30日に高等学校学習指導要領が改訂され，平成 34年から年次進行で実施される。改

訂の大きなポイントは，「単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら，そのまとめ方や重点の

置き方に適切な工夫を加え，第 3款の 1に示す主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通

して資質・能力を育む効果的な指導ができるようにすること」が示されている点である（文部科学省，

2017)。これまでの学習内容や量はそのままで，単に 1時間 1時間の授業に注力するのではなく，単元

全体を見通した生徒を主体とした授業改善の視点が，これまで以上に教師に求められている。

また，本県の施策「学力向上推進プロジェクト」では，授業改善6つの方策の 1つに「他者と関わり

ながら，課題の解決に向かい『問い』が生まれる授業」とあり，生徒が「①主体的に『問い』をもち，

自分なりの考えをもつ②他者との交流を通し，『間い』が生まれ自分の考えを広げ深める③学びの過程を

振り返り，新たな『問い』をもつ」姿を目標としている（沖縄県教育委員会， 2018)。つまり， 1時間

の授業で，生徒どうしの意見交換や議論により課題を解決させたり，発間により生徒に「間い」を持た

せたりすることで，生徒どうしのかかわりを持たせ，生徒の考えを広げ深め，課題を自分ごとと捉えさ

せ，学びの過程を振り返させるような生徒を主体とした授業改善の視点が教師に求められている。

2. 高等学校の現状

ほとんどの生徒が大学進学をする裔等学校では，大学入試を目標に見据えた「受験指導」に重点が置

かれているところが多い。そのため日々の授業ではどうしても，教科書を早く終わらせることに重点が

置かれた講義形式にならざるを得ない状況にある。教科書を早く終わらせることで大学入試対策が早い

段階から取り組むことができる上に，生徒や保護者もそれを期待している傾向がある。だからこそ限ら

れた授業時間の中，教師が教科書を早く終わらせることに四苦八苦し，その結果，生徒を主体としたグ

ループ学習などに時間を十分に割くことができなくなってしまう現状がある。このように教科書を早く

終わらせることと，上記の 1. で述べた授業改善に求められていることは，相反する方向性であると捉

えられているために，小学校や中学校に比べ，特にほとんどの生徒が大学進学をする高等学校では，こ

のような授業改善の視点について，まだまだ具体的に取り組めていない状況にあると考えられる。

また，高等学校に進学する「生徒の多様化」により，能力や適性，典味• 関心，進路希望の多様化を

引き起こし，入学段階での実態も卒業後の進路等も様々な生徒が在籍している。ほとんどの生徒が大学

進学をする高等学校においても，中学校以前の学び直しが必要な生徒と難関大学志望の生徒が同じクラ

スにいる場合が多々ある。クラス内に学力差があるために，学び直しの必要な生徒は授業についていけ

なくなり，難関大志望の生徒は課題が容易と感じると授業に参加しなくなるなど，効率的と思われてい

る講義形式の授業にも多くの問題を抱えている。一方で，休み時間や定期考査前では，教室で生徒が集

まって自主的に勉強している姿をよく見かける。そこでは，わからないところは納得するまで質問した

り，相手がわかるまで説明したりと，生徒の学力差に関係なく，自然と生徒どうしのかかわりが生まれ

ている。私は，そこに授業改善のヒントを得て実践を試みることにした。
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課題研究中間報告

3. 本研究の目的と方法

さて，先に記述した 1. の視点から授業改善をしようにも， 2. にあるように「受験指導」や「生徒

の多様化」などの課題を抱えている高等学校では，小・中学校に比べ，取り組みの必要性について理解

されていない状態にある。そこで，本研究は， 1. の視点と 2. の高等学校の現状を鑑みて，高等学校

における「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の足掛かりとして，生徒の学力差に影

響を受けずに，生徒全員が積極的に参加する授業を目指し，教科書を教材として「生徒どうしの対話」

を生む「単元デザイン」の実践と，その効果の検証を目的とした。

本研究のいう「単元デザイン」とは，教科苫を教材として 1. にある「単元全体を見通してのまとめ

方や重点の置き方を工夫・計画する」こととする。また，「生徒どうしの対話」とは，学習指導要領のい

う対話的な学びのうち「他者との意見交換や議論をする」こととし，西川 (2016)の『学び合い』や市

川 (2008)の「教えて考えさせる授業」，片桐 (2004)の「数学的な考え方についての発問一覧」，伊藤

(2008) の「他者説明することがなぜ話者自身の理解を促すか」を参考にした。

4. 実習校での実践より（実習校：沖縄県立A高等学校 1年生）

(1) 単元デザイン（単元・授業計画の作成）

単元名：数研出版高等学校数学 I/第4章図形と計量／第2節三角形への応用

5 余弦定理（配当時間 1.5時間）， 6 正弦定理と余弦定理の応用（配当時間 2.5時間）

時間 単元デザイン

めあて：余弦定理が成り立つことを「生徒どうしの対話」により，クラ

ス全員が証明・説明することができる。

①三角比の定義，相互関係， 180°-0の関係式を講義形式で伝える

②角 Aが鋭角，直角のそれぞれの場合に余弦定理が成り立つことを講

義形式で解説する ※1文 1文逐一説明せず，ポイントのみ

③全員が証明・説明できることを目標に，残りの時間は自由に歩き回り

ながら互いに協力して，課題（余弦定理を証明せよ）に取り組ませる

※できなかった分は各自宿題

声かけ「分かっていることを使って考えよう」

声かけ「困っている人がいたら必ず声をかけよう」

④全員達成したかどうかを確認する，ポートフォリオを記入させる

めあて：全員が問題を解けるよう，他者が納得いくまで説明しよう。

①3人グループを作らせる ※4人グループが 1~2つできる

②グループで話し合い，担当する問題を 1つ決めさせる

※問題は3種類（練習 26,27, 28)で， 1つの問題につきだいたい

4~5グループに割り当てる（問題の解答は配布する）

③生徒はグループで割り当てられた問題の解答を参考に，「生徒どうし

の対話」により， 1人1人が他者に説明できるように練習する

④元の 3人グループを解散させ，新たなグループを組ませる

※元のグループの生徒が 3人以上組まないようにする

⑥新たなグループで自分の担当した問題をお互いで説明し合いながら，

新たなグループで 3種類の問題すべてを解くよう指示する

声かけ「言葉の意味をはっきりさせ．自分の言葉で言ってみよう」

⑦全員達成したかどうかを確認する，ポートフォリオを記入させる

紙面の都合上，全4時間中の 2時間分を掲載する。余弦定理の導出や正弦定理・余弦定理を活用す

る演習の計4時間を，教科書を教材として「生徒どうしの対話」が生まれるように単元デザインした。

本単元では， 2時間目の余弦定理の導出に重点をおき，生徒にとって抽象的で分かりづらい部分やポ

イントとなる部分をまとめて講義形式 (20分）で伝え，その後「生徒どうしの対話」により理解を促

す時間 (25分）を設けた 1時間の授業計画を立てた。また，個人での取り組みになりがちな（あるい

はできた生徒が発表）演習の時間（本単元デザイン 3, 4時間目）も，「生徒どうしの対話」により，

生徒全員が，他者が納得するまで説明しなければならないような授業のめあてを設定した。

従来の単元計画

2
 

めあて：余弦定理を使って問題を解くことができる。

①余弦定理が cosA=(b2十c2・a2)/2bcに変形できること

を教師が説明する

②3辺が与えられ， 1つの角を求めるパターンの間題

を教師が解説する（例題 7)

③錬習問題を解かせる（練習 25)

④角の種類（鋭角・直角・鈍角）が b牡 c2-a2の符号によ

り判別できることを教師が説明する（説明）

⑤練習問題を解かせる（練習 26)

⑥参考番から問題を数問指定して解かせる（演習）

3
 

めあて：正弦定理や余弦定理を使って問題を解くこと

ができる。

①2辺とその間の角が与えられ，残りの辺と角を求め

るパターンの問題を教師が解説する（例題8)

②練習問題を解かせる（練習 27)

③参考書から問題をこれまで扱えなかった問題も含

めて複数問題指定して解かせる（演習）

④できた生徒から優先して指名し，黒板に解答解説を

書かせる

⑤演習時間を一時止めて，黒板に書いた生徒に，黒板

前で説明させる
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(2) ポートフォリオの実践と添削

本実践研究の効果を質的に検証するため，ポートフォ

リオを作成し，実践した（図 1)。また，ポートフォリオ

に生徒が薯いた内容や疑問などを授業の始めで必ず触れ

るようにし，生徒のポートフォリオの有効活用を図った。

麟学ポートフォリオ 年 饂 詈氏名
～自分の頭の中（内iii)を「外化」してみよう。この経験は今後きっと役に立つ～

＜授業前の数学に対する思い＞

回数 日付
本日の授婁で，一番大切だと思ったこと，疑問，意見，

そのほか気づいたことを書いてください．

月 日
1 

疇日

(3)本研究の効果の検証と課題 図 1 作成したポートフォリオ

本研究の効果を「学習態度・姿勢や数学に対する思い」と「知識理解・定着」の 2点から量的・質

的に検証した。量的な検証として，筆者が独自で作成し 表1アンケートの項目と結果

たアンケート (4件法＋自由記述）を分析した（表 1): 

紙面の都合上アンケート結果の一部を抜粋し掲載した）。

また，質的な検証として，ポートフォリオと自由記述を

分析した。なお，アンケートの質問項目は，文部科学省

の「主体的・対話的で深い学びの実現（『アクティブ・

ラーニング』の視点からの授業改善）について（イメー

ジ）」（文部科学省， 2017) を参考に作成したが，本研究

では「生徒どうしの対話」を中核に据えたことから，学

習指導要領の対話的な学びに関することに焦点を絞り，

本研究の成果と課題を論じていくこととした。

貢問項目

学習した内容を整理して覚えることができた。

集中して学習に取り組むことができた。

積極的に授業に参加できた。

授業は分かりやすい順序で進められていた。

授業中の慄題は適切な且だった。

数学を作り上げてきた先人たちの考えに触れること

ができた。

他者との意見交換や哉諭によって，新たな考えに気

付くことができた。

他者との意見交換や議論によって， 目分の考えをさ

らに広げ深めることができた。

他者との意見交換や議論の際に自分の考えを積極的

に述べることができた。

他者との意見交換や議諭は数学を学習する上で効率

が良いc

他者との意見交換や譲諭は数学を学習する上で効果

的である。

他者との意見交換や議論を通して課題を解決するこ

とは大切なことだ。

① 「学習態度・姿勢や数学に対する思い」から見る本研究の効果と課題

4そう息う
3どちらかは9

えばそう且う

18 15 

28 ， 
23 14 

29 8 

24 13 

12 17 

28 12 

29 ， 
21 16 

25 11 

29 10 

31 8 

2どちらかは9え1 そう思わ
ばそう●わぶ9 ない

6 1 

3 

゜3 

゜3 

゜2 1 

10 1 

゜゚2 

゜I 2 

3 

゜1 

゜I 

゜
「積極的に授業に参加できた」では，「そう思う (23人）」，「どちらかといえばそう思う (14人）」

の合計が 92.5% (37人），「自分の考えを積極的に述べることができた」では「そう思う (21人）」，

「どちらかといえばそう思う (16人）」の合計が 92.5% (37人）となり，この結果から，大多数の

生徒が授業に積極的に参加し，自分の考えを述べることができたと思われる。また，「他者との意見

交換や議論は数学を学習する上で効果的である」では，「そう思う (29人）」，「どちらかといえばそ

う思う (10人）」の合計が 97.5%(39人），「他者との意見交換や議論を通して課題を解決すること

は大切なことだ」では，「そう思う (31人）」，「どちらかといえばそう思う (8人）」の合計が 97.5% 

(39人）の生徒が肯定的に回答しており，ほぼすべての生徒に対して「生徒どうしの対話」で数学

を学ぶことが効果的で大切なことであるという認識を喚起できたと示唆される。

次に，ポートフォリオによる生徒の質的変容を分析する（表 2)。西川 (2016) は，「学校はもっ

と大事なことを学ぶためにある（中略）それは 表 2 ポートフォリオの記述（原文ママ）
本実践研究前の数学に対する思い 本実践研究後の数学に対する思 い

いろいろな人と付き合い，その人たちの力を借

りて，自分をわかり，できるようになる能力を

学ぶところ」と述べている。取り上げた生徒に

ついては，数学に対する印象が「難しい」や「眠

生徒A

生徒B

生徒c

高校になったら難しくなっていてあま

り好きでも得意でもない

難しいし，めんどくさい

数学はねむくて楽しくない

数学は難しいけど，みんなと教え合い

とかをすることにより難しい問題も解

けることがわかった

まわりの人と，協力して考えれば，難

しくないと感じた。計算はめんどくさ

し‘

友達と協力することで楽しく進めるこ

とができる

くなる」から，本実践後には，「難しい」けれども「友達と協力」したり，「みんなと教え合ったり」

すると，「楽しい」や「難しい間題でも解ける」と変化した。これらの変容は，「生徒どうしの対話」

により，生徒が他者の力を借りることで，難しい問題が簡単に解けたことを示している。つまり，

西川の「力を借りて，自分をわかり，できるようになる能力を学ぶ」ことが生徒に喚起できたと示

唆される。しかし，筆者独自のアンケートと自由記述，ポートフォリオからは，「生徒どうしの対話」

が生徒に与えた詳細な効果と，具体的な生徒の変容を十分に分析することができなかった。これら

のことを解消するため，アンケートやポートフォリオの再検討が必要であると考えている。
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② 「知識理解・定着」から見る本研究の効果と課題

「学習した内容を整理して覚えることができた」では，「そう思う (18人）」，「どちらかといえば

そう思う (15人）」の合計が 82.5% (33人），「授業は分かりやすい順序で進められていた」では，

「そう思う (29人）」，「どちらかといえばそう思う (8人）」の合計が 97.5% (39人），「授業中の

課題は適切な量だった」では，「そう思う (24人）」，「どちらかといえばそう思う (13人）」の合計

が92.5% (37人）になり，ほとんどの生徒が肯定的に回答した。数学を学ぶ上で適切に配列された

教科書を主体とした単元デザインによって，ほぼすべての生徒が適切な量の課題を順序よく整理し

ながら覚えることができたといえる。さらに，自由

記述やポートフォリオでは（表 3)「他の人のやり方

で色々な視点で解いてみると分かりやすくて，理解

しやすかった」や「他の人の考え方や説明を聞いて，

自分でもちゃんと理解のできる授業だった」などの

生徒D

生徒E

生徒 F

生徒G

表 3 自由記述欄やポートフォリオの記述内容（原文ママ）

だれかに教えてもらうと，先生の話を聞くより分かりやすかっ
た，分からないときは理解できるまで習おうと思った

自分で難しい問阻 を解くよりも．他の人のやり方で色々な視点で
解 いてみると分かりやすくて，理解 しやすかった，毎回難 しいの
はこのやり方がいい

他の人の考 え方や説 明を閾いて，自分でもちゃんと理解 のできる
授業だったので， とってもためになりました

自分が教えることでより理解が深まっているのが自分でわかった

記述が見受けられ，「生徒どうしの対話」が，生徒の知識理解の一助になったといえる。また，「自

分が教えることでより理解が深まっているのが自分でわかった」との記述があり，これは伊藤 (2008)

がいう「対面で説明することが，話者自身の理解を促す」ことと同様の効果を示していると考えら

れる。他に，生徒2名が，「cosの符号の説明のときに，あとあとは半円じゃなくて円も出てくるこ

とを知って，そしたら sinにもマイナスが出てくる？と思った」と記述しており， 2学年の数学1I

で学習する知識に気が付いていた。講義形式での説明を理解し取り入れ，さらに自分で推論し，新

たな知識を発見したことを示唆している。これは，市川 (2008) の「学習の過程とは，与えられた

情報を理解して取り入れることと，それをもとに自ら推論したり発見したりしていくことの両方か

らなること」が，本研究の「生徒どうしの対話」だけでなく講義形式での説明の時間も取り入れた

単元デザインによって喚起できたと考えられる。しかし，単元終了後に確認テストを実施できず，

知識の定着の面からは本研究を評価できなかった。今後は，数値による分析を含めた単元デザイン

の再検討が必要であると考えている。
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