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平成２８・２９年度 新潟県中学校教育研究会指定

数学教育研究発表会
研究主題

数学的思考力を高める授業の工夫
～対話と振り返りを重視した活動を通して～

【期 日】 平成２９年１１月２７日（月曜日）

【会 場】 見附市立今町中学校

【日 程】

13:40 14:00 14:50 15:05 16:40

受 授業公開 休憩 授業協議会・指導

付 移動

新潟県中学校教育研究会

見附市中学校教育研究会
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【指導者】

指導者 水嶌 繁満 様（中越教育事務所 指導主事）

熊谷 正美 様（長岡市立中之島中学校 校長）

【授業公開】 １４：００～１４：５０ 会場：体育館２階ギャラリー

授業者 学級 領域 単元

原 聖治 教諭 １－Ｂ 関数 比例・反比例

※ 「比例と反比例の利用」

※今年度は、１年１組３６名、１年２組３６名の２クラスを合わせ、等質少人数の

Ａ，Ｂ，Ｃ３クラスに分けた少人数学級で、数学の授業を実施している。

【授業協議会・指導】 １５：０５～１６：４０ 会場：体育館

（１）開会あいさつ 見附市中学校長会 会長 金子 満雄

（２）研究の概要 県中学校教育研究会

数学部副部長（中越地区） 倉田 孝英

（３）授業者振り返り 見附市立今町中学校 教諭 原 聖治

（４）協議

（５）発表

（６）ご指導 中越教育事務所 指導主事 水嶌 繁満 様

（７）閉会あいさつ 見附市立今町中学校 校長 小林 哲朗
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◆研究の概要◆ 県中学校教育研究会 数学部副部長（中越地区） 倉田 孝英

◆授業者振り返り◆ 見附市立今町中学校 教諭 原 聖治
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◆協議◆

協議題

手立て（３つのステップ）は、数学的に考える資質・能力を

高めることに有効であったか。

ステップ１ 適切な課題設定

ステップ２ 授業の流れの明確化

ステップ３ 生徒同士の対話場面の保障
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◆ご指導◆ 中越教育事務所 指導主事 水嶌 繁満 様
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協議会 ファシリテーター用 マニュアル

協議題

手立て（３つのステップ）は、数学的に考える資質・能力を

高めることに有効であったか。

ステップ１ 適切な課題設定

ステップ２ 授業の流れの明確化

ステップ３ 生徒同士の対話場面の保障

１ 今回の授業について Keep(青付箋)を共有する。
○付箋を用意して、Keep すること、つまり、
「良かった点」、「次も続けたい点」を出し合

います。

○順番に一人一人が自分のかいた付箋を発表

しながら、貼りだしていきます。関連する

付箋をもっている人は随時、その近くに貼

っていっても良いです。ひとつひとつに議

論をしているとキリがありません。まずは

出し切ってしまいましょう。

２ 授業について Problem（赤付箋）を共有する。
○ Problemも Keepと同様、付箋に書き出してから共有します。

３ Keep と Problem の確認と深堀りをする。

○書き出した項目を一つずつ確認していきます。 ○分類しながら確認します。

○深掘りしたい項目はチェックしておきます。 ○ Try 項目がでる場合は挙げておきます。

４ 今後の授業改善に向けて Tryを共有する。
○ Tryはこれまでの Keep、Problemを材料に、
これからの授業の Tryを考えます。

○本時に限らず、汎用的に生かせる Try を出
し合いましょう。

○ Keep からの Try を考えることも忘れない
ようにしましょう。「Keep をさらによく良
くするためには何をすればいい？」と問い

かけてみてください。Try を書き出すとき
には、「～をする」というアクションの形

にすることを意識します。アクションとして出していかないと、実施することが難しくなり

ます。実施できない Tryは捨てる。今回は、最終的に３つの Tryに絞り込みます。
（参考資料：県中教研 H28・29年度 新潟地区発表資料）
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「インタラクティブ発表」について

○「インタラクティブ発表」には、次の利点がある。

★全員が発表する

★各グループの発表を近距離で聞くことができる

★その場で質問でできる

★発表時間は変わらない

インタラクティブ発表（Interactive Presentation）

～ホワイトボードなどを使って発表するときに有効～

例えば、４人ずつの４グループで２分×４回発表を行う場合

①各グループで、発表順序を１番から４番まで決める。（グループ-発表順）
Ａ-1 Ｂ-1 Ｃ-1 Ｄ-1
Ａ-2 Ｂ-2 Ｃ-2 Ｄ-2
Ａ-3 Ｂ-3 Ｃ-3 Ｄ-3
Ａ-4 Ｂ-4 Ｃ-4 Ｄ-4

②１番目の発表者は、自分の席で発表する。２、３、４番目の発表者は他の

グループに行き発表を聞く。

③２番目の発表者は、自分の席に戻り発表する。１、３、４番目の発表者は、

他のグループに行き発表を聞く。（３番目、４番目も同様）

発表者の移動順序の例 …発表 ○数字…○番目の発表の時

以外については、どのグループでも良い。

① ② ③ ④ ① ② ③ ④

Ａ-1 Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ Ｂ-1 Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ａ ※Ｃ、Ｄについても同様

Ａ-2 Ｄ→Ａ→Ｂ→Ｃ Ｂ-2 Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ

Ａ-3 Ｃ→Ｄ→Ａ→Ｂ Ｂ-3 Ｄ→Ａ→Ｂ→Ｃ

Ａ-4 Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ａ Ｂ-4 Ｃ→Ｄ→Ａ→Ｂ

○移動に時間がかかると判断した場合は、移動順序をあらかじめ指定しても良い。

ただし、自由に移動するということも意味がある活動である。

○立つ、歩く、座る、しゃべるという行為も重要である。

（新潟県立教育センター HP「授業改善ヒント集Ⅱ」）より
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協議会：KPT（Keep／ Problem／ Try：けぷと）に使う付箋について

協議題

手立て（３つのステップ）は、数学的に考える資質・能力を高める

ことに有効であったか。

本日の協議会では、上記の協議題で班ごとに話し合います。授業参観をしていただいて、

気付いたことや思いついたことを付箋に書き出しておいてください。協議会では、先生方

から出された Tryを参考にして、明日からの見附市中教研数学部の取組に生かしていきま
す。よろしくお願いします。

（１）Keepを出す【青の付箋】
「良かった点」、「次も続けたい点」を基本にお書きください。

（２）Problemを出す【赤の付箋】
「問題と認識していること」「不満に感じていること」「工夫できそうなところ」を基本にお

書きください。
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KPT（Keep／ Problem／ Try：けぷと）による振り返りの進め方

KPTとは、振り返りに適した思考フレームワークです。改善したい対象に対して、Keep
（続けること）、Problem（不満点）、Try(試すこと)と順に考えを進めることで、改善のル
ープを実現します。振り返り会を行う場合に最もよく用いられるフレームワークです。

（１）Keepを出す【青の付箋】
Keep には、「良かったこと、これからも続けたいこと」を「～する」という動詞形式で具体

的に書くのが基本です。

（２）Problemを出す【赤の付箋】
Problemには、「問題と認識していること」「不満に感じていること」「工夫できそうなところ」
を書きます。さらに、将来的に発生しそうだと感じている問題（リスク）についても書くよう

にしましょう。また、Problemを書くときには、「解決策を明示しない」ように注意しましょう。

Problem が挙がったら、その原因について考えていきます。しかし、原因を追及するのは時

間がかかりますので、どの Problemに対して原因を追及するかは取捨選択が必要です。

（３）Tryを出す
Tryには、「試したいこと」

をかきます。具体的な行動

に結びつけられるように、

具体的かつ動詞形式で書く

のが基本です。試したいこ

とには、「これを行えば、今

よりも良い状態になるので

はないか」というひらめき

や、Keep をより強化するよ

うな「改善策」、Problem に

対する「改善策」がありま

す。初めにこの欄に書くには、あくまでも「試したいこと」であり、「実施しなくてはならない

こと」ではありません。自由な発想で、より多くの仮説を立て、それを検証するための行動案

を考えます。そして、その多くの行動案から効果が期待できそうなものを選択し、「試すこと」

を決定します。初めから「試すこと」だけを考えるとアイデアが出にくくなってしまいます。

そして、実際に次にその「試すこと」を「試す」ことについて合意をしましょう。

参考資料：「プロジェクトファシリテーション実践編振り返りガイド」天野勝

県中教研 H28・29年度 新潟地区発表資料
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平成２９年１１月２７日

研究会参加者 様

見附市中学校教育研究会会長

見附市立今町中学校長

小林 哲朗

新潟県中学校教育研究会 数学教育研究発表会参加のお礼

向寒の候、貴台におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

本日は、校務ご多用の中、新潟県中学校教育研究会数学教育研究発表会にご参加くださ

り、誠にありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

協議会におきまして、皆様からいただきましたご意見やご教示を今後の見附市中学校

４か校の教育活動に生かして参ります。

貴台のますますのご健勝とご発展を祈念申し上げ、お礼とさせていただきます。
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第１学年 数学科学習指導案 
平成 29年 11月 27日(月)第５校時 

授業者 原 聖治 

１ 単元名 比例と反比例 

 

２ 単元の目標 

  ○ 関数関係の意味を理解することができる。 

  ○ 比例，反比例の意味を理解することができる。 

  ○ 座標の意味を理解することができる。 

  ○ 比例，反比例を表，式，グラフなどで表し，それらの特徴を理解することができる。 

  ○ 比例，反比例を用いて具体的な事象を捉え説明することができる。 

 

３ 単元の評価規準 

数学への 

関心・意欲・態度 
数学的な見方・考え方 数学的な技能 

数量や図形などに 

ついての知識・理解 

様々な事象を比例，

反比例などで捉えた

り，表，式，グラフ

などで表したりする

など，数学的に考え

表現することに関心

をもち，意欲的に数

学を問題の解決に活

用して考えたり判断

したりしようとして

いる。 

比例や反比例などにつ

いての基礎的・基本的

な知識及び技能を活用

しながら，事象を見通

しをもって論理的に考

察し表現したり，その

過程を振り返って考え

を深めたりするなど，

数学的な見方や考え方

を身に付けている。 

比例，反比例などの関

数関係を表，式，グラ

フなどを用いて的確に

表現したり，数学的に

処理したりするなど，

技能を身に付けてい

る。 

関数関係の意味，比例

や反比例の意味，比例

や反比例の関係を表す

表，式，グラフの特徴

などを理解し，知識を

身に付けている。 

 

 

４ 指導と評価の計画(全 21時間) 

節 

時

数 
主な学習活動 評価基準及び評価方法 

導
入 

１ ・ 具体的な事象の中から，伴って

変わる２つの数量を見いだす。 

・ 伴って変わる２つの数量に関心をもち，具体的な

事象の中から見つけたり，その関係を調べたりし

ようとしている。 

１ 

関
数 

２ ・ 変数，変域の意味を理解する。 

・ 関数の意味を理解する。 

・ 文字に具体的な数値を代入するなどして， y は x

の関数であるかどうかを調べることができる。 

・ 変数の変域を，不等号を使って表すことができる。 

・ 関数の意味を理解している。 

２ 

比
例 

３ ・ 変域を負の数の範囲まで拡張

し，比例の意味を理解する。 

・ 比例には，比例定数が負の数の

場合もあることを理解する。 

・ 対応する１組の x，y の値から，

比例の式を求める。 

・ 比例の関係を axy  の式で表すことができる。 

・ 対応する１組の x ， y の値から，比例の式を求め

たり，比例の式に数を代入して対応する値を求め

たりすることができる。 

・ 変域が負の数の範囲を含む場合や，比例定数が負

の数の場合についても，比例の関係になるものが

あることを捉えることができる。 

３ ・ 座標の意味を理解する。 

・ 座標の考え方を使って比例の

グラフをかく｡ 

・ 比例の変化や対応の仕方と関

連付けて比例のグラフの特徴

を調べる。 

・ 比例のグラフが直線になることを，点の集合とし

ての見方で捉えることができる。 

・ 比例のグラフの特徴を見いだすことができる。 

・ 比例の式から表をつくり，比例のグラフをかくこ

とができる。 
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３ 

反
比
例 

３ ・ 変域を負の数の範囲まで拡張

し，反比例の意味を理解する。 

・ 反比例には，比例定数が負の数

の場合もあることを理解する。 

・ 対応する１組の x，y の値から，

反比例の式を求める。 

・ 反比例の関係に関心をもち，具体的な事象の中か

ら反比例として捉えられる２つの数量を見いだし

たり，その関係を式で表したりしようとしている。 

・ 反比例の関係を
x

a
y  の式で表すことができる。 

・ 反比例の意味や変化の特徴を理解している。 

２ ・ 座標の考え方を使って反比例

のグラフをかく｡ 

・ 反比例の変化や対応の仕方と

関連付けて比例のグラフの特

徴を調べる。 

・ 反比例のグラフが双曲線になることを，点の集合

としての見方で捉えることができる。 

・ 反比例のグラフの特徴を見いだすことができる。 

・ 反比例の式から表をつくり，反比例のグラフをか

くことができる。 

４ 

比
例
と
反
比
例
の
利

用 

５ 

・ 比例や反比例を用いて具体的

な事象を捉え，問題を解決す

る。 

・ 針金（１） 

・ 地震（１） 

・ 動点（１） 

・ ランドルト環（２） 

…本時２／２ 

・ 比例，反比例の関係を表，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。 

・ 具体的な事象の中から取り出した２つの数量の関

係が比例，反比例であるかどうかを判断し，変化

や対応の特徴を捉えたり，それらを説明したりす

ることができる。 

 ２ まとめと問題  

 

５ 単元と生徒 

(1) 単元について 

小学校では，４年までに伴って変わる２つの数量の関係を調べたり，数量の関係を表や折れ線

グラフなどに表し調べたりすることや，物の位置の表し方について学習している。５年では，表

を用いて，簡単な場合について比例の関係がある事を学習している。さらに６年では，比例の関

係について，表・式・グラフを用いてその特徴を調べ，比例を用いて問題を解決することや，比

例の関係について理解を深めることをねらいとして反比例について知ることを学習している。 

本単元では，小学校で学習した「変われば変わる」の共変関係にある２量から「決まれば決ま

る」の関数関係にある２量へと捉え直していく。なぜこのような見方に切り替える必要があるか

というと，私たちの身の回りには，水そうに水を注ぐ場面と品物の郵送場面のような事象があり，

どちらも共変関係ではあるが，郵送場面においては「変わっても変わらない」場合を含んでいる

からである。たとえば，重量が変わっても郵送料金は変らない場合がある。このように，比例・

反比例のような共変関係の見方だけを取り上げるのではなく，身の回りにある現象の異なる変わ

り方についても考察し，関数概念の必要性を実感させたい。 

指導にあたり配慮したいことは，関数関係にある２量について教師から生徒に提示するばかり

でなく，生徒の考えや主体性を尊重し，「何が決まると，何が決まるのか」を生徒に見付けさせ

ることである。進んで関数関係を見出し，既習事項をもとに分析・考察する態度を養うことがで

きれば，１年時後半における統計の学習，そして２年時における１次関数の指導の充実につなが

るであろう。そのため，対応表・グラフ・式の役割やそれぞれを用いることのよさを生徒に理解

させるとともに，日常的な場面へ利用する際の手順を明示していくこととする。 

 

(2) 生徒の実態（男子12人，女子10人，計22人） 

学習意欲が高く，学習課題に対して自分の考えをしっかりもち，進んで発言できる集団である。

これまで，ペアや４人グループでの活動など，目的に応じて学習形態を工夫し，他と関わり合う

場面を多く設定してきた。これにより，多くの生徒が学習に積極的に参加でき，数学の学習が楽

しいと感じている。比例・反比例という規則的な数量の変化に気が付くようにするため，対応表

やグラフを積極的に活用することを伝えていく。 

本単元の学習に入る前にレディネス調査を行った。具体的な事象から数量を取りだして対応表

を完成させることができる生徒は９割である。また，対応表から２つの数量の関係を言葉や文字

を使った式で表すことができる生徒は８割である。対応表を見て，比例か否かを判断できる生徒
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はほぼ全員であり，対応表から文字を用いた式に表せる生徒は８割，反比例か否かを判断できる

生徒は全員，対応表から文字を用いた式に表せる生徒は７割であった。しかし，その理由を，根

拠をもとに表現することに困難な様子が感じられた。完成されている対応表を見て， x と y の関

係をグラフに表すことができる生徒はほぼ全員であった。 

また、アンケート結果から，「一人で考えるより，ペアやグループで考えたりするほうが理解

できる」や「グループ活動やペアで考えたりすることを授業で取り入れてほしい」に対する肯定

的反応がほぼ８割であった。これまでのペアやグループなどの学習形態の工夫が生徒の意欲や理

解につながっていたと考えられる。しかし，学習内容が理解できていても発言をする生徒がほぼ

６割と固定化してきている。それを改善するためにも全員が発言しなければならない場面設定を

し，自信をもって発言したり、他の人に説明したりすることができるようにさせたい。本時の授

業では，グループで活動することを通して，学習内容の理解を深め，全員が発表することができ

るようにしたい。 

 

(3) 手立て 

  ①対話 

   課題追求の場面では、ペアやグループ活動を取り入れている。生徒のアンケートから「問題

を考えるときに，一人で考えるより，みんなで考えたり，わからないことを聞いたりするほう

が，より理解できる」「授業でもグループ活動をもっと取り入れてほしい」という意見が多く

あった。学習形態の工夫によって，より自信をもって問題解決でき，全員が自分の考えを表現

できるようにしていきたい。 

②振り返り 

振り返りシートを活用し，前時の生徒の記述から，本時の学習につながるものを紹介してい

る。これを通して，自分と同じ考えの人がいて安心した、また，さらに調べたい，学習したい

などのより積極的に取り組もうとする記述が増えてきた。 

 

６ 本題材の指導 

(1) 指導の構想 

本題材では、視力検査表の中から２つの数量を取り出し，対応表，グラフ，式を使って考察し，

関係を見いだす。 

視力検査表にはないランドルト環をつくるという目的で，ランドルト環にひそむ関数関係を追

求する。視力が 0.1，0.2，0.3，…と変わっていく中で，ともなって変わる２つの数量を見いだ

し，それらの関数関係について考察していく。ランドルト環をかくために，ともなって変わる２

つの変数を取り出し，その関係が比例になるか，反比例になるかを対応表，グラフ，式を使って

説明することができるようにしたい。本時ではジグソー法的な手法で、一人では問題解決するこ

とが難しい生徒にも達成感が得られる学習形態を取り入れる。 

本時では，追求班で考えを確認し，深めたあとで数学班に戻り，お互いの考えを伝えあう。振

り返りでは，２変数が比例や反比例になることを確認し，身近な事象の中に比例や反比例が潜ん

でいることを理解させたい。 
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(2) 前時について 

①ねらい 

・ランドルト環の測定値を通して，ともなって変わる２つの数量の関係を考える。 

②展開 

学習活動 活動内容 ●指導上の留意

点 

□評価 

＜導入＞ 

○課題確認 

 

 

 

 

 

○ランドル

ト環につ

いて探る。 

 

○教師の視力検査の話から，視力に関して興味を持たせる。 

 

○視力検査表配布・説明 

・視力検査では，ランドルト環と呼ばれる，一部分にすき間が空い

ている図を使った視力検査表を利用している。 

 

 

 

 

 

・外側の円の直径（Ｇ） 

・内側の円の直径（Ｎ） 

・すき間の長さ（Ｓ） 

 

 

 

●ランドルト環

について説明 

 

 

●具体的にどこ

の長さかを示

させる。 

□活動の観察 

＜展開＞ 

○新しいラ

ンドルト

環につい

て考える。 

 

・個人または

ペア活動 

 

 

 

 

○それぞれ

を測定す

る。 

・数学班 

 

 

 

 

 

 

 

・個人 

 

 

 

 

 

（ア）「視力」と「外側の円の直径」 

（イ）「視力」と「内側の円の直径」 

（ウ）「視力」と「すき間の長さ」 

（エ）「外側の円の直径」と「内側の円の直径」 

（オ）「外側の円の直径」と「すき間の長さ」 

（カ）「内側の円の直径」と「すき間の長さ」 

 

○数学班の中で分担して，ＧＮＳをそれぞれ測る。 

（Ｇ，Ｎ，Ｓの単位：cm） 

 

 

○どの２数を担当するか、班内で分担を決める。 

 

○測定したことから関係性があるかを予測する。 

・グラフ，対応表，式にする。 

・比例や反比例の関係がありそうだ。 

Ｃ 0.1  0.2   0.3  0.4  0.5  0.6   0.7   0.8   0.9  1.0  

Ｇ 7.5  3.75  2.5  1.9  1.5  1.25  1.1   0.95  0.8  0.75  

Ｎ 4.5  2.25  1.5  1.1  0.9  0.75  0.65  0.55  0.5  0.45  

Ｓ 1.5  0.75  0.5  0.4  0.3  0.25  0.2   0.2   0.15 0.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●測定用シート

を配付する。 

□活動の観察 

□ワークシート

への記述 

●手が止まって

しまった生徒

は，班の仲間が

助けてあげる

ように指導す

る。 

＜終末＞ 

○振り返り

シートに

記入 

 

○わかったことを記入したりする。 

 

□振り返りシー

トへの記述 

 

 

 

 

＜課題＞視力検査表にない，ランドルト環をつくろう。 

ＧＮＳについて，２数の関係から探ってみよう。視力検査表

にない，ランドルト環をつくるために，どれとどれの関係を

調べればよいか。 

何がわかるとつくれるだろうか。 
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(3) 本時について 

①ねらい 

・視力とランドルト環の大きさ（外側の直径、内側の直径、すき間の長さ）との関係を説明する

ことができる。 

・視力検査表にないランドルト環をつくるために必要な数値を求めることができる。 

②展開 

学習活動 活動内容 
●指導上の留意点 

□評価 

＜導入＞ 

○前時の確認 

 

○視力検査表にないランドルト環の大きさを求める。 

・本時の流れについて説明する。 

 

●課題掲示 

＜展開＞ 

○追求活動 

・個人 

 

 

・追求班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○発表 

 

 

 

 

・比例や反比例の関係であることを対応表，グラフ，式から探

る。 

 

○同じ２数を分担した生徒でグループをつくり，追求する。 

グループ内で共有する。 

＜対応表＞ 

（ア）～（ウ）： 

・ x が２倍，３倍，…の時， y はほぼ
2

1
倍，

3

1
倍，…になる

ということから，反比例とみなす。 

・ x と y をかけるとほぼ一定になるから，反比例とみなす。 

 

（エ）～（カ）： 

・ x が２倍，３倍，…の時， y はほぼ２倍，３倍，…になると

いうことから，比例とみなす。 

・ y を x でわると，ほぼ一定になるから，比例とみなす。 

 

＜グラフ＞ 

（ア）～（ウ）：双曲線の一部になりそうだということから，反

比例とみなす。 

 

（エ）～（カ）：原点を通る直線になりそうだということから，

比例とみなす。 

 

＜式＞ 

 （ア）
x

y
75.0

  （イ）
x

y
45.0

  （ウ）
x

y
15.0

  

 →反比例 

 （エ） xy
5

3
   （オ） xy 5     （オ） xy 3  

 →比例 

 

 

・仲間の発表を聞き，メモをとる。疑問点は質問する。 

 

 

 

□ワークシートへ

の記述 

●分担した２数 

（ア）視力と外径 

（イ）視力と内径 

（ウ）視力とすき

間 

（エ）外径と内径 

（オ）外径とすき

間 

（カ）内径とすき

間 

 
●考えがまとまら

ないときは，他の

班に聞きに行く

ことを認める。 

 

●考えがまとまっ

たかを確認し，発

表ができるよう

に準備をさせる。 

 

 

＜終末＞ 

○まとめ 

 

 

○振り返り 

 

○視力検査表にない視力のランドルト環の大きさを求める。 

 

 

○振り返りシート記入 

●自分でつくって

みたい視力を決

める。 

□振り返りシート

への記述 

分担した２数の関係を探ろう。 

視力検査表にないランドルト環の大きさを求めてみよう。 

追求班で考えたことを数学班の仲間に伝えよう。 
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名前            

＜問＞     のランドルト環の大きさを求めよう。 

 

 

 

 

 

 

外側の直径      ㎝ 内側の直径      ㎝ すき間      ㎝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆昨日、今日の授業を通しての「どのようなことを学んだか」「何ができるようになっ

たか」「どのようなことに気付いたか」を書いてください。 
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Ｈ２９．１１．２８

Ｈ２８・２９ 新潟県中学校教育研究会指定研究

数学教育研究会アンケート【集約】

質問 本日の授業提案は、今後の授業の参考になりましたか。

【小学校】

４とても参考になった ３参考になった ２あまり参考にならなかった １参考にならなかった

２ １ ０ ０

６７％ ３３％ ０％ ０％

○数学班、追及班がとても参考になりました。小学校でも試してみたいと思いました。

○話し合いの仕方参考となりました。

○ＵＤＬの観点から、本時の流れの適切な提示の仕方を学びなおすうえでとても参考になった。

【中学校】

４とても参考になった ３参考になった ２あまり参考にならなかった １参考にならなかった

２４ ８ １ ０

６７％ ３３％ ０％ ０％

○振り返りシートを使った振り返りと、次の時間への展望、ワークシートをあえてｘ、ｙの表にせず、

生徒自ら作らせるように方眼にしていた工夫など、生徒が自らが考えて意欲的に取り組んでいくため

の多くの工夫を学ばせていただきました。

○これから指導する単元なので、勉強させていただいたことを意識してやってみます。

○ちょうど先週同じ場所を授業しました。うまくいかなかったところに改善点を、今日の授業提案で

見つけることができたように思います。ありがとうございました。

○教科書にあるランドルト環の題材の活用法について非常に興味ある提示をしていただき、自分の授

業に生かすヒントが得られた。

○グループ活動の時間、課題設定、大変参考になりました。生徒に考えさせる時間、とても余裕があ

ったかな、と感じました。○生徒が学習したことを活用できる課題を積極的に取り入れたいと思いま

した。また、今回の生徒たちのように、真剣に取り組む生徒を育てたいと思いました。○活用問題、

発展的問題を日々の授業で取り入れていこうと感じました。”追求班編成”、”流れの提示”は、取り

入れていないので、刺激になりました。今後取り入れていきたいです。○ＳＴＥＰ１～３に沿って、

授業を考え、思考力を深める授業をやってみたいと思いました。

○内容も十分に精選されており、方向性も示されていたと思います。

○授業の流れ、教具など、とても丁寧で参考になりました。

○小数の表・式・グラフの出てくる授業で、用具や対話を活用しながら難しい課題に取り組んでいた

と思います。

○ランドルト環はよくやるが、比例の関係を入れることが生徒の意識にズレが生じ、比例反比例のま

とめになり、ためになった。
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○教具の準備が素晴らしかったです。

○課題の設定がとても参考になりました。（ランドルト環という１つの題材から、２つの関係を取り出

し、４パターンについて追及していくということ）

○個人⇒追求班⇒数学班という流れの設定の仕方は、良い取り組みだと思いました。

○課題追求班の形態は今までにないもので参考になりました。

○課題設定、課題解決に向けてのツールをどれだけ与えるかという点について考えさせられました。

【高等学校】

４とても参考になった ３参考になった ２あまり参考にならなかった １参考にならなかった

１ ２ ０ ０

３３％ ６７％ ０％ ０％

○比例・反比例の問題解決力を見たいと考えていたので、演習場面があると良かった。

○特殊な環境であったので、普段は、もっと活発な話し合いがなされているのかなと感じた。

○追求班、学習班にして学びに広がりをもたせること参考になりました。

○今の中学校の現状がわかって良かったです。

質問 ３つのステップ（適切な課題設定、授業の流れの明確化、生徒同士の対話場面の保障）は、

今後の授業の参考になりましたか。

【小学校】

４とても参考になった ３参考になった ２あまり参考にならなかった １参考にならなかった

２ １ ０ ０

６７％ ３３％ ０％ ０％

○「適切」という部分を自分でどうとらえるか、考えていきたいと思います。

【中学校】

４とても参考になった ３参考になった ２あまり参考にならなかった １参考にならなかった

２３ １０ ０ ０

７０％ ３０％ ０％ ０％

○何のために今この問題に取り組んでいるのか、目的を持つことにより、生徒の意欲も高まると思い

ます。視力検査表にないランドルト環をつくろうということで、自ら、２つの数量関係を意欲的に調

べていたと思います。

○課題がとても良かった。ぜひ、来年度の授業で取り入れたい。

○今後ランドルト間の学習の時に参考にさせていただきます。

○課題について、多様な考え方、アプローチができるという利点がある一方、拡散して終わってしま

うデメリットも。難しいと思いました。

○子どもが主体的に学ぶという観点でとても参考になりました。
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○Ｔｒｙにかいたことをやります。

○対話の場面で、あの環境の中で自然と対話している様子にこれまでの授業での取組が生かされてい

ると感じました。

○対話の保障とは時間の保障のほかにも要素があるのではないか？流れの提示とともに、学習がどこ

に進んでいるかを示されるとよかった。課題の明確化も必要だったのでは？

○追求班⇒数学班の流れたとても有効だった。

○課題追求（個人）⇒発表（対話）において、既習事項（スキル）、ツールの用意等の重要性を改めて

感じました。

○面白い課題、授業の流れを明示、対話の時間この３つを参考に授業を進めたい。ただ、発問には気

を付けて、全体を連れて行く授業をこれから考えていこうと思います。

○一つ一つ丁寧な授業だったと思います。２時間で終わらせるのが難しいと感じましたが、丁寧な授

業だからこそ一人一人がしっかりと取り組んでいたと思います。

○ジグソー法の良さ、悪さを見ることができました。

○流れを示し、活動を展開していくのは難しいですが、生徒がスムーズに活動できていたのでとても

参考になりました。

○授業改善の視点として、今後に生かしていきたいと思います。

○参考にして実践していきたいと思います。

○今後参考にさせていただきます。

○深い学びをつくるために大切なことについて協議ができ、ありがたかったです。

【高等学校】

４とても参考になった ３参考になった ２あまり参考にならなかった １参考にならなかった

２ １ ０ ０

６７％ ３３％ ０％ ０％

○本時の学習を可視化したのは良かった。

質問 その他、お気づきの点がございましたら、ご自由にお書きください。

【小学校】

○インタラクティブな協議会をそのまま授業で試したいと思います。

【中学校】

○原先生、素晴らしい授業、子どもたちの姿を参観させていただき、ありがとうございました。まさ

に、「馴質異化」の課題設定の中で、子どもたちは緊張する中、活発に意見交換をしていました。

○視覚化することの大切さを今日は特に強く感じさせていただきました。流れ、ゴールを示す。実物

を示す。時間を示す。指示だけでなく、目にも訴え、考えの過程も可しかしていくことで、生徒の理

解が深まり、より一層学び合いが深まると思いました。○「けぷと」の活用、追求班⇒数学班の活用

など、とても参考になりました。

○授業改善の仕方を学び、自分でも実践していこうと思いました。ありがとうございました。
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○対話で思考力を高める手立てを考える機会となりました。

○授業について、質疑の時間があるとよかったです。準備、授業等お疲れ様でした。参考になる授業

を見せていただきありがとうございました。

○見附市で、タブレットが各校９台入っていると思うので、生徒の発表活動に積極的に導入できると

いいですね。

○ランドルト環の計測に透明な方眼紙を活用したり、様々な教具準備など、転勤されてすぐで大変な

こともあったと思います。原先生本当にお疲れ様でした。

○協議会では、忙しかったがいろいろな意見が聞くことができてとてもよかった。ありがとうござい

ました。時間内に授業を終わらせられなかったは・・・どうなんでしょう。終了時間は大事ですよね。

○やはり、全体での意見の確認が欲しかった。

○話が長い。勤務時間内で終わらせること。

【高等学校】

○生徒が行き詰ったときの教師の言葉がけが大切なものと認識いたしました。（生徒同士、教員との対

話）原先生、大変お疲れ様でした。

○中学校の先生方が、数学への興味関心、考える力を身に付けさせるために、様々な授業の工夫をさ

れていることがわかりました。高校でぜひその力を伸ばし、先の進路希望をかなえさせたいと思いま

す。

○「ズレ」が大事だと改めて感じました。本日はありがとうございました。
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