
- 89 - 

学習を調整しようとする態度を育成する高等学校数学科の指導に関する研究 

－「思考力,判断力,表現力等」を育成する学習過程における振り返り活動を通して－ 

 

山口県立防府商工高等学校 教諭 淺海 雄一 

 

１ 研究の意図 

(1) 研究の背景 

「高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 数学編 理数編」では、「子どもたちが，

学習内容を人生や社会の在り方と結び付けて深く理解し，これからの時代に求められる資質・

能力を身に付け，生涯にわたって能動的に学び続けることができるようにする」＊１ことが求

められている。特に、高等学校においては、「生徒一人一人に社会で求められる資質・能力を

育み，生涯にわたって探究を深める未来の創り手として送りだしていくこと」＊２の重要性が

述べられている。また、数学科の目標の一つとして「問題解決の過程を振り返って考察を深め

たり，評価・改善したりしようとする態度」＊３を養うことが示されている。さらに、観点別

学習状況評価の「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の観点

のうち、「主体的に学習に取り組む態度」については、従前の「関心・意欲・態度」の観点の

趣旨であった、「よりよく学ぼうとする意欲をもって学習に取り組む態度」を評価すること

を、改めて強調するものとなっている。 

(2) 研究テーマ設定の理由 

「高等学校学習指導要領（平成30年告示)解説 総則編」では、「生徒一人一人がよりよい社

会や幸福な人生を切り拓いていくためには，主体的に学習に取り組む態度（中略）が必要にな

る。こうした力は，社会や生活の中で生徒が様々な困難に直面する可能性を低くしたり，直面

した困難への対処法を見いだしたりできるようにすることにつながる重要な力である」＊４と

述べられており、主体的に学習に取り組む態度を育成することが、よりよい人生を送ることに

関わるとしている。 

原籍校の生徒は、進路に対する意識が高く、学習態度は良好である。一方で、授業中は板書

を写す活動に終始し、自身の理解度を確認できていなかったり、何度も同じ計算間違えをした

りする状況が見受けられ、主体的に学ぶ態度の育成が十分でないと考える。 

国立教育政策研究所「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料（高等学

校 数学）」では、「主体的に学習に取り組む態度」について、「知識及び技能を獲得した

り，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとする

側面」と、「粘り強い取組を行う中で，自らの学習を調整しようとする側面」の二つの側面を

評価することが求められている。そこで「主体的に学習に取り組む態度」を、「知識及び技能

を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行

おうとする態度」と「粘り強い取組を行う中で、自らの学習を調整しようとする態度」の二つ

の態度と捉える（図１）。また、「主体的に学習に取り組

む態度」の評価については、「思考力，判断力，表現力等

を育成したりする場面に関わって行うもの」＊５とある。

そこで、本研究では「思考力，判断力，表現力等を育成す

る場面」として、問題解決学習を設定した。 
図１ 本研究における「主体的に学習 

  に取り組む態度」のイメージ 
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また、「高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 総則編」には、「生徒が学習してい

る事項について，（中略）事後に振り返ったりすることで学習の確実な定着が図られ，各教科

等で目指す資質・能力の育成にも資するものと考えられる」＊６と述べられている。 

原籍校の生徒70人に、「数学の小テストや定期テストが返却された後に、見直しをして、勉

強方法や授業の取り組み方の改善に生かしていますか」という質問をしたところ、否定的な回

答は51％であった。このことから、問題を解いた後、自らの学習状況を把握し、学習の取り組

み方を工夫する態度を十分に育成できていないと考える。そこで本研究では、「思考力，判断

力，表現力等」を育成する学習過程における、「振り返り」に焦点を絞り、生徒の「学習を調

整しようとする態度」を育成することをねらいとした。 

西岡（2015）は「子どもが効果的に学習を進めるには，子ども自身の自己評価力を育てるこ

とが重要である。ここでいう自己評価とは，（中略）自分のできている部分とできていない部

分を正確に把握することによって，自己調整を可能にしていく力である」＊７と述べている。

そして、子どもの自己評価力を育てる上で重要なこととして、教師によるフィードバックを挙

げている。ここで、フィードバックとは、「めざしている結果と照らし合わせつつ事実を伝え

ることで，学習者が自分の実態を把握し，自己調整を可能にする行為」＊８のことである。そ

こで、「めざしている結果と照らし合わせる」ための手立てとして、振り返りの際に、評価基

準である「ルーブリック」を用いることとした。 

(3) 研究の仮説 

 「思考力，判断力，表現力等」を育成する学習過程における相互評価、自己評価、学習の振

り返りを行う際に、ルーブリックを活用し振り返りの視点を明確にすることで、学習を調整し

ようとする態度を育成することができる。 

 

２ 研究の内容 

(1) 「ルーブリック」について 

ルーブリックとは、「学習目標の達成

度を判断するため、『評価の観点』と、

観点の尺度を数段階に分けて文章で示し

た『評価の基準』から構成される評価基準表」（表１）のこととする。また、本研究では、

ルーブリックの評価基準を３段階とし、授業の目標をおおむね達成した段階をＢ評価とする。 

(2) 本研究における「学習を調整しようとする態度」 

本研究における「学習を調整しようとする態度」とは、

「知識及び技能を習得したり、思考力、判断力、表現力等

を身に付けたりするために、自らの学習状況を把握し、学

習の進め方について試行錯誤しようとする態度」とする

（図２）。 

(3) 本研究における「振り返り活動」 

本研究における「振り返り活動」とは、

「相互評価、自己評価、振り返りシートの記

入」の三つの活動とする。それぞれの活動の

内容は、表２に示したものとする。  

表１ ルーブリックの例 

 Ａ（大変良い） Ｂ（良い） Ｃ（もう少し） 

知識・ 

技能 

余弦定理を用いて辺

の長さを求め、求め

た解を吟味すること

ができる。 

余弦定理を用いて辺

の長さを求めること

ができる。 

余弦定理を用いて辺の

長さを求めることがで

きない。 

 

表２ 振り返り活動の内容 

活動 内容 

相互評価 
２人組で答案を交換し、お互いの答案の記述に

対してコメントを記入する。 

自己評価 
ルーブリックに照らし合わせ、自身の答案と相

互評価の活動をＡＢＣの３段階で評価する。 

振り返り 

シートの記入 

問題への取組を振り返り、振り返りシートに記

入する。 

 

図２ 本研究における「学習を調整し 

  ようとする態度」のイメージ 
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(4) 授業実践 

ア 第１回授業実践「数学Ⅱ 三角関数」 

(ア) 単元の概要と授業計画 

原籍校の３年次機械科２クラスの生

徒79人に、数学Ⅱの「三角関数」の単

元の授業を行った。17時間のうち、小

単元「三角関数の加法定理」の終末２

時間と「単元のまとめ」１時間の計３

時間の授業を行った。単元末である「単元のまとめ」の１時間で、「思考力，判断力，表

現力等」を育成する学習活動として、知識及び技能を活用して問題を解決する活動を実施

した（表３）。第１回授業実践では、ルーブリックを事前に示すことの有効性のみを検証

した。授業の流れは、表４に示したとおりである。 

(イ) 授業の留意点 

「高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 数学編 理数編」には、「問題解決の

過程を振り返って，評価・改善しようとする態度を育成するためには，協働的な活動を通

して，生徒同士の多様な考えを認め合うことも重要である」＊９とある。そこで、問題を

解決する活動には、グループ学習を取り入れた。さらに、「児童生徒の学習評価の在り方

について（報告）」（2019）では、「どのような方針によって評価を行うのかを事前に示

し、共有しておくことは、評価の妥当性・信頼性を高めるとともに、（中略）児童生徒に

自らの学習の見通しをもたせ自己の学習の調整を図るきっかけとなることも期待される。

また、児童生徒に評価の結果をフィードバックする際にも、どのような方針によって評価

したのかを改めて共有することも重要である」＊10と述べられている。したがって、問題

提示時に、評価基準を示し、答案作成や振り返りシートの記入の際に用いた。 

また、振り返りについて、三藤（2020）は、各教科の資質・能力を育成するために、

「単に活動を『面白かった』や『ためになった』ということを振り返るのではなく、『こ

の単元や題材での学習を通して、自分にどんな力が付いたのか、そのために自分はどのよ

うに取り組んだのか』というメタ認知を行うことが求められる」＊11と述べている。そこ

で、振り返りを行う際に、ルーブリックを生徒に確認させ、自分のできている部分と、で

きていない部分を把握させることをねらいとした。 

(ウ) ワークシートについて 

ワークシートはＡ３用紙の見開きの両面刷りとした（図３）。表面には、左半分に問題

文を記載、右半分にはルーブリックを示し、裏面はレポート作成用紙とした。 

取り組む問題の内容は、三角関数の加法定理を用いて解決するもので、ある時刻におけ

る星の位置を示し、２時間後の星の位置を説明させるものとした（図４）。 

表３ 第１回授業実践の授業時間数 

小単元等 授業時間数 

１．一般角 ２時間 

17 時間 
２．三角関数 ８時間 

３．三角関数の加法定理 ６時間 

  単元のまとめ １時間 

 

表４ 授業の流れ 

ねらい 日常の事象を数学的に捉え、問題を解決しよう。 

学習活動 指導の留意点 

１ 導入 ・問題の把握 ・答案作成の見通しをもたせるためにルーブリックを確認させる。 

２ 展開 (問題解決) ・個別学習 ・問題の解決方針について、自分の考えをもたせる。 

・グループ学習  

・個別学習 ・ルーブリックを用いて答案作成の基準を確認させる。 

３ まとめ (振り返り) ・振り返りシートの記入 ・ルーブリックを確認した後に、振り返りを記入する。 
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ルーブリックは、「思考・判

断・表現」と「主体的に学習に取

り組む態度」の観点について作成

した。（表５、表６）「思考・判

断・表現」の観点は、評価項目を

「事象の数学化」「課題解決」

「論理的な表現」の三つに分け

た。「主体的に学習に取り組む態

度」の観点は、「粘り強さ」「振

り返り・メタ認知」の二つとし、

「振り返り・メタ認知」について

は、さらに二つの項目を設けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある日、先生から次のような課題を出されました。 

『北斗七星の 21時から 23時までの動きを確認するために、今夜星を観察し、21時と 23時の星空の様

子を写真に撮ってくること』 Ａさんはその夜、星の観察に行きました。21 時の写真は撮れました

が、途中で天候が悪くなったため、23時の写真は撮れませんでした。 

 翌日、Ａさんが先生にそのことを伝えると、先生は 21時の写真に 23時の北斗七星の位置を書き入れ

て明日提出するように言われました。また、提出のときに、なぜその位置に 23 時の北斗七星を書いた

のか、説明するように言われました。 

その日の夜、Ａさんは 21時の写真に 23時の北斗七星を書こうとしましたが、分度器や三角定規をもっ

ていないことに気が付きました。文房具店もすでに閉まっていて、購入することもできません。Ａさ

んは、どのようにして夜 23 時の北斗七星の位置を書けばよいでしょうか。翌日、先生に説明するつも

りでまとめてください。 

図４ 第１回授業実践の問題文 

表５ 第１回授業実践時の「思考・判断・表現」のルーブリック 
 Ａ（十分満足できる） Ｂ（おおむね満足できる） Ｃ（努力を要する） 

事象の 

数学化 

動画や課題文の中の事象から数学的

に表現ができそうなワードをピック

アップできており、さらに解決すべ

き問題が数学的に表現できている。 

動画や課題文の中の事象から数学的

に表現ができそうなワードをピック

アップできているが、解決すべき問

題が数学的に表現できていない。 

動画や課題文の中の事象から数学的

に表現できそうなワードを見付けら

れていない。 

課題解決 

これまでに習った知識や技能を活用

して、自分なりに問題を解決してい

る。 

これまでに習った知識や技能を活用

しようとしているが、問題解決には

つながっていない。 

これまでに習った知識や技能を活用

していない。 

論理的な 

表現 

自分の考えを、グラフや式などを適

切に使いながら、言葉も交えて根拠

をもとに説明している。 

自分の考えを、グラフや式だけで書

いており、根拠が明確でなく説明が

不十分なところがある。 

自分の考えを説明していない。 

 

表６ 第１回授業実践時の「主体的に学習に取り組む態度」のルーブリック 
 Ａ（十分満足できる） Ｂ（おおむね満足できる） Ｃ（努力を要する） 

粘り強さ 

問題を解決するために既習内容を活用しよ

うと、ノートや教科書を見返したり、質問

をしたり、話し合ったりするなど、粘り強

く取り組む姿が見られる。 

ノートや教科書を見返したりして問

題を解決しようとする姿が見られ

る。 

問題を解決しようとする姿が見られな

い。 

振り返り 

・メタ認知 

三角関数の学習における自分の取組につい

て良い点や問題点などを記述して自己評価

できている。また、今後さらに知りたいこ

とが具体的に書いてあり、学びを発展させ

ようという意思が感じられる。 

三角関数の学習における自分の取組

について良い点や問題点などを記述

して自己評価できている。 

三角関数の学習における自分の取組に

ついて自己評価していない。 

問題解決に有効な考え方や方法が具体的に

書いてあり、学習スキルのレパートリーが

広がっている。 

問題解決に有効な考え方や方法が具

体的に書いてある。 

問題解決に有効な考え方や方法が書か

れていない。 

 

 
図３ 第 1 回授業実践時のワークシート 

問題文 ルーブリック 
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(エ) 授業実践の結果と考察 

授業実践前後に行った、「自身の数学の学習を

改善しようとしているか」に関するアンケートで

は、肯定的な回答が71％から82％に11ポイント増

加した（図５）。このことから、「思考力，判断

力，表現力等」を育成する学習過程において、

ルーブリックと問題を同時に示し、問題の解決及

び振り返りを行ったことで、「学習の進め方につ

いて試行錯誤しようとする態度」に対する意識は

高まったと考えられる。また、ある生徒の振り返

りには、「最初に、三角関数を使うことは分かっ

ていたが、北極星を原点にすればよいということ

に気付けなかった。しかし、グループで話をする

ことによって正解を導き出せた」と記述してい

た。この生徒は、問題を解決する活動への取組に

ついての良い点や問題点を記述できており、自身

の学習状況の把握ができていると考えられる。 

一方で、授業を受けた生徒全員の振り返りシー

トの記述内容を分析すると、単元で学習した用語

を用いて振り返りを記述した生徒は37％であり、低い割合であった（図６）。このことか

ら、「学習を調整しようとする態度」の育成は十分ではないと考えられる。 

(オ) 第２回授業実践に向けて 

第１回授業実践では、振り返りシートの記述内容の分析から、自身の学習状況を把握

し、学習の進め方について試行錯誤しようとする態度が十分に育成されなかったと考え

る。そこで、第２回授業実践では、「学習を調整する態度」を育成するために、３点の改

善を行った。１点目は、振り返りシートの中に、単元で学習した用語を、振り返りで用い

るキーワードとして示した。２点目は、ルーブリックの表の中に、自己評価の記入欄を設

け、ルーブリックを読んだ後に自己評価を記入する様式とした。３点目は、２回目の振り

返り活動を追加した。本時で問題を解決する活動を実施した後に、教師による評価、解説

を踏まえて、生徒がもう一度振り返りを行うことで、「学習の進め方について試行錯誤し

ようとする態度」を育成することをねらいとした。 

イ 第２回授業実践「数学Ⅱ 微分と積分」 

(ア) 単元の概要と授業計画 

原籍校の３年次機械科２クラスの生徒79人に対

し、数学Ⅱの「微分と積分」の単元の授業を行っ

た。23時間のうち、小単元「微分係数と導関数」

の終末３時間の授業を行った（表７）。３時間のうち、２時間目に問題を解決する活動、

３時間目に問題の解説及び振り返りを行った。取り組む問題は、陸上選手のスタートから

６秒後の速さを求めるものとし、授業の展開は、第１回授業実践時における振り返り①

に、相互評価、自己評価を追加し、次時に、振り返り②の活動を実施した（表８）。 

5%

32% 63%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図６ 振り返りの記述内容（Ｎ＝72 人） 

表７ 単元の授業時間数 

（斜字部分は授業実践実施時間） 

小単元等 授業時間数 

１．微分係数と導関数 7 時間 

23 時間 
２．導関数の応用 7 時間 

３．積分 8 時間 

４．単元のまとめ １時間 

 

14% 57% 18% 11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
当てはまる だいたい当てはまる
あまり当てはまらない 当てはまらない

39% 43% 12%
6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

当てはまる だいたい当てはまる

あまり当てはまらない 当てはまらない

【授業実践前】 

自身の数学の学習を 

改善しようとしていますか？ 

【授業実践後】 

今回の学習に取り組んで 

自身の数学の学習を改善しようと思いましたか？ 

図５ アンケート結果（Ｎ＝72 人） 
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(イ) 授業の留意点 

第２回授業実践では、「振り返り活動」を取り入れることで、「自らの学習状況を把

握」させること及び「学習の進め方について試行錯誤しようとする態度」の育成をめざし

た。二宮（2015）は、「子どもたち同士による相互評価や教師との対話によって評価基準

を共有することがメタ認知能力を育成していくうえで有効であると考えられるようになっ

てきている」＊12と述べている。そこで、「学習を調整しようとする態度」に関わるメタ

認知能力の育成をねらいとして、相互評価の活動を設けた。 

学習状況を把握するためには、その単元の内容をどの程度理解しているのか振り返る必

要がある。そこで、第２回授業実践では、振り返りの際に、振り返りに用いる用語を示し

た。長期的には、指導を重ねることで、このような用語を示すことなく、単元の内容を踏

まえた振り返りを行えるようになることが望ましいと考える。 

また、二宮（2015）は、「フィードバックが学習改善に結びつくためには，子どもの現

在の到達度合いが示されるだけでなく，それが目標とどのくらい異なっているのかが質

的，あるいは量的に示され，さらにその差異を埋めるために，どのような行動が必要なの

か示されなければならない」＊13とも述べている。そこで、求める到達点との差異を示す

ためにルーブリックを用いて解説を行う。その後、その差異を埋めるために必要な行動を

生徒自身が考える活動として、教師の評価や解説を踏まえた振り返り②の活動を取り入れ

ることで、「学習を改善しようとする態度」を育成することをねらいとする（図７）。  

ねらい ある時刻における「速さ」を求める方法を説明できる。 

 学習活動 指導の留意点 

本
時 

１ 導入 ・問題の把握 ・答案の作成の見通しをもたせるためにルーブリックを確認させる。 

２ 展開 

(問題を解決する活動) 

・個人学習 ・問題の解決方針について、自分の考えをもたせる。 

・グループ学習  

・個人学習 ・ルーブリックを用いて、答案作成の基準を確認させる。 

３ まとめ 

（振り返り①） 

・相互評価 ・ルーブリックを用いて、コメントをする際の視点を確認する。 

・自己評価 ・ルーブリックを確認し、答案作成の達成の度合いを３段階で評価する。 

・振り返りシート記入 ・ルーブリックを確認し、学習内容を踏まえた振り返りを行う。 

教師による評価 

次
時 

１ 教師による解説 ・評価を踏まえて、理解が不足している箇所を把握して解説する。 

２ 振り返り② ・振り返りシート記入 ・教師による評価・解説を踏まえて振り返りシートを記入させる。 

 

表８ 第２回授業実践の計画（斜字部分は第１回授業実践からの改善箇所） 

  答案作成の見通し 
陸上選手のスタートから 

６秒後の速さは？ 

  個人学習 
 

 

  グループ学習   個人学習  

 
  相互評価 

 計算過程が説明してあって

分かりやすかったよ。 

「瞬間の速さ」で微分を思

いついたの？すごい！ 

(Ⅰ) (Ⅰ) (Ⅰ) 

  自己評価 

 

  振り返り① 

 
速さに注目して、言葉を

使って説明できたぞ！答え

までたどり着けなかったか

ら自己評価Ｂだな。 

瞬間の速さを求めるには、

微分係数を求めればよいと

分かった！ 

微分係数を簡単に計算する

方法はないのかな？

  教師の解説(次時) 

微分係数を求める理由の説

明が不十分な人が多かった

ようです。ではそれを踏ま

えて解説します。微分係… 

 
なるほど…… 

(Ⅰ) 

  振り返り②(次時) 

説明できていると思ってい

たけど、不十分だったな… 

次の授業からは問題を解く

ときに、言葉での説明も書

くようにしよう！ 

  授業(次時以降) 

振り返りを踏まえて、授業

を受けよう！問題を解くと

きは計算過程や言葉での説

明も書こう！！ 

(Ⅱ) 

教 

１ ２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ ９ 10 

(Ⅲ) 

学習の進め方の改善 

 
学習状況の把握 学習状況の把握 

(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ) は、それぞれの活動前に確認したルーブリック(図 12,図 13,図 14)を示す。 

図７ 第２回授業実践の生徒の思考と活動のねらい 
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(ウ) ワークシートについて 

ワークシートはＡ３用紙の見開きの両面刷りを

用いた。シートの表面には、左半分に問題文を記

載し、右半分には「授業の目標」「解決の方針」

「授業のまとめ」の記述欄（図８）を設けた。扱

う問題は、「陸上選手のスタートから６秒後の速

さを説明しよう」（図９）とした。裏面は、左半

分に答案作成欄、右半分にはルーブリックを示し

た。答案作成欄は、「調査報告書」の形式とし

て、他者へ説明することを意識させた（図10）。 

振り返りシート（図11）は、Ａ３用紙を用い

た。左半分に振り返り①、右半分に振り返り②の

記述欄を設けた。振り返り①において、「数学的

な特徴の考察」の項目には、振り返りシートに

「速さ」「微分係数」等の単元で習得した知識に

関する用語を示し、単元の内容を踏まえた振り返

りを促した。 

ルーブリックは、「思考・判断・表現」と「主

体的に学習に取り組む態度」の観点について作成

した。また、相互評価の活動内容に対する評価項

目を作成し、活動の評価基準を示した（図12）。

「主体的に学習に取り組む態度」の観点では、評

価項目を「数学的な特徴の考察」「問題解決過程

の考察」「問題解決過程の評価・改善」の三つに

分けた（図13、図14）。また、ルーブリックに自

己評価欄（図12(ア)(イ)、図13(ウ)、図14(エ)(オ)）を設

け、自身の答案をＡＢＣの３段階で評価する活動

を設けた。ルーブリックの文言は、生徒が理解で

きるように、具体的で平易な言葉を用いた。ま

た、ＡＢＣの各段階での違いが分かるように、

Ａ、Ｃの評価において、Ｂ評価と異なる箇所には

下線を引いた。今回のルーブリックの作成手順に

ついては、図15に示している。 

図９ 第２回授業実践問題文 

 Ａ（大変良い） Ｂ（良い） Ｃ（もう少し） 自己評価 

調
査
報
告
書
の
評
価 

【思考・判断・表現】 

時間の変化に対する距離の変化に着目し、言

葉、数、式、図、表、グラフなどを用いて、

問題解決の過程を説明できた。 

時間の変化に対する距離の変化に着目し、言

葉、数、式、図、表、グラフなどを用いて、

問題解決の過程を説明できなかった。 

（ア） 

相互評価 

相互評価する際に、上の評価基準①～③の視

点をもとに、他者の説明の良い点や改善点を

伝えてあげ、コメントを書くことができた。 

相互評価する際に、上の評価基準①～③の視

点をもとに、他者の説明の良い点や改善点を

伝えてあげることができた。 

相互評価する際に、他者の説明の良い点や改

善点を伝えてあげることができなかった。 
（イ） 

 図 12 ワークシートに関するルーブリック（Ⅰ） 

図 11 振り返りシート 

振り返り① 振り返り② 

図８ ワークシート表面 

問題文 
授業の目標 

解決の方針 

授業のまとめ 

答案作成欄 ルーブリック 

図 10 ワークシート裏面 

𝑦 = −0.0653𝑥3 + 1.3148𝑥2 + 3.8257𝑥 − 0.0656 
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 Ａ（大変良い） Ｂ（良い） Ｃ（もう少し） 自己評価 

【主体的に学習に取り組む態度】 

振り返り

シート① 

の評価 

問題の解決過程の考察（振り返りシート①（３）（４）） 

問題を解くときに有効だった方法や困ったこ

と等を具体的に記述することができた。 

問題を解くときに有効だった方法や困ったこ

と等を記述することができた。 

問題を解くときに有効だった方法や困ったこ

と等の記述をすることができなかった。 
（エ） 

振り返り

シート② 

の評価 

問題の解決過程の評価・改善（振り返りシート②） 

評価を踏まえて①自分の解答の仕方で良かっ

たことや不足していたことをあげ、②今後の

学習で気を付けることを記述し、③その理由

を説明することができた。 

評価を踏まえて自分の解答の仕方で良かった

ことや不足していたことをあげ、今後の学習

で気を付けることを記述することができた。 

評価を踏まえて自分の解答の仕方で良かった

ことや不足していたことをあげることができ

なかった。 

（オ） 

図 14 第２回授業実践時の振り返りシートに関するルーブリック（Ⅲ） 

 

微分・積分を活用した問題解決の過程を振り返って考察を深めたり、評価・改善したりしようとしている。 

単元の評価規準【主体的に学習に取り組む態度】 

(Ⅰ)微分・積分を活用した問題解決の過程を振り返って考察を深めたり、 

(ⅱ)評価・(ⅲ)改善 したりしようとしている。 

(Ⅰ)微分・積分を活用した問題解決の過程を振

り返って考察を深めたり、 

(ⅱ)評価しようとしている。 

(ⅲ)改善しようとしている。 

(Ⅰ)問題解決時に有効だったこと、困ったこと 

問題を解くときに有効だった方法や困ったこと

等を記述することができた。 

ルーブリック（問題解決過程の考察） 

 

(ⅱ)解答の仕方で良かったことや不足していたこと 

(ⅲ)今後の学習で気を付けること 

評価を踏まえて自分の解答の仕方で良かったことや不

足していたことをあげ、今後の学習で気を付けること

を記述することができた。 

ルーブリック（問題の解決過程の評価・改善） 

 

単元の評価規準から、授業

で評価する資質・能力の項

目を抽出する。 

抽出した項目を分類する。 

分類した項目を、具体的な

基準で示す。生徒の回答を

予測して、客観的な基準を

定めると、評価しやすい。 

生徒の実態に即した達

成度合いを定める。本

研究では、生徒の実態

を踏まえ、Ａ評価に

「具体的に」「理由を

説明」といった文言を

付け加えた。 

関数の局所的な変化に着目し、日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え、問題を解決したり、解決の過程を

振り返って事象の数学的な特徴や他の事象との関係を考察したりすることができる。 

単元の評価規準【思考・判断・表現】 

(ⅰ)関数の局所的な変化に着目し、(ⅱ)日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え、 

(Ⅲ)問題を解決したり、(Ⅳ)解決の過程を振り返って (ⅴ)事象の数学的な特徴や(ⅵ)他の事象との関係を考察 

したりすることができる。 

 (ⅰ)関数の局所的な変化に着目し、 

 (ⅱ)日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え、 

(Ⅲ)問題を解決したり 

(Ⅳ)解決の過程を振り返って 

(ⅴ)事象の数学的な特徴や 

(ⅵ)他の事象との関係 

を考察したりすることができる。 

 (ⅰ)時間の変化に対する距離の変化に着目 

 (ⅱ)言葉、数、式、図、表、グラフ 

(Ⅲ)問題を解決できた。 

時間の変化に対する距離の変化に着目し、言葉、

数、式、図、表、グラフなどを用いて、解決の過程

を説明し、問題の解決過程を説明できた。 

 

ルーブリック【思考・判断・表現】 

 

(Ⅳ)解決の過程を振り返って 

(ⅴ)問題を解いて分かったことや疑問点 

(ⅵ)新たな課題や今後の取組 

を考察することができた。 

問題を解いて分かったことや疑問点を単元の内容を

踏まえたキーワードを用いて記述することができ

た。 

ルーブリック（数学的な特徴の考察） 

 

単元の評価規準から、 

育成する資質・能力の項

目を抽出する。 

抽出した項目から、本時

で育成する資質・能力を

定め、分類する。 

分類した項目を、生徒も

理解できるように、具体

的で平易な言葉を用いて

基準を示す。 

生徒の回答を予測して、

客観的な基準を定める

と、評価しやすい。 

生徒の実態に即した達成

度合いを定める。本研究

では、生徒の実態を踏ま

え、「解決の過程を説

明」「キーワードを用い

て記述」した段階でＢ評

価とした。 

図 15 第２回授業実践のルーブリックの作成手順 

 

 Ａ（大変良い） Ｂ（良い） Ｃ（もう少し） 自己評価 

振り返り

シート① 

の評価 

数学的な特徴の考察（振り返りシート①（１）（２）） 

問題を解いて分かったことや疑問点を単元の

内容を踏まえたキーワードを用いて記述し、

新たな課題や今後の取組に向けての考察を記

述することができた。 

問題を解いて分かったことや疑問点を単元の

内容を踏まえたキーワードを用いて記述する

ことができた。 

問題を解いて分かったことや疑問点を記述す

ることができなかった。 
（ウ） 

図 13 第２回授業実践時の振り返りシート①「数学的な特徴の考察」のルーブリック（Ⅱ） 
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(エ) 授業実践の結果と考察 

第２回授業実践時に、「学習を調整しようとする態度」が顕著に見られた生徒（以下

「Ｓ１さん」という。）の思考について、授業の流れ（図16）に沿って分析する。 

Ｓ１さんの答案（図17）を

見ると、与えられた関数を

微分することで導関数を求

め、𝑥に６を代入すること

で、微分係数を求めてい

る。Ｓ１さんは、振り返り活

動において、自身の答案に

対する自己評価をＡ評価と

した（図16２）。次に、振

り返り①の記述（図18）を

分析すると、「瞬間の速

さ」が「接線の傾き」と一

致することを理解してい

る。さらに、「微分係数」と「導関数」が混同しやすいことに注意を向け、整理して理解

しようとしている。これらの記述から、単元の内容を踏まえて、具体的な振り返りができ

ていることが分かる。しかし、提出された答案を見ると、答えの数値を求めることはでき

ているが、授業の目標である「『速さ』を求める方法を説明できる」ことを十分に満たし

ていなかったため、教師はＢ評価で答案を返却した（図16４）。答案返却後の振り返り

単元の評価規準【思考・判断・表現】  作成の留意点 

関数の局所的な変化に着目し、日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え、問題を解決したり、解決の過

程を振り返って事象の数学的な特徴や他の事象との関係を考察したりすることができる。 

  

 
単元の評価基準から、育成する資質・能

力の項目を抽出する。 
   

(ⅰ)関数の局所的な変化に着目し、(ⅱ)日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え、 

(Ⅲ)問題を解決したり、(Ⅳ)解決の過程を振り返って (ⅴ)事象の数学的な特徴や(ⅵ)他の事象との関係を

考察したりすることができる。 

 

  

 
抽出した項目から、本時で育成する資

質・能力を定め、分類する。 
     

(ⅰ)関数の局所的な変化に着目し 

(ⅱ)日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え 

(Ⅲ)問題を解決したり 

 (Ⅳ)解決の過程を振り返って 

(ⅴ)事象の数学的な特徴や 

(ⅵ)他の事象との関係を 

考察したりすることができる。 

 

  

 
分類した項目を、生徒も司会できるよう

に、具体的で平易な基準で示す。 

生徒の回答を予測して、客観的な基準を

定めると、評価しやすい。 

   

(ⅰ)時間の変化に対する距離の変化に着目 

(ⅱ)言葉、数、式、図、表、グラフ 

(Ⅲ)問題を解決できた 

 (Ⅳ)解決の過程を振り返って 

(ⅴ)問題を解いて分かったことや疑問点 

(ⅵ)新たな課題や今後の取組 

考察することができた。 
 

 
生徒の実態に即した達成度合いを定め

る。本研究では、生徒の実態を踏まえ、

「解決の過程を説明」、「キーワードを

用いて記述」した段階でＢ評価とした。 

   

ルーブリック【思考・判断・表現】  ルーブリック（数学的な特徴の考察） 

時間の変化に対する距離の変化に着目し、言葉、

数、式、図、表、グラフなどを用いて、解決の過程

を説明し、問題の解決過程を説明できた。 

問題を解いて分かったことや疑問点を単元の内容を

踏まえたキーワードを用いて記述することができ

た。 

 

（１）問題を解いて分かったこと・できるようになったことは何ですか？ 

【方針】の内容や、「速さ」「接線」「微分係数」「導関数」という言葉を

使って書いてみましょう。（使わない言葉があってもよい）また、分かった

こと等から生じる新たな課題はありますか？ 

速さはグラフの傾きから求められることが分かった。グラフが曲線であ

る場合、瞬間の速さは接線の傾きを求めればよい。また、その傾きのこ

とを微分係数と呼ぶ。関数f(x)を微分すれば導関数が求まり、ⅹに時間

を代入すればその瞬間の速さが求まる。今までただの作業だった微分を

活用することができた。 

（２）問題を解いて、まだはっきりしないこと、疑問点は何ですか？ 

「速さ」「接線」「微分係数」「導関数」という言葉を使って書いてみま

しょう。（使わない言葉があってもよい） 

また、疑問点等を踏まえて、今後どのような取組をしますか？ 

速さと速度の違い 

（３）問題を解くときに、有効だった方法、自分の考え方のよかったところは何で

すか？ 

（例）「～ときに、～ことが有効だった。」 

   「～ときに、～と考えたことがよかった。」など 

グラフの傾き、平均変化率がそのまま速さとなることに気付けて良かった。 

（４）問題を解くときに、困ったこと、難しかったことは何ですか？ 

（例）「～ときに、～ことが困った。」 

   「～ときに、～ことが難しかった。」など 

微分係数と導関数の違いを理解していなかったので少し混乱してしまっ

た。求める方針は分かったが、計算の仕方は理解できていなかった。関

数電卓がなければ解けなかったと思う。 

図 18 Ｓ１さんの振り返り①の記述 

図 17 Ｓ１さんの答案 

評価 

B 

評価を受けて、自分の説明や解答の仕方で良かったことはどのようなことだと思い

ますか？ 

下の視点を参考にして書いてみましょう。（他の視点でも構いません。） 

 ①「速さ」に注目できた ②数、式、表、グラフを用いて説明できた 

 ③問題を解決することができた ④解答の過程を、言葉を用いて説明できた 

答えの数値を出せたこと。 

評価を受けて、自分の説明や解答の仕方に不足していたことはどのようなことだと

思いますか？また、自分の解答をよりよくするには、「どの部分」を「どのよう

に」すればよいですか？上の①～④の視点を参考にして書いてみましょう。（他の

視点でも構いません。） 

問題を解決することはできたが、十分な解説ができていなかった。

解くのに必死で解説を付ける余裕が無かった事が原因だと思う。数

値が導出されても、自分が何をしたのかはっきりと説明することは

できなかった。より深く理解することで本当の意味での解決になる

と思う。 

前の質問で答えた、「良かったこと」を継続したり、「不足していたこと」を改善

したりするために、今後どのようなことに気を付けて勉強すればよいと思います

か？授業への取り組み方やノートを書き方、授業中に問題を解くときのことを思い

出して書いてみましょう。 

今回の調査報告書は自分が理解したことを自分のためだけにメ

モしただけのノートに近しいものだったと思う。他の人に理解

してもらうためには理論をかみ砕かなければならず、かみ砕く

為には自分が理解している必要がある。逆に言えば、人に説明

しようとすることで、自分の理解度もより深いものにできる。

このことから、自分自身の理解が曖昧だと思ったものほど、人

に教えたり、説明したりすることが大切だと思った。 

図 19 Ｓ１さんの振り返り②の記述 

図 16 授業の流れ 

   答案作成  １ 

 

学習状況の把握 

     振り返り①（図 18） ３ 
 ～～  

(図 18) 

～～～  

   振り返り②（図 19） ６ 

学習状況の把握 

  ～～  

(図 19) 

～～～  

   教師の解説(次時) ５ 

なぜＢなのだろう？ 

解説します。 

Ｂ 

   自己評価 

 
２ 

自己評価 Ａ 

 ～ 

～～ 

   教師の評価 

 
４ 

教 

 

評価 Ｂ 
Ｂ 

 ～  

～～  

教 
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②の記述（図19）から、この生徒は、自己評価Ａと、教師の評価Ｂとのずれがどこに起因

しているのかを考え、評価を踏まえた振り返りを行っている。例えば、答えの数値が出せ

たことは良かったとした一方で、他者への説明を意識して答案作成ができていなかったこ

との記述が見られる。また、他者への説明が自分の理解につながることを認識し、今後の

学習に生かそうとしている。教師による評価結果を受けて、自身の学習状況を把握し、答

案に不足していた点を改善するために、学習の進め方を試行錯誤しようとしている様子が

うかがえる。したがって、Ｓ１さんからは、「自身の学習状況を把握」し、「学習の進め

方について改善しようとする態度」を見取ることができた。単元の終末に、本研究のよう

な、「思考力，判断力，表現力等」を育成する学習活動を取り入れ、単元の内容を踏まえ

た振り返り方の指導を継続的に行うことで、答案の記述内容や、振り返りシートの記述内

容の変容が期待できる。 

(5) 結果と考察 

振り返り活動について、第１回授業実践時には、

振り返りシートの記入のみの実施であるのに対し、

第２回授業実践時には、相互評価、自己評価、振り

返り②の活動を新たに取り入れた。第２回授業実践

後のアンケート結果（図20）について分析し、考察

する。相互評価について、「他者の答案を見て評価

することは、内容を深く理解することに役立ちまし

たか」の項目に対しての肯定的な回答は88％であっ

た。自己評価について、「自己評価する際、自身の

答案の良い点や不足している点を考察することに

ルーブリックは役立ちましたか」という項目に対す

る肯定的な回答は84％であった。振り返り①につい

て、「振り返りを行う際、振り返りに用いる言葉や

振り返る視点が指示してあることは役立ちました

か」の項目に対する肯定的な回答は88％であった。

振り返り②について、「評価を踏まえて振り返りす

ることは、答案の書き方の改善点やよりよくする点

を見つけることに役立ちましたか」の項目に対する

肯定的な回答は82％と高い割合となった。したがっ

て、第２回授業実践での振り返り活動は「学習状況

の把握」に一定の効果があったと考えられる。 

振り返り①について、生徒（以下「Ｓ２さん」と

いう。）の振り返りシートへの記述内容を分析す

る。「問題を解いて分かったこと」の項目につい

て、第１回授業実践時には、「三角関数」という用

語を用いて記述しているが、分かったことを具体的

に記述できていなかった。しかし、第２回授業実践

時には、「瞬間の速さ」「微分係数」といった用語

問題を解いて分かったこと 

第
１
回 

三角関数を将来使うことはないだろうと思っていた

けれど、三角関数を使って星座の移動した位置を求

められるのはすごいと感じました。 

  

第
２
回 

平均の速さは、距離÷時間で求めることができた

が、６秒後の瞬間の速さは平均変化率の公式と微分

係数の式を使うと求められるというところまでは分

かったので良かったです。 
 

図 21 振り返り①の記述の変容（S2さん） 

有効だった考え方や方法 

第
１
回 

他の人と考えを言い合いながら取り組め

たこと。 

  

第
２
回 

速さのグラフを見てｈを0に近づけるという

発想を思いついて、すぐに方程式を微分する

のだとひらめいたことがよかった。 
 

図 22 振り返り①の記述の変容（S3さん） 

他者の答案を見て評価することは、内容を深く理解すること

に役立ちましたか？ 

 

31% 57% 10%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

評価を踏まえて振り返りをすることは、答案の書き方の改善点やより

よくする点を見つけることに役立ちましたか？ 

 

28% 54% 15%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自己評価をする際、自身の答案の良い点や不足している点を考察する

ことに、ルーブリックは役立ちましたか？ 

 

29% 55% 13%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

振り返りを行う際、振り返りに用いる言葉や振り返る視点が

指示してあることは役立ちましたか？ 

 

34% 54% 10%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる 

あまりあてはまらない あてはまらない 

だいたいあてはまる   

  

図 20 第２回授業実践後のアンケート

結果（Ｎ＝68 人） 



- 99 - 

とそれらの関係性を考えて記述している。さらに、

自身の理解段階を認識している（図21）。また、他

の生徒（以下「Ｓ３さん」という。）の振り返りを

分析すると、「問題解決のために有効だった考え方

や方法」の項目について、第１回授業実践時には単

元の内容を踏まえた記述は見られなかったが、第２

回授業実践時には単元の内容を踏まえて良かった点

を記述している様子が見られた（図22）。したがっ

て、これらの生徒は、自らの学習状況を把握していると考えられる。 

また、振り返り②について、Ｓ３さんの記述を見ると、自身の答案における説明の不足点

を把握し、今後の学習の際に気を付けることを記述していた。このことから、学習の進め方

を試行錯誤しようとしている様子がうかがえる（図23）。これらの記述内容から、Ｓ３さん

は、自らの学習を調整しようとしていると考えられる。 

生徒全体の振り返り内容の状況を分析す

ると、第１回授業実践時には、単元の内容

を踏まえた振り返りを記述した生徒は37％

であったが、第２回授業実践後には65％に

増加した（図24）。このことから、振り返

りの際にルーブリックを用いることと、振

り返りの際に用いる用語を示したことは、自らの学習状況を把握する上で一定の効果があっ

たと考える。一方で、第２回授業実践時の振り返りの際に、単元で学習した用語を用いた振

り返りができていなかった35％の生徒については、振り返りの際に示した用語の意味の理解

や、それぞれの用語同士の関連性の理解が十分ではなかったと考える。そこで、微分係数を

学ぶ授業で、小テストを実施し、既習の知識の定着度を把握するとともに、学習内容のつな

がりや関連事項を整理するための指導を行う必要がある。また、本時の振り返りでは、行動

観察を行うことで、十分な振り返りができていない生徒を見取り、教科書や前時のノートを

見るように促すことも必要であると考える。 

 

３ 研究のまとめと今後の課題 

(1) 研究のまとめ 

本研究では、「思考力，判断力，表現力等」を育成する学習過程として、既習事項を活用

して問題を解決する学習活動を行った。さらに、問題を解決する活動の後に、相互評価、自

己評価、振り返りシートの記入を行った。 

ここで、相互評価、自己評価、振り返りシートの記入について、それぞれの活動の効果を

確認する。相互評価については、他者の答案を見て評価し、自身の思考を相対的に捉えるこ

とで、自身の思考過程を客観的に認識し、学習内容の深い理解につながると考える。自己評

価については、客観的な基準であるルーブリックを用いて、ＡＢＣの３段階で自身の答案を

評価することで、目標との差異を認識することができると考える。振り返りシートの記入に

ついては、振り返りの視点を示し、学習活動を通して自分にどのような力が付いたのか、そ

のために自分はどのように取り組んだのかといった認知面の振り返りを促すことで、生徒が

答案に不足していたことは？ 

式だけで書き続けていたので、何をしてその式

が出てきたのか一文はさんだりすると見る人が

分かりやすいと思う。 

 

今後、気を付けることは？ 

問いを解くとき自分の中では分かっていて式だけを

何行にも続けて書くことがほとんどだったので、

（中略）何をどうしたのかを文で書いて解いていく

と良いと思う。 
 

図 23 振り返り②の記述（S3さん） 

5%

12%

32%

53%

63%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第１回

第２回

図 24 振り返りの記述の割合（Ｎ=60 人） 

  単元の内容を踏まえて具体的な振り返りができている。 

  単元の内容を踏まえた振り返りができている。 

  単元で学習した用語を用いた振り返りができていない。 
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自己調整をする力を育成することができると考える。 

本研究の活動によって、単元の内容を踏まえた振り返りの割合が増加したことや、記述内

容の考察から、「学習状況の把握」に関しては一定の効果があったと考えられる。一方で、

「学習の進め方について試行錯誤する態度」の育成に対する有効性については十分に検証す

ることができなかった。 

(2) 今後の課題 

今後の課題は４点ある。１点目について、本研究では、「学習を調整しようとする態度」

を「知識及び技能を習得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりするために、自

らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤しようとする態度」と捉えた。その

中で、「学習の進め方について試行錯誤しようとする態度」の育成に対する有効性を検証す

ることができなかった。そこで、「学習の進め方について試行錯誤しようとする態度」を育

成するために、効果的な振り返りの実施方法や、振り返りを学習改善に活用する方法を研究

する必要がある。２点目は、ルーブリックについてである。生徒の学習を支援するために、

ルーブリックの作成方法や生徒の実態に合わせた基準の定め方を工夫する必要がある。３点

目は、振り返りの実施機会についてである。１年間を通して、定期的に振り返りの機会を設

け、学習改善の指導を行う。その結果、ワークシートや振り返りシートへの記述内容の変化

が見られるかを研究する必要がある。４点目は、ワークシートや振り返りシートへの記述の

変容を総括的な評価の材料として活用することである。特に、観点別学習状況評価における

「主体的に学習に取り組む態度」の観点については、振り返りの記述内容の変容が評価をす

る際の材料になるのではないかと期待できる。 
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