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生徒が学習に主体的に取り組むための中学校数学科の授業づくりに関する研究 

－１人１台端末を活用した考えの即時共有による指導の工夫を通して－ 

 

                  山陽小野田市立竜王中学校 教諭 原田 志保乃  

 

１ 研究の意図 

(1) 研究の背景 

「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 数学編」（以下「学習指導要領解説」とい

う。）においては、「授業の改善に当たっては，生徒自らが，問題の解決に向けて見通しをも

ち，粘り強く取り組み，問題解決の過程を振り返り，よりよく解決したり，新たな問いを見い

だしたりするなどの『主体的な学び』を実現すること」＊１が大切であると示されている。ま

た、GIGAスクール構想の前倒しにより、本県においては、令和２年度から１人１台端末と、高

速大容量の通信ネットワークが一体的に整備され、積極的な利活用が求められている。 

(2) 研究テーマ設定の理由 

原籍校では、課題に取り組む際、やる気はあるが解決の糸口がつかめず困っている生徒や、

答えを出したものの自信がもてない生徒がいた。その後、ペアやグループ学習の時間をとる

と、真っ先に質問に行き教えてもらう様子や、教師が「その答え正しいよ」と声をかけると、

次の問題に自信をもって取り組んだり、友達に教えに行ったりする様子が見られた。全国学

力・学習状況調査の質問紙の結果を分析しても、「数学は好きですか」「数学は大切ですか」

など、数学を学ぶことに対する肯定的な回答は決して低くなく、逆に「数学を頑張りたい」

「数学を理解したい」という意識は高い。そのような生徒が意欲や自信を失わないように、課

題に主体的に取り組むことができるような手立てが必要だと考えた。 

「学習指導要領解説」では、「単元など内容や時間のまとまりの中で，例えば，主体的に学

習に取り組めるよう学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりして自身の学びや変

容を自覚できる場面をどこに設定するか」＊２など、主体的・対話的で深い学びにおける視点

からの授業改善が求められている。また、中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』の構築

を目指して（答申）」には、「ＩＣＴ を“すぐにでも”“どの教科等でも”“誰でも”活用

できる環境を整え、日常的に活用するこ

とにより、児童生徒がＩＣＴを『文房

具』として自由な発想で活用できるよう

にし、『主体的・対話的で深い学び』の

実現に向けた授業改善に生かしていくべ

きである」＊３と述べられている。 

そこで、本研究では、他者と考えを比

較することで、問題解決の着眼点や活動

の進捗具合などの学習状況を把握できる

ようにしたい。そのために、１人１台端

末を活用して活動の様子を共有する。そ

の試みにより、生徒は問題解決に向けて

見通しをもって取り組んでいけるのでは
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図１ 研究のイメージ 
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ないかと考え研究を構想した（図１）。また、教師も生徒の学習状況を把握することにより、

指導をより適切に工夫することが可能になるのではないかと考え、本研究仮説を設定した。 

 (3) 研究の仮説 

端末を活用し、授業途中での理解度や多様な考えなどを、他の生徒や教師と共有すること

で、生徒は自らの学習状況を把握し、問題解決に向けて見通しをもって、主体的に取り組むこ

とができる。 

 

２ 研究の内容 

 (1) 本研究における「主体的に取り組むこと」 

生徒が、激しく変化する社会を生き抜くためには、学校で得た知識に加え、新たな課題の

解決に向け、色々なことを自ら学び続けなければならない。そのためには学校で、「分かる」

「できる」という勉強に対する楽しさを感じさせたり、どれくらい力が付いたかを実感できる

ようにしたりする指導の必要がある。そうした指導によって、生徒は社会に出ても、学習その

ものに面白さや意義を見出し自ら学んで成長できるようになると考える。そこで、本研究にお

ける主体的に取り組むことを、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ことと、粘り強い取組を行う中で、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することなど、自らの学習を調整しな

がら学ぼうとすることと捉える。 

(2)「粘り強い取組を行おうとする」「自らの学習を調整しながら学ぼうとする」姿 

  「『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」によると次のように述べら

れている。「『主体的に学習に取り組む態度』の評価については，①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，②①の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，という二つの

側面から評価することが求められている。これら①②の姿は実際の教科書等の学びの中では

別々でなく相互に関わり合いながら立ち現れるものと考えられる。例えば，自らの学習を全く

調整しようとせず粘り強く取り組み続ける姿や，粘り強さが全くない中で自らの学習を調整す

る姿は一般的ではない。」＊４ 

   そこで、本研究では、粘り強い取組を行おうとする側面を「諦めずに問題を解こうと挑戦す

る姿」、自らの学習を調整しようとする側面を「自分の学習状況を捉え、自分の目的に応じて

学び方を選択する姿」と捉え、授業実践で見取っていくこととした。 

(3) １人１台端末を活用した即時共有について 

   「学びのイノベーション事業実証研究報告書」には、端末を活用する利点は、「時間的・空

間的制約を超えること、双方向性を有すること、多様かつ大量の情報の蓄積・共有・分析が可

能であること」＊５などが挙げられている。また、ＩＣＴを活用したことによる効果として、

同報告書では、「『ＩＣＴ機器やデジタル教材を用いることで、生徒の学習意欲が高まり、

個々の作業進行状況に応じて 学習を進めていくことができていた。』『自分の考えがクラス

で共有されることで、自分の考えを伝えたり、自分の考えと比べながら友達の考えを聞くよう

になり、学習に積極的に関わるようになった。』『動画や画像など、視覚的な教材を活用する

ことで、普段、授業に消極的な生徒の関心を高めることができた。』」＊６と報告している。

そこで、今回の研究では、考えを共有するツールとしてクラウドを活用する。生徒が各端末に
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記録した考えをクラス全体で一覧できることにより、自分の学習状況にあったタイミングで、

それぞれの考えを確かめたり、比較検討したりすることができるようにしたい。これにより、

他の生徒の考えと自分の考えが同じことから自信をもったり、「そうだったのか」と新たに気

付いたりするなど、理解を深め、意欲的に学ぶことができると考える。 

 (4) 授業実践 

   ６月は原籍校第３学年 85人に「式の計算の利用」の単元で、10月は原籍校第２学年 66人に 

「平行と合同」の単元で授業実践を行った。 

 ア 第１回授業実践（６月） 

  (ｱ) 単元について 

     前単元で、単項式と多項式の乗法・除法、多項式同士の乗法、乗法公式を用いての式の

展開や因数分解を学習した。そこで、本単元では、既習の式の展開や因数分解を利用し

て、問題を解決したり説明したりすること、数や図形について性質が成り立つことを、文

字を用いた式で一般的に表し、数学的に考察することをねらいとしている。ここに、１人

１台端末を活用し、生徒が互いの考えを比較することで、学習状況を把握できるように

し、問題解決に向けた主体的な取組が期待できるのではないかと考えた。 

  (ｲ) 単元計画（全４時間） 

授業実践の主な学習活動と、１人１台端末を活用して、即時共有を設定した場面を表１    

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ｳ) 本研究との関連・検証方法 

     第１回授業実践では、第３時と第４時の授業で１人１台端末を使って即時共有をした。 

     第３時では、問題に示された考え方が「正しい」か「正しくないか」を、１人１台端末

を用いて共有することで、「証明の必要性」について迫った。生徒は、型にはまった記述

式の証明は正しく書くことはできても証明の意義を理解していないことが多い。また小学

校における経験を基に「実測や操作などの説明も証明の一つだ」と理解している生徒が多

い。そこで、１人１台端末を活用し、クラス全員の考えを共有、比較することで、自分と

異なる考えに関心をもち、証明の必要性を実感できるようにした。 

  第４時では、生徒の解答状況を共有することで、学び合いにつなげ「なぜ、その答えに

なるのか？」「間違ったけどなぜ？」など、結論までの過程を学び合える時間になるよう

にした。 

     なお、即時共有における１人１台端末の有効性を検証するため、授業実践の第１時と第

２時では、生徒の考えの共有に端末を使用せずに授業を展開した。考えの即時共有に端末

時 主な学習活動 
 １人１台端末を活用して即時共有を 
 設定した場面 

１ 
展開を利用して、効率よく式の値を求め
る。 

 

２ 
整数について成り立つ性質を見付け、文字
式を用いて証明する。 

 

３ 
式を利用して証明することで、新たな図形
の性質を見出す。 

図形の性質の妥当性についての考えを
即時共有して、証明の必要性に迫る。 

４ 
式の因数分解や展開を利用して数の計算を
する。 

問題を解き、答えを即時共有して、学
び合いにつなげる。 

表１ 「式の計算の利用（啓林館中学数学３）」の単元計画

（全９時間） 



 

- 68 - 

を使った場合と、端末を使わなかった場合での主体的に取り組む姿に違いはあったか、毎

授業後にアンケートを行い検証した。 

  (ｴ) 授業実践の概要と実際     

 本単元第３時の授業実践の概要を、表２に示す。 

 

主眼 
式を利用して証明することで、新たな図形の性質を 

       見出すことができる。 

学習活動・内容 発問 指導上の留意点 ＩＣＴの活用 

①〈個〉→〈全体〉 
公式を復習する。 

・円の求積の仕方 
・円周の求め方 

 

○本時で活用する円の面積
の 公 式 を 復 習 す る こ と
で、自信をもって本時の
活動に取り組めるように
する。 

 

○ロイロノート・スクール
（以 下「 ロイ ロ」 と い
う。）のアンケート機能
を使い、クイズ形式で復
習する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
○予想を共有することで、解

決への期待感をもちながら
取り組めるようにする。 

 
 

 
 
 
 
 
 
○ロイロのアンケート機能

を使い、クイズ形式で予
想する。 

 
②〈個〉→〈全体〉 

タツ子さんの方法、大き
な円の面積から小さな円
の面積をひく方法で求め
てみる。 

・図形の性質を説明 

 
○ タツ子 さん以 外の 方法

（大きい円）―（小さい
円 ） に 気 付 か せ る こ と
で、解決の見通しをもて
るようにする。 

 
 

 
 
 
 
 

 
③〈個〉→〈全体〉 

タツ子さんの考えが本当
に 正 し い の か を 問 い か
け、自分の考えをワーク
シートにまとめる。 

・証明の必要性と意味 
 

 
○文字を用いることによ

り、どのような値でも表
せる文字の利便性に、気
付くことができるように
する。 

 

 
○生徒一人ひとりの考えが
書かれたワークシートを
各自が写真に撮り、ロイ
ロの機能を使ってクラス
全員の考えを一覧にする
ことで、自分の考えの妥
当性について考察する必
要があることに気付くこ
とができるようにする。 

④〈グループ〉 
一般化した式で面積を求
め証明する。 

・文字を用いた式で図形の
関係を捉え説明すること 

・Ｓ = aｌの証明 
 
⑤〈全体〉 

本時の振り返りをする。 

○班で考えた、それぞれの
道幅のおきかえで、証明
しても、全員が結局同じ
ことをしていること、自
分たちで考えた方法で一
般化できることに、気付
くことができるようにす
る。 

○円以外のいくつかの図形
で成り立つことを示すこと
で、「どんな図形でも成立
するのか？」という新たな
問いをもつことができるよ
うにする。 

 
 
 
 
 
 

評価 ・文字式を使うことの必要性と意味を考えようとしている。 
・式を利用して、図形の性質が成り立つことを証明することができる。 
・文字式について学んだことを生活や学習に生かそうとしている。 

 次の図のような円形（半径５ｍ）の花壇がある。その周りに幅が 
２ｍの道をつくった。道の面積を求めるのに、タツ子さんは「道の  
中央を通る円の周の長さと道の幅（２ｍ）の積を求めればよい。」  
と考えたが正しいだろうか。 
 

タツ子さんの言っていることは正しいか？ 

タツ子さんの方法で求められるか確かめよう。 

本当に正しいか？ 

表２ 第３時授業実践の概要 
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第４時の授業概要は、学習のめあてを

「効率よく問題を解こう」とし、授業を展

開していく上で、ロイロのアンケート機能

を活用した。１問ずつ問題を黒板に書き、

生徒はその問題をワークシートに解き、時

間内に端末に答えを打ち込んだ。全体で答

え合わせをした後、グループで間違ったと

ころは教え合ったり、正解した場合でも計算過程を確認したりする時間を取った。このよ

うな、学習したことを適用する学習場面で解答状況を共有する（図２）ことが主体的な取

組につながるか検証した。 

  (ｵ) 授業実践の結果と考察 

 第３時では、まずは、全員で課題を

計算して確かめた（図３）。その後、

タツ子さんの方法は、本当に正しいと

言っていいのか、ロイロの生徒全員の

回答を即時に回収、共有できる機能

（提出箱）を使い、他の生徒の考えと

比較するために、自分の考えをワーク

シートに書き、写真を撮って、提出箱

に送り、全体で共有した（図４）。ほと

んどの生徒が、「計算して答えが同じに

なるから正しい」と答えていたが、数人

の生徒は「課題の数字のときしか確かめ

ていないから、正しくない」「正しいと

は、これだけでは分からない」と答えて

いた。 

 授業後の振り返りの記述で、「一つの

数値で計算して成り立っただけでは、正

しいことを決められない。証明しないと

いけないことが分かりました」「自分で

証明してみると、タツ子さんの方法が成

り立つことが分かりました。タツ子さん

の方法は簡単だと思いました」と書いて

いた。生徒は、「証明する」ことの必要性に気付くことはできたが、その後の「証明をす

る」活動に主体的に取り組めたかは授業の様子からは見取ることができなかった。また、

図５のアンケート結果からも、即時共有することで主体的に取り組めたか、数値からは分

からなかった。証明の必要性への気付きが「証明」そのものへの主体的な取組へつながら

なかった原因の一つとして、「証明」の難しさが考えられる。「証明」に見通しをもって

取り組むためには、助けが必要な生徒が少なからずいることを想定し、証明を進める場面

に共有する場面を設定する、証明のための思考ツールを用意するなど手立てを講じる必要

図４ ロイロでの共有 

・（大きい円の面積）－（小さい円の面積） 

  49π − 25π = 24π 

・タツ子さんの考えたやり方 

 （道の中心の円周）×（道幅） 

  12π × 2 = 24π 

図３ 課題の計算 

同
じ
に
な
っ
た 

図２ 解答状況の共有画面 

１００
２
ー９９

２
 を効率よく計算しよう。 
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があったと考える。 

 第４時では、生徒はワーク

シートに問題を解いて答えを求

め、端末に答えを打ち込んで答

えを共有した。その後の学び合

いの場面では、自分の理解度が

分かり、自分の学習状況に応じ

て、間違ったところを他の生徒

に教えてもらう姿や、他の生徒

と解き方を確認している生徒の

姿を見取ることができた。よっ

て生徒は、自分の目的に応じて

学び方を選択していたと考え

る。また、図５のアンケート結

果からも、「みんなの考えが分

かったことで、途中であきらめ

ずに最後まで問題に取り組め

た」「みんなの考えが分かった

ことで、問題解決の過程を振り

返って、よりよく解決しようと

した」の問いに、「そう思う」

と答えた生徒の割合が、端末を使わなかったときと比べて、それぞれ10ポイント以上増え

ていた。これらのことから、答えを共有したことによる理解度の自覚が、できるようにな

るための主体的な取組を促進していたことが分かる。だが、課題が比較的易しく、端末を

活用して理解度を共有したときに、ほとんどの生徒が正解していたため、やや時間を持て

余す生徒が数人いた。 

 よって、主体的に取り組むには、どのような学習課題で行うのか、共有の仕方において

は、生徒のどのような考えを共有するのか、いつ共有するのかが重要であることが分かっ

た。 

  イ 第２回授業実践（10月）     

   (ｱ) 第１回の授業実践からの改善点 

     ６月の授業実践から、即時共有をすることで、生徒が主体的に取り組むためには、生徒

のどのような考えを、いつ共有するのかが、重要であることが分かったので、その課題と

手立てを明らかにし、10月の授業実践では、表３のように変更した。 

 

 ６月 10 月 

学
習
課
題 

「式の計算の利用」 
・図形の性質の証明 
・因数分解や式の展開を利用して、
数の計算を工夫する。 

「平行と合同」 
・多角形の内角の和について考える。 
・様々な角の大きさを、既習事項を
使って求める。 

・凹四角形の角の求め方を、既習事項
と関連付けて確かめる。 

表３ 第１回との改善点、手立て 

74%

67%

64%

70%

15%

23%

23%

21%

5%

4%

8%

4%

5%

5%

4%

5%

第 4時（あり）

第 3時（あり）

第 2時（なし）

第 1時（なし）

みんなの考えが分かったことで、解決に向けて

どうするか、自分なりに考えて取り組んだ。
そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない

（端末活用）

85%

71%

73%

71%

10%

19%

16%

21%

3%

3%

4%

7%

7%

8%

第 4時（あり）

第 3時（あり）

第 2時（なし）

第 1時（なし）

みんなの考えが分かったことで、

途中であきらめずに、最後まで問題に取り組めた。
そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない

（端末活用）

86%

68%

75%

73%

7%

21%

15%

18%

3%

7%

5%

1%

4%

8%

第 4時（あり）

第 3時（あり）

第 2時（なし）

第 1時（なし）

みんなの考えが分かったことで、問題解決の過程を

振り返り、よりよく解決しようとした。

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない

（端末活用）

図５ アンケート結果  （Ｎ=73 人） 

 

１０ﾎﾟｲﾝﾄ 
以上増加 

１０ﾎﾟｲﾝﾄ 
以上増加 4％ 

4％ 

4％ 
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改
善 

ね
ら
い 

多様な解き方ができる課題で、図形の見方・考え方をまとめるためにＩＣＴ
を活用する課題の方が即時共有の効果があるのではないかと考えた。 

共
有
の
仕
方 

・ロイロを活用し、自分の考えや答
えを端末で写真に撮り、提出箱に
送ることで、他の人の考えを共
有・比較できるようにした。 

・Google スライド（以下「スライド」
という。）を活用し、生徒が一人学
びのとき、お互いの学習状況を共
有、比較できるようにした。また、
クラウドサービス上の共同編集機能
を使い、いつでも考えが参考にでき
るようにした。 

改
善 

ね
ら
い 

６月は、他の人の考えが提出されなければ、共有できなかったが、10 月は、
共同編集機能を活用することにより、互いの学習状況をいつでも共有、比較
できるようにした。 

検
証
方
法 

・授業実践の前半２時間は生徒の考
えの共有に端末を使用せずに授業
を進め、後半２時間は端末を活用
して生徒の考えを共有して授業を
展開した。考えの即時共有に端末
を使った場合と、端末を使わな
かった場合での主体的に取り組む
姿に違いはあったか、毎授業後に
アンケートを行い検証した。 

・即時共有する授業のみを実践し、端
末を使って考えを共有する授業をし
た前後で、主体的に取り組む姿に違
いはあったか検証した。また毎授業
後に、スライドが効果的に学習に使
われたかアンケートを行い検証し
た。 

改
善 

ね
ら
い 

１人１台端末を活用した即時共有する授業のみを実践し、実践前後でアン
ケートを行うことで、主体的に取り組む姿に違いがあったか見取りやすくな
ると考えた。 

   (ｲ) 単元について 

中学校１年までの図形の学習では、操作的・実験的な活動や直観的な取り扱いを中心と

しながら、図形に対する知識及び技能を身に付けてきた。これらの学習を生かして、本単

元では、「基本的な図形の性質を理解すること」「基本的な図形の性質を見出し、平行線

や角の性質などを基にして、それらを確かめ説明することができること」を目標にしてい

る。角の大きさを求める様々な解法を考えたり、確かめ、説明したりする際には、既習の

学習内容を活用するため、着眼点が明確になることで、考え方が直観しやすく、うまくヒ

ントを得ることで主体的な取組が期待できるのではないかと考えた。 

  (ｳ) 単元計画（全９時間） 

授業実践の主な学習活動と、１人１台端末を活用して即時共有を設定した場面を表４に 

示す。 

時 主な学習活動 １人１台端末を活用して即時共有する場面 

１ 
直線とそれに交わる直線によってで
きる角（対頂角）に見られる性質に
ついて証明し確かめる。 

 

２ 
平行線と、同位角・錯角の関係につ
いてどのような性質があるか証明し
確かめる。 

 

３ 
三角形の内角と外角の性質について
証明し確かめる。 

 

４ 
三角形の内角の大きさによって、三
角形を分類する。 

 

５ 

多角形の内角と外角の和についてど
のようなどのような性質があるか証
明し確かめる。 

多角形の補助線の引き方を共有すること
で、引き方はいろいろあっても、分けら
れる三角形の数は同じであることを実感
する場面 

表４ 「平行と合同（啓林館中学数学２）」の単元計画（全９時間） 
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(ｴ) 本研究との関連・検証方法 

授業では、自力解決の活動場面で、スライドを用いることにより、生徒一人ひとりの考

えを整理できるようにした。また、共同で編集できるように設定することにより、同じス

ライドにある他の生徒の編集作業中のページを、いつでも参考にできるようにするととも

に、他の生徒の考えに、コメント機能を使って質問したり、評価したりできるようにし

た。このことにより、ペア学習も含め、自分の状況にあった解決方法で主体的に課題に取

り組むことができると考えた。今回の授業実践では、端末を使って考えを共有する授業を

した前後で、主体的に取り組む姿に変容があったか検証した。また、毎授業後にアンケー

トを行い、スライドの活用により、効果的に学習に使われたか検証した。   

(ｵ) 授業実践の概要と実際  

本単元第７時の授業実践の概要を、表５に示す。 

 

６ 
様々な角の大きさを、いろいろな性
質を使って求める。 

補助線の引き方次第で、解決までの道筋
が違う場面 

７ 
角の大きさの求め方を既習事項と関
連付けて確かめる。 

補助線の引き方次第で、解決までの道筋
が違う場面 

８ 
合同な三角形の性質について調べ
る。 

 

９ 三角形の合同条件について調べる。  

授業準備 
①クラウドサービスの共同編集で
きる機能を活用し、生徒が、実
際に図形を操作し試行錯誤しな
がら学習できるスライドを作成
する。その際、生徒が多様な考
えを整理しやすくするために、
想定される補助線を引いたスラ
イドと補助線の引かれていない
スライドを作成する（図Ⅰ）。 

 
②スライドに、生徒が実際に動かして試行錯誤しながら確かめられるように、等しい角
に置くことができる色別のドット、「外角」、「錯角」などの用語を書いたパーツを
作成する（図Ⅰ）。 

 
③スライドは、全ての生徒が互いの考
えを授業中にリアルタイムに見るこ
とができるように設定することがで
き、他の生徒のスライドを見ること
で、自分と他者の状況を比較するこ
とができる。この機能により、他者
が目を向けている角を糸口に解決方
法を探ることができる（図Ⅱ）。 

主眼 角の大きさの求め方を既習事項と関連付けて確かめることができる。 

学習活動・内容 発問 指導上の留意点 ＩＣＴの活用 

①〈全体〉 
 凹四角形を構成する角の 
 関係について話し合う。 
・対頂角の性質・平行線と同
位角、錯角の関係 

・三角形の内角と外角の関係 
 

○90°を基準に凹四角形の
へこみの部分の角度を予
想することで、他の三つ
の内角の和になりそうな
ことに気付くことができ
るようにする。 

 

○GeoGebra を使い、図形
を動的に動かしつつ様々
な凹四角形を提示し、へ
こみの部分の角度を推測
させる。 

 
 

表５ 第７時授業実践の概要 

図Ⅰ 補助線を引いたファイルと引かれていないファイル 

他
の
生
徒
の
ス
ラ
イ
ド

画
面 

図Ⅱ 操作画面 
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授業では、まずクラス全体で、このままでは∠ｄを求めることができないことを確認

し、既習の平行線と角の関係や三角形の角の性質を生かすことができるように、補助線

を引き、既習の図形に分けて考える必要があることを確認した。次に生徒は一人学びし

て、その後生徒一人ひとりの補助線の引き方を、１人１台端末を活用して即時共有した

（図６）。そして、生徒から出た複数の補助線の引き方をクラス全体で分類した（図

７）。その後、あらかじめ準備していたスライドに教師が共有設定をして、生徒がスラ

イドを使う準備をした。次に、一つのスライドを取り上げ、解決までの説明を全員で共

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○このままで解決できるか
を問うことで、補助線を
用いて、既習の図形に分
けて考える必要があるこ
とに気付くことができる
ようにする。 

  Google Meet で共有をか
け、教師用の画面が生徒
の画面に動的に見られる
ようにする（図Ⅲ）。 

 
 
〇既習事項を板書に提示
し、生徒が、解決過程で
どのように活用している
か随時比較できるように
する。 

②〈個〉→〈全体〉 
本当に凹のへこみの部分の
角度が、他の三つの内角の
和になるか、問題を解いて
確かめる。 

・図形の分割 
 
 

〇平行線や三角形を見出
し、見えなかった角の大
きさが、見えてくる補助
線のよさに改めて気付く
ことができるようにす
る。 

〇提出された様々な考え方
を整理することで、それ
ぞれの解決方法について
推測し合うことができる
ようにする。 

○補助線を書き込んだロイ
ロのカード（ワークシー
ト）を提出させ、他の生
徒と共有できるようにす
る。 

 
〇提出された補助線だけを
引いた表現物の全てのパ
ターンを、クラス全体で
整理し、提示しておく。 

③〈個〉→〈グループ〉 
補助線を頼りに、友達の考
えを推測し、図に表し説明
する。 

・筋道を立てた説明 

○友達の作業過程から、着
眼した図形や角を見て、
既習のどの考えを活用し
たのか推測できるように
する。 

〇生徒同士が解決の着眼点
を認め合うことによっ
て、数学的に表現する意
欲が高まるようにする。 

〇生徒がスライドを共同編
集することで、他の生徒
の作業の様子をリアルタ
イムに見合うことができ
るようにする。 

○生徒がスライドのコメン
ト機能を使って意見を書
き合うことができるよう
にする。 

④〈全体〉 
本時の活動を振り返る。 

・証明へ活用できる実感 
 
 
 

○多様な解決方法の中で、
考えやすかったものを一
つ選び、説明の過程を録
音し、それを聞くこと
で、意図した説明になっ
ているか自分で確かめる
ことができるようにす
る。 

○ロイロのカードの録音機
能を使うように促すこと
により、生徒が説明過程
を書いたり、録音したり
できるようにする。 

∠a＋∠ｂ＋∠ｃ＝∠ｄ 

になりそうだけど、 

いつもそうなるのか。 

図Ⅲ GeoGebra 

 

課題 
∠a  + ∠ｂ + ∠ｃ ＝ ∠ｄ 
になることを確かめよう。 



 

- 74 - 

有するとともに、スライドの操作方法を確認した。続いて、生徒一人ひとりが別のパ

ターンのスライドを選択し、既習の図形の性質を根拠に凹四角形の性質を導く学習を進

めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｶ) 授業実践の結果と考察 

授業では、生徒は、自らスライドを選択し、端末を用い

てドットやパーツを操作して試行錯誤しながら等しい角を

見付けていた（図８）。分からなかったときには、他の生

徒のスライドを見ることで解決の糸口をつかもうとしてい

た。また、性質を導き出せたが、自信がないときには他の

生徒のスライドと比較することで、自らの解決方法に自信

をもち、新たな解決方法に挑戦し

ていた。一人学びの後、質問タイ

ムの時間を取ると、相手のスライ

ドから読み取れなかったことを質

問しながら、話合いをしている生

徒がいた。その時間にも、一人学

びを続ける生徒や、他の生徒のス

ライドを見ることで解決の糸口を

つかもうとする生徒もいた。 

このことから、スライドが他の

生徒と共同編集できることで、生

徒は自分の学習状況を捉え、自分

の目的に応じて学び方を選択して

いたと考える。 

端末を使って考えを共有する授

業を実践した前後のアンケートを

比較すると、「友達と意見交流し

たことなどを通して、自分の考え

を深めたり広げたりすることができている」の回答の割合が16ポイント増加した（図

９）。同じくアンケートを比較すると、「難しい問題でも、諦めずに問題を解こうと挑戦

している」の項目において、「よく当てはまる」の回答の割合が22ポイント増加した

（図９）。また、アンケートの記述欄には「スライドを使うと、あまり話さない人とも自

図８ 操作中の様子 

77%

61%

20％

34%

3%

5%

よく当てはまる 当てはまる あまり当てはまらない 当てはまらない

友達と意見交流したことなどを通して、
自分の考えを深めたり広げたりすることができている。

61%

39%

37%

50% 11%

2%

よく当てはまる 当てはまる あまり当てはまらない 当てはまらない

63%

29%

32%

52%

5%

18% 1％

実践後

実践前

よく当てはまる 当てはまる あまり当てはまらない 当てはまらない

授業の終わりに、今日の学習を振り返り
学びのよさを実感している。

難しい問題でも、諦めずに問題を 
解こうと挑戦している。 

図６ 生徒が考えた補助線の引き方を
共有した画面 

図７ 補助線の引き方の分類 

３４ﾎﾟｲﾝﾄ増加 

１６ﾎﾟｲﾝﾄ増加 

２２ﾎﾟｲﾝﾄ増加 

図９ 授業前後のアンケート結果 （N＝62 人） 
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分の意見交換ができました」「友達の意見を、近くに行かなくても確認することができま

した」とあり、一人学びのときでも、他者と考えを共有しながら学びを深めていたことが

分かる。 

さらに「他の人の考え方が分かったり、他の考え方を見付けたりすることができたので

難しい問題も頑張って解こうと思えました」との記述もあり、考えを共有したことで、あ

きらめずに問題に挑戦しようとしたことが分かる。 

これらのことから、１人１台端末を用いて互いの考えを共有したことで、生徒自ら学び

方を選択し、諦めずに学びを深めていったと考える。  

今回の授業では、理解度や多様な考えなどを、他の生徒や教師と共有したことで、学習

状況を把握でき、学び方の選択による意欲的な活動ができていたので、生徒の学習への主

体的な取組に、一定の効果があると考える。一方、生徒の端末操作に時間を費やしたこと

も影響しているが、授業のポイントを生徒がワークシート（プリント）に整理するための

時間や、授業最後の振り返りの時間の確保、端末を活用した授業に適した板書の仕方に課

題を感じている。 

 

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、１人１台端末を活用し、授業途中での理解度や多様な考えなどを、他の生徒や

教師と共有することで、生徒は主体的に取り組むことができるのか、２回の授業実践を通して

検証した（表６）。第１回、第３時の授業実践では、共有・比較する場面を「証明を進める場

面」にする必要があったということ、第４時の授業実践では、学習課題が比較的易しく、次の

活動を必要としない生徒が数人いたことが見えてきた。よって、生徒が主体的に取り組むため

には、多様な解決方法がある図形分野で、一人学びのときにリアルタイムに自己と他者の考え

が共有、比較できると、有効であることが分かった。 

 

検証の流れ 
第１回（６月）授業実践 第２回（10 月） 

授業実践 第３時の授業 第４時の授業 
１人１台端末  

共有・比較 
タツ子さんの考えが 

 「正しい」 
 「正しくない」 

問題の解答 解決の糸口 

▼ ▼ ▼ ▼ 

学習状況の把握 × 
自分の解答が正解か 
不正解かを把握 

自分の解決過程への
道筋が正しいのか正
しくないのか 

▼ ▼ ▼ ▼ 

見通し 問題解決 「証明する」活動 学び合い 
∠a +∠ｂ+∠ｃ 

   ＝∠ｄになること 
  を確かめる活動 

共有したことで 
主体的に取り組め

たか 
× 

△粘り強い取組 
△自らの学習を調整 
  しながら学ぶこと 

○粘り強い取組 
○自らの学習を調整 
  しながら学ぶこと 

原因 

「証明する」活動場
面で、考えを共有・
比較できる手立てを
取る必要があった。 

数学的な見方・考え
方を働かすことがで
きる学習課題で実践
する必要があった。 

 

表６ 授業実践のまとめ  

○見取れた △課題あり ×見取れなかった 
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  (2) 今後の課題 

授業実践を通して、１人１台端末を使って、授業途中に生徒の考えを共有・比較し、学習状

況を把握することと、生徒の主体的な取組との間には、関係があると考える。今後、数学科の

教科の特質も踏まえ、どのような分野、単元で、どのような課題の切り口で実践すると効果的

なのか、授業のどのような場面で考えを共有すると、生徒の主体的な取組に効果があるのか、

研究を続けていきたい。また、個に応じた１人１台端末活用のあるべき姿を明確にもち、実践

を続けていきたい。 

第２回の授業実践では、生徒

は、他の生徒のスライドを参考に

したときには、スライドのコメン

ト機能を使い、参考にした生徒の

スライドに「ありがとう」などと

書き込んでいた（図10）。書き込

まれた生徒は、嬉しいようで、

もっと違う考え方をしてみたり、

直接教えてもらいに来た生徒に、

自信をもって答えたりしていた。今回の授業では、時間が足りなかったため、スライドを参考

にしてもらったことのお礼「ありがとう」や新たな考えに気付かせてくれたことへの「すご

い」などの称賛の書き込みしかできず、スライドへのコメントの書き込みの効果を検証するこ

とができなかった。今後は、他の生徒の表現物に、コメント機能を使って質問したり、評価し

たりする意見交換を有効的に活用する研究も続けていきたい。 
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図 10 第 5 時の授業の操作中の画面 
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