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＜数学科＞ 

自ら学び，思考力・判断力・表現力等を培うための授業の方略 

～ノート記述にみる思考過程とその指導法（３）～ 

 

美濃市立美濃北中学校 教諭 作倉 誠  

 

概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１．はじめに 

平成 23年 5月「言語活動の充実に関する指導事

例集～思考力，判断力，表現力などの育成に向け

て～【中学校版】」では，言語活動について，国語

科で培った能力を基本に，すべての教科等におい

て充実するために，言語活動に関する基本的な考

え方や言語の役割を踏まえた言語活動を解説する

とともに，優れた指導事例を示している．言語は

知的活動（論理や思考）の基盤であり，思考力・

判断力・表現力等の育成には欠かすことができな

いものとなっている．また，学力の重要な３つの

要素を示し，学習指導要領の改訂の基本的な考え

方を７点示している． 

 

＜学力の重要な３つの要素＞ 

 ① 基礎駅・基本的な知識・技能 

 ② 知識・技能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 

 ③ 主体的に学習に取り組む態度 

＜学習指導要領の改訂の基本的な考え方＞ 

 ① 改正教育基本法等を踏まえた学習指導要領 

改訂 

 ② 「生きる力」という理念の共有 

 ③ 基礎的・基本的な知識・技能の習得 

 ④ 思考力・判断力・表現力等の育成 

 ⑤ 確かな学力を確立するために必要な授業時 

数の確保 

 ⑥ 学習意欲の向上や学習習慣の確立 

 ⑦ 豊かな心や健やかな体の育成のための指導 

の充実 

 

 「学力の重要な３つの要素」としている思考力・

判断力・表現力等や主体的に学習に取り組む態度

の育成は，今後の大きな課題として示されている．

また，「学習指導要領の改訂の基本的な考え方」で

示されている思考力・判断力・表現力等の育成，

学習意欲の向上や学習習慣の確立という点では，

今後の授業改善の方向を指摘している．思考力・

判断力・表現力等の育成は大切であるといいつつ，

問題に取り組み考えていればそれが思考力といえ

るのか，真偽が判断できればそれでよいのか，わ

かりやすければそれがよい表現といえるのかなど、

多くの疑問が残る。これらのことを再考し、検討

していく必要性がある．また、主体的に学習に取

り組む態度の育成についても，日常的な学習指導

の中で主立った指導が行われているとは言い難い．

 学習指導要領の改訂では，あらためて「生きる力」が強調され，思考力・判断力・表現力等の育成が

重視された．また，そうした力を高めるために，説明，論述，レポート作成などの言語活動をより一層

充実させることが重要であることを明示している．本研究は，思考力・判断力・表現力を高めるための

手段として，日常的に行われている学習活動であるノートづくりを取り上げる．何をどのように記述す

ればよいのか、トゥルミンの論証モデルをもとに、授業における記述モデルを開発する。そして、そう

した学習活動を位置づけることが、思考力・判断力・表現力を育成することにつながることを述べる。

また、主体的に取り組む態度を培う上でも、ノートづくりが重要であることを述べる。 

 本稿は，学習活動として欠かすことのできない「書くこと」への指導としてノート記述を見直し，自

ら学び，思考力・判断力・表現力等を高めるための授業を提案する． 

（キーワード～思考力・判断力・表現力等，言語活動、ノートづくり，主体的に取り組む態度） 
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授業での学習活動とともに，どのような家庭学習

を位置づけることが必要なのかを明確にしなけれ

ばならない． 

 本研究では，思考力・判断力・表現力等と，主

体的に学習に取り組む態度（学習意欲の向上や学

習習慣の確立）の育成を重視し，その指導の手立

てとして「書くこと」軸とするノートづくりに着

目した．昨年度までの研究成果により，次のよう

なことが明らかになった． 

 

2009美濃市教育実践記録 

「自ら学び，思考力・判断力・表現力等を培うための授業の方略

～ノート記述にみる思考過程の考察とその指導法～」から 

○ノート記述は，トゥルミンの論証モデル（[主

張]に対する[根拠事実][理由づけ][理由の

裏づけ][限定][反証]）にあてはめることに

よって、どのように考えたのか明確にするこ

とができる。 

○学習評価が十分満足できる生徒，おおむね満

足できる生徒，努力を要する生徒のノート記

述には有意差があり，思考過程を明確にする

ノート記述ほど学習効果を高めている． 

○そうしたノート記述のために、吹き出しを用

いたり、いろいろな見方・考え方の記述を位

置づけたりするノート指導が大切である。 

2010美濃市教育実践記録 

「自ら学び，思考力・判断力・表現力等を培うための授業の方略

～ノート記述にみる思考過程とその指導法(2)～」から 

○数学教育における思考モデルから、授業にお

ける記述モデル（[問題の答え：主張]に対す

る[求め方：根拠事実][ 求め方の説明：理由

づけ][ どんな性質で：理由の裏づけ][ 間違

い直し：反証]）にあてはめることによって、

どのように考えたのか明確にすることがで

きる。 

○そうしたノート記述のために、ノート記述を

軸とした授業実践、発表ボードを用いた授業

実践が重要である。 

 

 これまでの研究により，日常的な学習活動とし

て大切にしているノート記述を充実させることは，

思考力・判断力・表現力等を高める上でとても重

要なことであることを示した．また，そのために

は，ノートに何をどのように記述すればよいのか

を検討した．思考力・判断力・表現力等をトゥル

ミンの論証モデルにあてはめると，求め方やその

説明，そこで使われている数学的な見方や考え方

を明確になることや，課題に対する思考過程が明

らかになることを示した． 

 本稿は、こうした研究を総括し、あらためて思

考力・判断力・表現力等を高めるための手立てや、

主体的に学習に取り組む態度の育成について検討

する． 

 

２．思考力・判断力・表現力等の育成 

知識基盤社会、情報化社会といわれ、様々な情

報を取捨選択し、幅広い知識と柔軟な思考力に基

づく判断や、この社会の変化に対応する能力が求

められている。また、全国学力調査、PISA など

の学力調査から、読解力や記述式問題に課題があ

るという報告がある。こうしたことから、思考力・

判断力・表現力等の一層の育成が必要とされてい

る。学習指導要領、または、文部科学省から出て

いる多くの調査、報告の中でも思考力・判断力・

表現力等の育成について多く方向性が述べられて

いる。さらには、各教科等において思考力・判断

力・表現力等を育成する観点から、基礎的、基本

的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視す

るとともに、言語活動の充実を図ることに配慮す

ることが求められている。こうしたことから本研

究では、思考力・判断力・表現力等の育成に着目

した。 

学習指導要領の内容上の特徴を示すキーワード

に、思考力・判断力・表現力等があるが、その意

味について示されていない。ただ、学習指導要領

の基本的な考え方には、「基礎的・基本的な知識及

び技能を習得させ、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、表現力等をは

ぐくむとともに、主体的に学習に取り組む態度を

養うために、言語活動を充実すること。」としてい

る。何かしらいろいろな知識や技能を活用する能

力を思考力・判断力・表現力等と捉えている。思

考力、判断力、表現力を区別して考えるものでは

ないが、それぞれの語彙について調べてみた。 

ウィキぺディアによると、「思考(力)とは、考え

たり思いをめぐらせたりする行動であり、結論を
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導き出すなど何かしら一定の状態に達しようとす

る過程において、筋道や方法を模索する精神の活

動である。判断力とは、物事について個人的な判

断をなすことのできる能力のことである。」、表現

力については、記載されていない。しかし、学習

指導要領と関連させてみると、基礎的・基本的な

知識や技能をあれこれと思いめぐらせ、活用する

ために思考する力、その情報の中から適当な事柄

を引き出し、その課題解決する手段の真偽を判断

する力、さらには、表現力については、他者の見

識の程度に配慮し、共通の言語で根拠を明確にし

て説明できる力とすることができる。このことを

日常的な授業で考えると、問題の答えを導き出す

ために、あれこれと学んだことを駆使して考え、

正しい答えを導くためにあえこれと、一つ一つの

用い方の真偽を判断し、根拠と理由を明確にし、

より詳しくわかりやすく筋道立てた過程を表現す

る力は、重要であるといえる。こうしたことから、

本研究ではまず、思考力・判断力・表現力等の一

側面力を「トゥルミンの論証モデル」を用いて定

義した。 

＜トゥルミンの論証モデル＞ 

トゥルミンの論証モデルとは，もともとイギリ

スにおいて哲学の研究をしていたスティーブン・

トゥルミン(Stephen Toulmin)が，あることが理

にかなっているかどうかを検討する道具として，

伝統的な論理学では不十分だと考え，1958 年に

『The Uses of Argument (議論の用法)』と題した

著書で自説を展開するために用いたものである．

この論証モデルについては，言語論理教育を提唱

する井上(1977)が，論理的思考力の育成という視

点からその有用性を示唆している．井上(1977)は，

トゥルミンの論証モデルを，次のように図示して

いる． 

 

 

[主張]（Claim, Conclusion）とは， 

事実が存在するかどうか，判断や解釈の真

偽などの主張をいう． 

[根拠事実]（Data）とは， 

ある[主張]を支える証拠となる事実をいう． 

[理由づけ]（Warrant）とは， 

[根拠事実]と[主張]との間を橋渡しする役

目を持っている．つまり，この[根拠事実]が

あると、どうしてその[主張]が真だといえる

のかその理由を示すことである． 

[理由の裏づけ]（Backing）とは， 

[理由づけ]の妥当性を裏付ける事実を示す

ことである． 

[限定]（Qualifier）とは， 

[主張]や[理由づけ]の確かさの度合いを示

すものである． 

[反証]（Rebuttal）とは， 

限定がなぜつけられたかという根拠となるも

のをいう．論を主張するときは，例外となるこ

とがらやどういう場合に制限されるかという条

件，反対の証拠などを考慮する．        

 

このように，このモデルの骨組みは，[主張]と

それを理由付ける[根拠事実]，[理由づけ]の３つが

中心にあり，他の３つ（[限定]，[反証]，[理由の

裏づけ]）は但し書き(条件付け)としたものである．

このことは、日常生活でも大切にしている考え方

といえる。例えば、誰かが「明日は雨になる。[主

張]」という。しかし、なぜそうなるのかその理由

を明確に示さなければ、決して正しいとはいえな

い。そのとき、「低気圧が少しずつ近づいている。

[根拠事実]」という根拠があり、「低気圧が通ると、

前線の関係で雨が降るから。[理由づけ]」という

理由があれば、「明日は雨になる。」をいうことが

説明できる。このような考え方こそが、思考力・

判断力・表現力等の一側面といえる。トゥルミン

の論証モデルは、科学的な事象を考察するためだ

けのものではなく、物事の考え方、思考として重

要であることを示唆している。さらには、日常の

授業で考えても、ある問題で正しい答えを求める

ときに、根拠、理由を明確にして、わかりやすく

説明することは、とても重要なことである。すな

わち、このことが思考力・判断力・表現力等とい

える。トゥルミンの論証モデルは、思考力・判断
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力・表現力等の一側面と定義することができる。 

＜数学教育における思考モデル＞ 

これまでの研究から、数学教育において，思考

力・判断力・表現力等の一側面をトゥルミンの論

証モデルを基にして，次のように定義した。 

 

数学教育における思考モデル 

 

 

こうした思考モデルで，思考力・判断力・表現

力等を捉えると、その指導法について多くみえて

くる。図形領域の二等辺三角形の性質を、例に取

り上げてみる。命題「二等辺三角形は、底角が等

しい。」を説明するのに、任意の二等辺三角形を取

り出し、「ある二等辺三角形は、底角が等しい。」

ということを証明すれば、この命題は正しいとす

るが、大前提「ある二等辺三角形について成り立

てば、すべての二等辺三角形について成り立つ。」

ということが理解されていなければ、この命題は

必ずしも正しいとはいえない。 

 

 

 

また、この命題の証明にある考え方を思考モデ

ルにあてはめると、明らかにすると、次のような

構造となる。 

 

 

 

 このように、「二等辺三角形は、底角が等しい。」

ということを証明するための考え方は、極めて複

雑であり、こうしたことを十分理解させることは、

思考力・判断力・表現力等の育成という点でとて

も重要なことである 

＜授業における記述モデル＞ 

 この思考モデルを大切にしながら、課題解決に

向けた考え方を明確にすることは、とても大切な

ことである。しかし、この思考モデルを用いて考

えることは容易ではない。また、この考え方を理

解していればよいというものでもない。そこで、

この思考モデルを日常的に用いて学習できるため

に、次のような記述モデルで、考え方とその構造

を捉えてみた． 

 

授業における記述モデル 

【答え】：[主張] ～「この問題の答えは？」 

問題，課題に対する答え 

【求め方】： [根拠事実] ～「その求め方は？」 

「答え」に対して、その根拠となる計算 
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や求め方 

【求め方の説明】：[理由付け]  

～「求め方の説明は？」 

「求め方」の説明、その手順 

【求め方を裏付ける性質】：[理由の裏付け]  

～「どんな性質で？」 

説明を裏付ける概念や性質，わかってい

ることがら 

【間違い直し】：[反証] ～「なぜ間違えたか」 

間違えた解答のどこが誤りなのか、どん

な考え方が誤りを引き起こしたのかなど

の説明        

 

(1) 【求め方】：[根拠事実] ～「その求め方は？」 

問題に対し解答を求める学習の多い数学では，

とかく「答さえ出ればよい」という意識が強い．

答えを求めてしまえば、それでよいと考える生徒

は多い．それでは，求め方の学習となり、柔軟な

考え方を身につけることはできない。ここで大切

なのは，答えではなく，答えが出るまでの過程に

あり，そこに数学教育で大切にされている数学的

見方や考え方を多く学ぶことができる．また，よ

り多くの求め方を学ぶことは，とても重要である．

問題解決までの過程に着目し，そこを大切にしな

ければならない。 

(2) 【求め方の説明】[理由づけ]  

～「求め方の説明は？」 

 次に，求め方（計算過程など）だけでは，まだ

不十分である．計算によって方程式の解を求める

ことができても、その求め方にあたる計算は，ど

のように解答を導くことができたのか，なぜその

計算から解を導くことができたのかを明らかにす

ることは，考え方としてとても重要なことである。

このことにおいては，一般的な対話についても，

多くの文献がその問題点を指摘する．例えば，論

理学でよく取り上げられる「ソクラテスは，必ず

死ぬ．」という命題は，「ソクラテスは，人間だか

ら．」と根拠づけられる．しかし，それでは説明が

不十分であり，その大前提には，「人間は必ず死ぬ

ものである．」があり，そのことが意識されないこ

とが多いとされる．学習においても，わかったつ

もりで書いている計算や求め方を，丁寧に説明す

ることは，いろいろ考え方を身につけることにお

いて、とても重要なことである． 

(3)【求め方を裏づける性質】：[理由の裏づけ]  

～「どんな性質で？」 

 また，その求め方には，今まで学習した概念，

性質によってどのように裏付けされているが必要

である。方程式の解の求め方でいえば，等式の性

質にすべて裏付けられている．そうしたことをし

っかり理解させることは、とても大切である。 

(4) 【間違い直し】：[反証] ～「なぜ間違えたか」 

数学の問題において，解答を間違えた場合，そ

こに大切な考え方が含まれる場合が多い．間違え

た解答のどこが誤りであったのかを明らかにする

ことが重要である．「求め方」に問題点があったの

か，「求め方の説明」に誤りがあったのか，どんな

考え方が誤りを引き起こしたのか，もしかしたら

「性質」自体がしっかり理解できていなかったの

かもしれない．こうしたことを，一つ一つ明確に

することが，学習する上でとても大きな効果を生

み出すことは明らかである． 

 

具体例「授業における記述モデル」 

「問題」方程式２ｘ＋３＝１３を解きなさい． 

「求め方は？」 

  ２ｘ＋３＝１３ 

    ２ｘ＝１３－３ ・・・① 

    ２ｘ＝１０ ・・・・・② 

     ｘ＝５ ・・・・・・③ 

「求め方の説明は？」 

方程式を解くには，等式を変形し，左辺に文

字の項，右辺に定数項を集め，○ｘ＝□という

式に変形して解を求める． 

   また，①の変形では両辺から３をひき（＋３

を移項し，－３とする．）、②となる。③の変形

では，両辺を２で割ると答えが出る。 

「どんな性質で？」 

  等式の変形は，すべて等式の性質によるもの

である． 

  ⅰ．両辺に同じ数をたしても等式は成り立つ． 

  ⅱ．両辺から同じ数をひいても等式は成り立つ． 

  ⅲ．両辺に同じ数をかけても等式は成り立つ． 

  ⅳ．両辺を同じ数でわっても等式は成り立つ． 

 

 このような考え方を意識させることは、思考
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力・判断力・表現力等の育成に必要な指導法とい

える。 

 

３．言語活動としてのノート記述 

学習指導要領の改訂では、あらためて「生きる

力」が強調され、基礎的・基本的な知識・技能の

習得はもとより、思考力・判断力・表現力等の育

成が重視され、その力を高めるために、言語に関

する能力を育成する中核的な国語科において、「話

すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」の

それぞれに記録、要約、説明、論述といった言語

活動を例示している。また、国語以外の各教科等

においても、教科などの特質に応じた言語活動を

示している。平成23年5月「言語活動の充実に関す

る指導事例集～思考力、判断力、表現力等の育成

に向けて～【中学校版】」では、具体的な言語活

動として、①体験から感じ取ったことを表現する、

②事実を正確に理解し伝達する、③概念・法則・

意図などを解釈し、説明したり活用したりする、

④情報を分析・評価し、論述する、⑤課題につい

て、構想を立て実践し、評価・改善する、⑥互い

の考えを伝え合い、自らの考えや集団の考えを発

展させるなどの学習活動を示し、その重要性を強

調している。また、思考力・判断力・表現力等の

育成と言語活動の関連は、平成21年度全国学力・

学習状況調査の結果において、「国語の授業で目

的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、

書いたりしている」と回答している児童生徒の国

語の記述式問題の正答率と、「算数・数学の授業

で問題の解き方や考え方が分かるようにノートに

書いている」と回答している児童生徒の算数・数

学の記述式問題の正答率は高い傾向から、言語活

動を充実させることが思考力・判断力・表現力等

の育成につながることを示している。 

一方、平成 23 年 1 月 21 日付『Science』に掲

載された研究では、「書くことの効果」が実証さ

れている。その研究によると、大学生 200人が科

学に関する短い文章を読ませ、「テスト向けの詰

め込み勉強のように何度か読み返す」、「題材に関

する『コンセプトマップ』[概念等の相関を表す

地図]を作る」、「読んだ文章に関する自由形式の

エッセー(小論文、作文)」を 10 分間で書くとい

う３つのグループに分け、1週間後、覚えている

ことに関する簡単なテスト（書かれていた事実を

基に、論理的な結論を引き出す質問）により、そ

の優位を比較した。その結果、最初にエッセーを

書いたグループが 1番良く、次は詰め込み勉強の

グループ、最後がコンセプトマップ作成のグルー

プだった。このことは、「書くこと」・言語活動の

充実こそが重要であることを裏付けている。 

こうしたことから本研究は、思考力・判断力・

表現力等の育成のために、日常的な学習活動とな

るノートづくりに着目した。ノートづくりは、ど

の教科でも授業で大切にしている学習活動である。

「課題について考えるとき、課題解決の方途をノ

ートに書きながら考える。」、「課題解決のための重

要となる見方や考え方をまとめる。」、「学んだこと

をわかりやすく整理してノートにまとめる。」など、

ノートに書くという学習活動には、授業に欠かせ

ないものとなっている。しかし、どの教科でも授

業で大切だといいながら、ノートづくりでどんな

力をつけたいのか、どんなノートづくりがよいの

か、ノートづくりの指導をどのように行うのかは、

各教科・教科担任の裁量で実にあいまいなものと

なっている。そのため、問題に対する答えのみの

ノートづくりになったり、先生の板書を写すだけ

のものになったりする場合が多くある。「自分の考

えをしっかり書きなさい。」とは言うものの、何を

書けばよいのか、どのように書けばよいのかなど、

明確な指導がなされていないのが現状である。ま

た、課題解決のための意見交流ばかりに時間がか

かり、大切なノートづくりの時間が不十分である

こともとても多い。これでは、課題解決の過程を

大切にし、学んだことを整理し、大切な見方や考

え方を自分の中で構造化させることができない。

ノートづくりを学習の整理として位置づけ充実さ

せることが、思考力・判断力・判断力等を高める

ことになる。 

また、ノートに書くという行為そのものが、学

習であると考えられる。「課題解決のために、わか

ったこと、考えたことをノートに整理しながら考

える。」、「この解答が正しいかどうか、ノートにま

とめながら判断する。」、「解答の導き方をわかりや

すくノートに表現する。」など、ノートに書くとい

う学習活動は、極めて重要なことといえる。本研

究は、思考力・判断力・表現力等の育成のために、

http://www.sciencemag.org/content/early/2011/01/19/science.1199327
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日常的な学習活動であるノートづくりを見直し、

授業における記述モデルを用いて、その指導法を

検討した。 

 

１年生 単元「文字と式」のノート記述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23年度教育課程研究協議会の研究主題「数

学的活動を通して、基礎的・基本的な知識・技能

の習得を図り、数学的思考力・表現力を育み、主

体的に取り組む態度を育てる数学科指導と評価の

在り方」の内容を５つの視点をノートづくりと絡

めて捉えてみた。 

＜数学的活動＞ 

数学的活動とは、平成10年『中学校学習指導要

領解説 数学編』の中で、「数学的活動というと

き、問題解決において様々な活動が想定される。

例えば、日常、不思議に思うこと疑問に思うこと

などを、すでに身に付けた知識をもとによく観察

し問題点を整理したり、見通しをもって結果を予

想したり、解決するための工夫をしたり、たどり

着いた結果やその過程についても振り返って考え

たり、また、事象の中に潜む関係を探り規則性を

見出したり、これを分かりやすく説明したり一般

化したりするなどの活動である。」と定義されて

いる。今回の学習指導要領でもその色は濃く、さ

らには言語活動の充実を唱えながら、説明し伝え

合う活動をその活動とみている。しかし、現状の

授業では、計算の仕方の学習、昔ながらに一斉授

業にちょっと交流を入れただけで数学的活動とな

っているのが現状である。課題解決の過程を考え

ること、その答えが正しいことが根拠をもって説

明できること、わかりやすく手順よく説明するこ

となど、こうした言語活動がとても重要である。

そうした視点で、授業でのノートづくりは、とて

も重要な数学的活動といえる。 

＜基礎的・基本的な知識・技能の習得＞ 

基礎的・基本的な知識・技能の習得とはいえ、

文字式の計算など基本的な計算能力だけをいうの

ではない。文字の意味、文字式を使う意味などが

十分理解できなければ、たとえ計算ができても数

学のよさを味わうことができない。「習得、活用、

探求」といわれる学習で、まずは何を習得するの

か、そこがとても重要なこととなる。基礎基本と

よくいうが、基本的な計算能力と捉えることは大

きな間違いである。こうしたことを受けて、「３

ｘ＋５ｘ＝８ｘ」の計算技能だけにとらわれず、

文字を使うことの意味、文字式が何を表わすのか、

この計算のしくみなど、多くのことが理解できて

こその基礎基本である。ノートづくりによって、

一つ一つの意味理解を深め、「基礎的・基本的な

知識・技能」を習得しなければならない。 

＜数学的思考力、表現力＞ 

数学的思考力、表現力については、筋道立てて

考える力、根拠をもとに考える論理的思考力など、

数学では多く議論されている。何をどのように考

え、どのような筋道で答えを求めることができる

のか、その一つ一つの学習過程の中に、思考力、

判断力、表現力が伴う。ノート記述と言いつつ、

何をどのように記述することが思考力・判断力・

表現力等につながるのか。本研究で用いているの

が、トゥルミンの論証モデルである。簡単にいえ

ば、「求め方」「その説明」「使っている性質」

「間違い直し」である。ノートづくりの中に、そ

の考え方を見ることができる。 
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３年生 単元「平方根」のノート記述 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主体的に取り組む態度＞ 

主体的に取り組む態度は、すべての学習活動の

基盤となる力である。しかし、その指導法につい

ては、なかなか検討されず今日に至っている。ノ

ートづくりを通して、いかに主体的に取り組む態

度を身につけることができるのか考えてみた。 

まずは、授業の中でのいかにそうした態度を養

うことができるかである。一般的な授業は、素材

が提示され、その中に潜む問題意識が課題となる。

そして、その課題解決に向けて、自分で考え、班

で吟味し、全体でいろいろな考えを整理しまとめ

るという形である。個々の学習として、この学習

の流れの中で、どのように主体的に取り組む態度

を養うことができるのかが問題である。数学の授

業開きでは、主体的な態度を育むための手立てと

して、次のように指導している。 

 

「学習を高めるために」 

Ⅰ．自分で考える！ 

～学んできたことを生かす 

Ⅱ．みんなで考える！！ 

～より詳しく、より多く学ぶ 

Ⅲ．自分で考える！！！ 

～ノートにまとめる 

 

 ここで、日常の授業で問題視していることは、

Ⅲの「自分で考える」ということがあまりにも疎

かになりやすいという点である。問題を提示し、

課題解決のために、一人一人が考える。それぞれ

が考えた事柄に対して、集団で吟味する中、本時

のねらいが達成される。一見、まとまりのある学

習指導のように感じるが、一番大切な学習活動で

あるまとめが不十分である。学習は、よく個から

始まり、多くの集団での学習を経て、個にかえる

学習が重要といわれる。しかし、個にかえる学習

が不十分なのである。また、数学の授業では、個

にかえる学習として、問題練習を行うことが多い

が果たしてそれが個にかえる学習であるとは言い

難い。Ⅲの「自分で考える」という学習をノート

づくりによって充実させることが極めて重要なこ

とといえる。しかし、単にノートを書く時間を保

証しても、学習を高めるためのノートづくりとは

いえない。ノートに書くという学習活動が、仲間

と考える学習活動と同じくらい重要であるという

自覚である。みんなといろいろ考えて授業を終え

るのではなく、その考えたことを自分なりにまと

め、思考構造を明らかにするところに最も重要な

ことがある。「みんなで考える」学習後の「自分

で考える」学習こそ大切にしなければならない。

そこに、問題に対して、主体的に取り組む態度が

養われる。 

 次に、授業で学んだことだけでなく、家庭学習

を含めた主体的な態度を養っていく必要性がある。

こうしたことは、安易に宿題で問題練習をするだ

けでは不十分である。先にも述べたように、どの

ような根拠を用いて課題解決ができたのか、どこ

に数学的な見方や考え方があったのかなど、多く

のことを復習しなければならない。ノートづくり

は、授業づくりのためだけでなく、復習、まとめ

直しという学習にも有効な手段となる。こうした

ことを繰り返し指導することが大切になり、そう

した指導からも、主体的に取り組む態度が養われ
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る。よっても深化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学習評価＞ 

評価の中心がテストになることは、現状の数学

の授業では否定できない。問題を解くための学習、

テストができるための学習ではなく、数学的な内

容をいかに理解しているか、どのように活用して

いるかが大切なことである。平成14年「評価基準

の作成、評価方法の工夫改善のための参考資料（中

学校）」では、学習評価について次のように示さ

れている。 

 

評価の方法については、これまでペーパーテス

トによる「知識・理解」の評価や、学期末などの

特定の時期での評価に重点が置かれる傾向があっ

たこと、学習の結果のみについて評価に重点が置

かれる傾向があったことなどをとらえ、学習の実

現状況を偏りなく見ているとはいいがたい、評価

結果が指導に十分に生かされていない、などの課

題が指摘されている。各学校のおいては、各教科

の学習活動の特質、評価の場面や評価基準、児童

生徒の発達段階に応じて、ペーパーテスト、ワー

クシート、学習カード、観察、面接、質問紙、作

品、ノート、レポートなど様々な評価方法の中か

ら、その場面における児童生徒の学習状況を的確

に評価できる方法を選択していくことが必要であ

る。 

 

こうしたことを受け、評価の方法をもう一度再

考する必要がある。ペーパーテストなどによる評

価ばかりだと、単に、「テストができればいい。」、

「計算ができればいい」という意識になりやすい。

もちろん、ペーパーテストは、評価方法の一つと

して有効であるが、ペーパーテストにおいて得ら

れる結果が、目標に準じた評価における学習状況

に直ちに表すものではないことを改めて再認識す

る必要がある。また、ペーパーテストにおける設

問のねらいを明確にし、個々の問題を正答したの

か、仮に正答しなかったとしてもどこまで解答で

きたのか、全体では何割正答を得たのかといった

ことが、学習の状況と結び付いて解釈できるよう、

問題内容を更に工夫改善することが求められる。

さらに、ペーパーテストについては、「知識・理

解」の評価に偏ることなく、「関心・意欲・態度」

「思考・判断」「技能・表現」の評価も含め、児

童生徒の資質や能力を多面的に把握できるように

していくことが大切である。ノートまとめでは、

テストで測ることができなかった知識・理解だけ

でなく、見方・考え方を図る可能性を持っている。

「評価基準の作成、評価方法の工夫改善のための

参考資料（中学校）」に示されているように、ペ

ーパーテスト、ワークシート、学習カード、観察、

面接、質問紙、作品、ノート、レポートなど様々

な評価方法を検討しなければならない。ノートま

とめによる学習評価は、とても重要な評価法とい

える。 

 

４．おわりに 

本研究では，思考力・判断力・表現力等の育成

のために、言語活動としての「書くこと」に対す

る指導を見直し、日常の学習活動であるノートづ

くりに着目した。ノートづくりは、どの教科でも

大切にされているにもかかわらず、その指導につ

いては実に曖昧である。何をどのようにノートに

記述するのか、何のためにノートづくりをするの

かなど、日常の授業実践の中で検討する必要性が

ある。言語活動を充実させるノートづくりは、思

＜まとめ直し、そして問題練習＞ 
学んだことを、もう一度まとめ、自分の考え

を整理！ そして、問題練習！！ 

この考え方が大切

だ！ 

復習では、練習問題を 
やることも大切です！ 
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考力・判断力・表現力等を高めるために必要不可

欠な指導であることを示した。学習指導要領で言

語活動の充実と強く求められる中、「書くこと」

を中心とした指導がとても重要である。本稿は、

「思考力・判断力・表現力等」、「言語活動」を

キーワードとして、授業実践の中で日常的に行わ

れているノートづくりに着目したが、それだけに

はとどまらない。ノートづくりが、主体的に取り

組む態度（学習意欲の向上、学習習慣の確立）を

育成することにおいても重要であることが見えて

きた。この研究から、「授業の創造」、「生徒が

主体的に取り組むための指導」といいながら、本

当にこれまでの指導がよいのか疑問が多く残る。

学習が教師側から見たものになっていて、生徒の

視点に立っていないことが大きな課題と感じた。

素材を提示し、課題、課題解決のために個の学習

から集団へ、そして個へと進む一連の授業が本当

に確かな学力を養うことにおいて重要なのか。

様々な考え方を身につけさせるといいながら、学

習を画一化する課題が、本当に必要なのか。また、

個の学習は、よりよい集団での学習によって高め

られることに疑いはしないが、その集団での学習

が本当に個の学習に生かされているのだろうか。

もしかすると、集団の学習だけで終わってしまっ

て、そんな授業をあれこれと検討していて、学力

の向上のための研究になっていないとも感じる。

このように、個の学習としてのノートづくりをい

かに充実させるのか、家庭学習も含めた生徒一人

一人の学習習慣をどう身につけさせるのか、そこ

こそが今後の大きな課題である。さらに、確かな

学力を身につけるためには、学習意欲は必要条件

である。その学習意欲をどう促していけるのか検

討しなければならない。そうした意味では、ペー

パーテストだけの評価になってはならない。テス

トによるだけの評価から、ノートや観察、面接な

ど、様々な評価方法を位置づけることが学習意欲

にもつながる。このノートづくりを充実させるこ

とによって、学習内容だけではなく、学習意欲を

も向上させていると感じた。今後の研究でも、生

徒一人一人にとって、確かな学力を身につける学

習指導を検討しなければならない。 
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