
　　資料１．2008年改訂学習指導要領の内容構成 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第4学年算数の内容から一部抜粋。）	

D　数量関係 	

（1）　伴って変わる二つの数量の関係を表したり調べたりすることができるようにする。 	

ア　変化の様子を折れ線グラフを用いて表したり，変化の特徴を読み取ったりする
こと。	

（2）　数量の関係を表す式について理解し，式を用いることができるようにする。 	

ア　四則の混合した式や（　）を用いた式について理解し，正しく計算すること。	

イ　公式についての考え方を理解し，公式を用いること。	

ウ　数量を□，△などを用いて表し，その関係を式に表したり，□，△などに数を当
てはめて調べたりすること。	

（3）　四則に関して成り立つ性質についての理解を深める。 	

ア　交換法則，結合法則，分配法則についてまとめること。	

（4）　目的に応じて資料を集めて分類整理し，表やグラフを用いて分かりやすく表した
り，特徴を調べたりすることができるようにする。 	

ア　資料を二つの観点から分類整理して特徴を調べること。	

イ　折れ線グラフの読み方やかき方について知ること。　　　（次頁へ続く） 
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資料２． 2008年改訂学習指導要領に例示されて
いる算数・数学的活動	

　小学校：「小数についての計算の意味や計算の仕方を，言葉，
数，式，図，数直線を用いて考え，説明する活動」「四
角形の四つの角の大きさの和が360°になることを演
繹的に考え，説明する活動」「目的に応じて表やグラ
フを選び，活用する活動」など 

 
　中学校：「既習の数学を基にして，数や図形の性質などを見い

だし，発展させる活動」「日常生活や社会で数学を利
用する活動」「数学的な表現を用いて，根拠を明らか
にし筋道立てて説明し伝え合う活動」	
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資料３．授業改善の視点としてのアクティブラーニング 
（出典：「教育課程企画特別部会　論点整理のイメージ（たたき台）（案）」（２０１５年８月５日））	

ⅰ）習得・活用・探究という学習プロセスのなかで、問題発見・解決
を念頭に置いた深い学びの過程が実現できているかどうか 

　　新しい知識や技能を習得したり、それを実際に活用して、問題解決に向けた探究活動を
行ったりする中で、（２）①ⅰ）～ⅲ）に示す力が総合的に活用・発展される場面が設定され
ることが重要である。教員はこのプロセスの中で、教える場面と、子供たちに思考・判断・表
現させる場面を効果的に設計し関連させながら指導していくことが求められる。 

ⅱ）他者との協働や外界の情報との相互作用を通じて、自らの考え
を広げ深める、対話的な学びの過程が実現できているかどうか	

　　身につけた知識や技能を定着させるとともに、物事の多面的で深い理解に至るためには
、多様な表現を通じて、教師と子供や、子供どうしが対話し、それによって思考を深め
ていくことが求められる。こうした観点から、前回改訂における各教科等を貫く改善の
視点である「言語活動」の充実も、引き続き重要である。	

ⅲ）子供たちが見通しを持って粘り強く取り組み、自らが学習活動
を振り返って次につなげる、主体的な学びの過程が実現できてい
るかどうか	

　　子供自身が興味を持って積極的に取り組むとともに、学習活動を自ら振り返り意味づけ
たり、獲得された知識・技能や育成された資質・能力を自覚したり、共有したりすることが重
要である。子供が学びに向かう力を刺激するためには、実社会や実生活に関わる主題に
関する学習を積極的に取り入れていくことや、前回改訂で重視された「体験活動」の充実
を図り、その成果を振り返って次の学びにつなげていくことなども引き続き重要である。 
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知識の有意
味な使用と創
造（使える）	

 
知識の意味
理解と洗練　　　　
（わかる）	

知識の獲得と
定着　　　

（知っている・
できる）	

評価基準の設定方法と評価
のタイミング	

めざす学力の質（教育目標のレベ
ル）の明確化	

客観テスト 
（例）多肢選択問題，空所補充問題，組み合
わせ問題，単純な実技テストなど	

知識表象や思考プロセスの表現
に基づく評価 
（例）描画法，概念地図法，感情曲線，
簡単な論述問題や文章題など 

真正の文脈における活動や作品
に基づく評価（狭義のパフォーマ
ンス評価） 
（例）情報過多の複雑な文章題，小論
文，レポート，作品制作・発表，パ
フォーマンス課題とルーブリックなど 

評価方法の選択	

表
現

基

評
価 

（

広
義

ー

評
価）

	

（出典：石井英真「学力向上」篠原清昭編著『学校改善マネジメント』ミネルヴァ書房、2012年、140頁。）	

資料４．学力・学習の質と評価方法との対応関係	

重点単元ごとにパフォーマンス
課題を実施したり，学期末や学
年末に子どものノートを見直した
りして，年間を通じて継続的に，
認識方法の熟達化の程度を判
断する。（「スタンダード準拠評
価（standard-referenced 
assessment）」）	

単元末に，ペーパーテストなど
を実施し，個別の教科内容ごと
に，理解の深さ（知識同士のつ
ながり・自分とのつながり）と習得
の有無を点検する。（「ドメイン準
拠評価（domain-
referenced assessment）」）	

学習活動の性質	

素朴な全体か
ら洗練された全
体へと螺旋的
に展開し，「最
適解」や「納得
解」のみ存在す
るような学習	

要素から全体
への積み上げ
として展開し，
「正解」が存在
するような学習	
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※　ブルームの目標分類学における、「適用（ application ）」（特定の解法を適用すればう
まく解決できる課題）と「総合（ synthesis）」（論文を書いたり、企画書をまとめたりと、これ
を使えばうまくいくという明確な解法のない課題に対して、学んだ知識を総動員して取り
組まねばらない課題）という「問題解決」のレベルの違い。 
※　思考する、表現する、実践することは実際にやってみないと伸びていかない。 
　日々の共に学び合う授業で付けた力が試される場面はあるか？ 
　「やらせてみて評価」としてのパフォーマンス評価を工夫し、単元を「末広がりの構造」に。	



資料５．より有意味で高次で深い学習へ 
（出典：石井英真「アクティブ・ラーニングをどう捉えるか－『教科する』授業をめざして」『TEADA』NO.18, 学校図書（印刷中）。） 
　　＝「教科する（DO A SUBJECT）」授業（知識・技能が実生活で生かされている場面や、その領
域の専門家が知を探究する過程を追体験し、「教科の本質」をともに深め合う授業）というビジョン	

現実世界の
問題の教科
の学習課題
への変換（モ
デル化）、仮
説や問いの

構成	

解決が求めら
れる学習課
題の把握	

個人・集団に
よる思考・コ
ミュニケー

ション	

学習課題に
対する解答・
説明の構成	

現実世界の
問題に照らし
た解答の吟

味、学習の振
り返り、問題
や説明のリラ
イト、新たな
問いの生成	
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従来の「問題解決型授業」や「言語活動の充実」	

これまで教材研究のレベルで教師や教
材作成者が行ってきたような、モデル化
（現実世界の問題を各教科の知識・技能
で解決できる学習課題として定式化す
る）や、仮説や問いを立てる活動を，子ど
もたち自身に可能な範囲で実践させる。	

学習活動を振り返ったり、意味づけ
たり、あるいは、学校内外の聴衆に
向けて発表したり、一度構成した問
題や解答や説明をより洗練したもの
へとリライトしたりするような機会を
設けて，子ども自身が活動の「善さ」
（評価規準）をつかみ「鑑識眼」（自
己評価能力）を磨く機会とする。 

教師主導で練り上げるのでも、
単なる子ども同士の学び合い
や教え合いでもない、「最適
解の構築をめざす子ども同
士の深め合い（創発的コミュ
ニケーション）」を、そして、活
動主義に陥らず「深い学び」
をめざす。	

単元レベルでも授業レベルでも、子どもたちにとっての学びの必然性やつながりや学びがいを大事にする。	

より有意味な
学びへ	

より深い
学びへ	

より高次な
学びへ	

より高次な
学びへ	



片桐重男による「数学的な考え方」の目標分類（出典：片桐重
男『数学的な考え方の具体化』（明治図書、1988年）の内容
をもとに筆者が図表化。）	

Ⅰ．数学的な態度	
1．自ら進んで自己の問題や目的・内容を明確に把握しようとする、2．筋道
の立った行動をしようとする、3．内容を簡潔明確に表現しようとする、4．
よりよいものを求めようとする	
Ⅱ．数学の方法に関係した数学的な考え方	
1．帰納的な考え方、2．類推的な考え方、3．演繹的な考え方、4．統合的な
考え方、5．発展的な考え方、6．抽象化の考え方、7．単純化の考え方、8．
一般化の考え方、9．特殊化の考え方、10．記号化の考え方	
Ⅲ．数学の内容に関係した数学的な考え方	
1．単位の考え、2．表現の考え、3．操作の考え、4．アルゴリズムの考え、5．
概括的把握の考え、6．基本的性質の考え、7．関数的な考え、8．式について
の考え	



　　算数・数学科の一般的ルーブリックの例①　（

HTTP://WWW.EXEMPLARS.COM/ASSETS/FILES/STANDARD_RUBRIC.PDF）	
問題解決	 推論と証明	

初
心
者

何の方略も選ばれていない、もしくは、問題解決
に至らない方略が選択されている。 
その課題に取り組んだ証拠がほとんどない、ある
いは、まったくない。	

何の数学的な根拠にも基づかずに論証がな
されている。 
正しい推論も推論の正当化も見られない。	

見
習
い

部分的に正しい方略が選ばれている、もしくは、そ
の課題の一部のみを解決する正しい方略が選ば
れている。 
課題への関連する取り組みがみられ、いくらかの
関連する先行知識を用いた証拠がある。	

いくらかの数学的な根拠に基づいて論証がな
されている。 
試行錯誤やいくつかの場合についての非系
統的な試行があり、いくらかの正しい推論や
推論の正当化が見られる。	

実
践
者

課題の数学的な状況に基づいて、正しい方略が
選ばれている。 
方略のプランニングとモニタリングが明らかである。 
先行知識を結集して問題解決状況に適用した証
拠が見られる。 
　注：実践者は正答に到達していないといけない。	

適切な数学的な根拠に基づいて論証が構成
されている。 
系統的なアプローチ、そして／もしくは、正し
い推論の正当化がなされている。これは、課
題の明確化、数学的な現象の探究、パターン、

構造、規則への注目につながる。	

熟
達
者

有効な方略が選ばれていて、解決に向けての前
進が評価されている。 
必要に応じて、途中で方略の調整がなされ、そし
て／もしくは、それに代わる方略が考慮されている。 
状況を数学的言語で分析し、先行知識を拡張し

た証拠が見られる。 
　注：熟達者は正答に到達していないといけない。	

決定を正当化するのに演繹的な論証が用い
られており、より形式的な証明に結実する。 
なされた決定や到達した結論を正当化したり
支持したりするのに証拠が用いられている。こ
れは、仮説や推量の検証やそれらが受け入

れられるものかの判断、現象の説明、解法の
他の場面への一般化や拡張につながる。	
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コミュニケーション	 つながり	 表現	

初
心
者

聴衆や目的への意識がまったく伝わってこない。もしく
は、あるアプローチのコミュニケーションがほとんどある
いはまったくなされていない。もしくは、考えを伝えるの
に日常語を用いている。 

何のつながり
もなされてい
ない。	

数学的表現を構成す
る試みがなされていな
い。	

見
習
い

聴衆や目的の意識がいくらか伝わり、課題の言い換え
が行われる。もしくは、言語的に書かれた説明、図や物
体の使用、数学的象徴の使用から、あるアプローチのコ
ミュニケーションがなされていることが明白である。もしく
は、いくらかの形式的な数学的言語が使われ、考えを

伝えるのに例が示されている。	

課題を他教科
や自身の興味
や経験と関連
付ける試みが、
いくらかなされ

ている。	

問題解決を記録し伝
達するのに、数学的な
表現を構成する試み
がなされている。	

実
践
者

聴衆や目的の意識が伝わってくる。そして／もしくは、
方法論的で、組織化されていて、一貫していて、順序立
てられていて、ラベリングする反応から、あるアプローチ
のコミュニケーションがなされていることが明白である。
考えを共有したり明確化したりするのに、解決のプロセ

スを通じて、形式的な数学的言語が使われている。	

数学的なつな
がりや観察を
認識している。 

問題を解決し、解法を
描くのに、適切で正確
な数学的表現が構成
され、練り直されている。	

熟
達
者

聴衆と目的の意識が伝わってくる。そして／もしくは、実
践者レベルのコミュニケーションを達成し、論証のコミュ
ニケーションが、数学的な特性によって支持されている。 
数学的思考を整理統合するのに、考えを伝えるのに、
正確な数学的言語と象徴的な表記が使われている。	

解法を拡張す
るのに、数学
的なつながり
や観察が使わ
れている。	

関係を分析し、思考を
拡張し、現象を明確化
したり解釈するのに、
抽象的、あるいは、象
徴的な数学的表現が

構成されている。	

　　算数・数学科の一般的ルーブリックの例②（

HTTP://WWW.EXEMPLARS.COM/ASSETS/FILES/STANDARD_RUBRIC.PDF）	


