
探究的な活動を取り入れた
授業を目指して

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○それでは、「探究的な活動を取り入れた授業を目指して」と題して、ワークショップを始めます。○本ワークショップにおいて、ご自身の「探究的な活動を取り入れた授業」を振り返り、今後の授業改善に向けたヒントにしていただければと思います。



ワークショップ後のゴールイメージ

探究的な活動を取り入れた授業実践により、
数学的に考える資質・能力を育成

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○このワークショップでは、改めて「授業づくり」とは何かということを考えていただきます。○本日のワークショップで身に付けたことを各学校で実践し、自校の数学科の中で広めていただきたいと考えています。○それでは、早速、本題に入ります。○タイトルの「探究的な活動を取り入れた授業を目指して」ですが、「探究的な活動を取り入れた授業」とはどのような授業かイメージはできますか。（意見を出してもらう）（想定される意見を踏まえて）○「探究的な活動を取り入れた授業」というのはイメージはできても、実践が難しいという感じでしょうか。○新学習指導要領では、総合的な探究の時間はもちろん、「探究」が付く科目も増えました。○「探究」の名が付く科目のみ、探究的な授業をするのではなく、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を踏まえ、探究的な活動を取り入れた授業は、生徒に資質・能力を身に付けさせるために必要不可欠といえます。



例えば、
生徒一人一人が課題や問いを見
いだし、主体的に問題解決に向
かうことができる授業。（また、そ
の繰り返し）

探究的な活動を取り入れた授業

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○「探究的な活動を取り入れた授業」については、本スライドのようにまとめることできるのではないでしょうか。



Q１ 授業の目標をどのように設定しますか。

Q２ 授業内容・方法について、何に重点を置いて
検討しますか。

探究的な活動を取り入れた授業を目指して

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○次に、本スライドにある2つの問いについて考えてみましょう。（それぞれの質問に対して、時間を取って考えさせる（各３分）。用意している反応の例以外に参加者の反応を取り上げても良い）○「授業の目標をどのように設定しますか」という問いに、「授業の進捗状況を考えて設定する／難易度を検討して設定する／導入の工夫を考えて設定する／まずは、題材を検討する」など、考える人が多いようです。○「授業内容・方法について、何に重点を置いて検討しますか」という問いに、「生徒の進路実現／定期考査や模試で成果を出すこと／数学の楽しさやよさを実感させること／数学を通して、今後の時代に必要な力を身に付けさせること」など、考える人が多いようです。○また、令和３年度において、研究授業を行ったA教諭に以前インタビューしたところ、「研究授業は特別だ／いつもの授業は教科書を扱うだけで簡単過ぎる題材だなぁ／研究授業は参観してもらうためのものだ／ちょうど今、数列を扱っているし・・・、普段扱わない大学入試問題でも持ってくるか」などの意見が聞かれました。



ワークショップの流れ
令和３年度に実施した研究授業において、事前に行った指導案検討で

提示された学習指導案を題材としてワークショップを進めます。

※指導案検討とは…

・授業改善検討チームによる指導案検討

（高校教員（授業者を含む）、大学教授、指導主事等）

第１回

指導案
検討

第２回

指導案
検討

第３回

指導案
検討

研究授業
・授業参観
・研究協議

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○本ワークショップでは、令和３年度に実施したある高校のA教諭の研究授業を題材として研修を進めていきたいと思います。○研究授業については、授業改善検討チームを編制し、チームで指導案検討をしながら一つの授業をつくり上げました。○ここで簡単に、令和３年度に行った指導案検討の概要について説明します。○「授業改善検討チーム」は、授業者を含む高校教員、大学教授、指導主事などで構成されています。○第１回指導案検討では、指導案の確認のほか、今後の進め方について、第２回では、題材のさらなる検討、第３回では生徒からの予想される反応の検討などを行いました。各回とも、それぞれの立場で活発な協議が進みました。



授業改善検討チームによる指導案検討の様子

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○このスライドは指導案検討の一場面です。大学教授が改めて、学習指導要領の目標について確認している場面です。



１回目の指導案１

２

第１回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○では実際、令和３年度に、授業改善検討チームが行った指導案検討で扱った指導案の内容を中心に、探究的な活動を取り入れた授業の実施に向けて考えていきましょう。○それでは、スライドをご覧ください。これは研究授業を実施することとなったA教諭が作成し、第１回指導案検討で提示された指導案です。○「良い題材を、特別な題材を、いつもとは異なる題材を選ぼう」と考えた結果、このような指導案を作成しました。○まずは指導案をご覧ください。○１は、本時の目標、２～４は、本時における題材（問題）です。



１回目の指導案
３

４

第１回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○１～４を見て、気付いたことは何かありますか。まずは自由に考えて、横にいる方と共有してください。（時間を取る、３分）



Q３ 授業の目標の設定等は適切だったでしょうか？

第１回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○今、気付いたことを自由に話し合ってもらいましたが、授業の目標の設定等は適切だったのでしょうか。再度、先ほどのペアで話し合ってください。（３分）（数名当てる）



目標の設定においては、「本時の目標と題材（問題）の対応」を十
分検討する必要がある。

第１回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○改めて、本時の目標を見てみましょう。○この目標と対応している問いはどれになりますか？○目標と対応した問いは「これだ」と言えないのであれば、目標は立てることが目的となり、問いは目標の実現とは関連がないものということになります。○実際、A教諭はこの指導案を作成したとき、新学習指導要領を参照して目標を立てて、それとは別に題材を考えていました。○したがって、目標の設定においては、「本時の目標と題材（問題）の対応」を十分検討する必要があると考えられます。



２回目の指導案

・題材観（抜粋）
規則性を見いだしにくい数列を扱うことによって、「事象から規則性を見出し、

数学的に表現し考察する」ということに焦点を当てて、数列は公式どおりに当て
はめる、正答の真似をして自分の解答を作り上げるという生徒の抱える課題を解
消する。

・生徒観（抜粋）
日頃の授業から、中学校段階の基礎が身に付いていない生徒、数学Ｂを受験で

使用しない生徒もいるため、いかにして興味が持たせるかという点を重視して授
業実践を行っている。

・指導観（抜粋）
生徒が、既習事項と関連付けながら、新たな数列の規則性を見いだし、数学的

に表現して考察していく中で、数列を問題解決に活用する有用性を実感できるこ
とを期待する。

本時の目標
数学的活動を通して、事象から離散的な変化を見いだし、それらの変化の規則性

を数学的に表現して考察するともに、事象の再帰的な関係に着目し、日常の事象や
社会の事象などを数学的に捉え、数列の考えを問題解決に活用する。

【数学的な見方や考え方】

目標は１回目の指導案と
変わっていません。

第２回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○次に、第１回指導案検討を踏まえ、Ａ教諭が修正を加え、第２回の指導案検討に提示した指導案をもとに、改善の視点について考えてみましょう。○第１回の指導案検討で提示された指導案での課題は、「本時の目標と題材の対応」の記載がないことでした。○したがって、第２回の指導案検討では、「目標」と「題材」をそれぞれ分けて考えるという視点ではなく、単元（数列）の目標に基づき、題材をどのように扱うかという視点で検討していくために、スライドのように題材観、生徒観、指導観について、確認をしました。○特に、赤字の部分をご覧ください。題材観には目標の一部が書かれています。生徒観には教員がいつも課題と感じている点が記載されています。指導観にもどのように数列を指導していくかの具体の記載があります。○A教諭は、第１回目は、この部分を明確に表すことなく、ぼんやりと捉えていたようですが、第２回では明確にすることで、題材をどのように扱うのか見通しが少し持てたようです。



２回目の指導案

問①：昨今の飲食店の来店は１度につ
き、１名または２名となっている。店
舗の収容人数がｎ名のとき、何通りの
来店方法があるか。

S1,S2,S3：ｎ＝１のとき、１通り
ｎ＝２のとき、２通り
ｎ＝３のとき、３通り
ｎ＝４のとき、５通り
ｎ＝５のとき、８通り…

〇規則性が見えたかどうかを考えよう
（集団検討）

S1：ある項は前の２項の和になってい
る
S2：等差数列
S3：わからない

問②：昨今の飲食店の来店は１度につ
き、１名または２名となっている。店
舗の収容人数が８名のとき、何通りの
来店方法があるか。

S1,S2,S3:ｎ＝６のとき１３通り
ｎ＝７のとき２１通り
ｎ＝８のとき３４通り

教師の問い

予想される生徒の反応

第２回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○続けて次のスライドをご覧ください。○２回目の指導案の抜粋です。左側が問い、右側が予想される生徒の反応です。○問①ではｎ名の場合を考えさせて、フィボナッチ数列の規則性に気付かせ、問②では、問①の規則性を踏まえて８名の場合を具体的に計算させます。○A教諭は、１回目の指導案と異なり、生徒の反応（S1,S2,S3)について予想することで、次の問②をどのように設定するべきか考えやすくなったようです。



Q４ 第２回の指導案検討を踏まえ、指導案をさらに
改善するためには、どのような点に着目するとよ
いでしょうか？

第２回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○１回目の指導案でA教諭は、目標は目標、題材は題材と設定していたため、目標と題材の大きな乖離がありました。○２回目の指導案でA教諭は、題材観、生徒観、指導観、予想される生徒の反応などを考えたことで、目標に基づいて題材の扱い方を考える視点に立つことができました。○それでは、２回目の指導案の目標、題材観、生徒観、指導観等を踏まえて、指導案をさらに改善するためには、どのような点に着目するとよいでしょうか。ペアで考えてみてください。（６分）（数名当てる）



OK？ OK？

第２回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○再度、目標を見てみましょう。○この目標と対応している問いはどれになりますか？○Ａ教諭はこの目標の一文一文が意味することを捉えず、大まかに捉えて問①、問②を考えています。○したがって、この時点で、Ａ教諭に必要なことは、（次のスライドへ）



本時の目標の焦点化

第２回 指導案検討

Q４ 第２回の指導案検討を踏まえ、指導案をさらに
改善するためには、どのような点に着目するとよ
いでしょうか？

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○「本時の目標の焦点化」を図ることを検討する必要があったということです。○焦点化するとは、目標を的確に端的に記載することだけではなく、学習指導要領に示す内容のどの部分を指導しようとしているかを明確にすることにあります。



①事象から離散的な変化を見いだし、それらの変化の規則性を
数学的に表現して考察するともに、

②事象の再帰的な関係に着目し、日常の事象や社会の事象など
を数学的に捉え、数列の考えを問題解決に活用する。

【本時の目標】
数学的活動を通して、

第２回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○それでは、改めて目標を見てみましょう。○スライドのように目標を分けて考えてみます。○このように、①、②としっかり読み込んでみると、どのような問いを設定するべきか見えてくるのではないでしょうか。



３回目の指導案

＜生徒観の抜粋＞
多くの生徒は、数学の学習について「公式を一生懸命覚えて、それに当てはめる」、「計算が苦手なので、
式が立てられても計算が進まない」などと考えている。このような生徒の状況を踏まえ、日頃の授業から、
いかにして数学に興味をもたせるかという点を重視して授業を実践している。また、生徒同士で学び合った
り、課題を解決したりする活動も取り入れて、生徒の深い学びにつなげられるよう工夫している。

第３回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○スライドをご覧ください。３回目に作成した指導案です。○目標は変わっていませんが、これまでA教諭が検討してきた「目標と題材の対応」や「目標の焦点化」は反映されているでしょうか。○題材が生徒観にも合致し始めていますが、さらに指導案と生徒観を見比べて、改善を要する箇所がないか考えてみましょう。（考える時間を取る）○多くの生徒が、数学の学習について、「公式を一生懸命覚えて、それに当てはめる」、「計算が苦手なので、式が立てられても計算が進まない」などと考えているので、一つの車両に乗車する22人という現実的な数字をいきなり検討させるのは難しいと思われます。



３回目の指導案

問１ 22人の乗車パターンを考え

るために、どのような手順で考え
ていけばよいだろうか。

〇どのように考えていけばよいのか
＜個人検討①＞

S1：漏れがないように確実に数え上げることが良いので、
地道に数えるのが一番良いと思う。
S2：２人，３人，…と小さい人数で順に何通りあるか考え
てみる。

S3：１列目が１人の場合と、２列目が２人の場合で、何通
りになるか考えてみる。

S4：２人，３人であると簡単過ぎるから、ある程度の人数
の場合を考えてみる。
S5：どこかで数列の考え方を使えないか探ってみる。

〇個人で考えたことをグループ内で共有して、グループの
考えをまとめていこう。なぜそのように考えるのか、その
ように考えることでどうなるのか、と思考していこう。

教師の問い

予想される生徒の反応

生徒の実態に即
して、より詳細に
記載

第３回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○それでは、３回目の指導案の続きを見ていきましょう。○指導案には、教師の問いに対して、予想される生徒の反応が、生徒の実態に即してより詳細に記載されています。○以前に比べて、生徒の反応の予想も多くなっています。この頃から、Ａ教諭は日々の授業に対する姿勢も変化し始めたと後で振り返っています。



３回目の指導案

問２ ２人，３人，…，22人

の場合の数を考えていく中で、
その場合の数に、注目して気
付いたことを書いてみよう。

＜集団検討②＞
S1:２通り、３通り、５通り、８通り、12通り…では
ないか。２，３，５，８，12…と場合の数の間が１，
２，３，４，…という等差数列になっている。

S2:例えば、３通り、５通り、８通りで見ると、前２
つが後ろの値になっている。

S3:例えば５人のとき、４人の場合に１人増やすパ
ターンと、３人の場合に２人増やすパターンを数え
た。前の項のパターンとその前の項のパターンが次
につながるというのを繰り返している。

＜集団検討②＞
S1:２通り、３通り、５通り、８通り、12通り…では
ないか。２，３，５，８，12…と場合の数の間が１，
２，３，４，…という等差数列になっている。

S2:例えば、３通り、５通り、８通りで見ると、前２
つが後ろの値になっている。

S3:例えば５人のとき、４人の場合に１人増やすパ
ターンと、３人の場合に２人増やすパターンを数え
た。前の項のパターンとその前の項のパターンが次
につながるというのを繰り返している。

教師の問い

予想される生徒の反応

教師が一方的に考え方を示すのではなく、教師の問いを通して、
生徒が自ら数学的な見方・考え方に気付くよう、発問を工夫

第３回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○本スライドにあるとおり、第2回指導案検討会までにはない、新たな問いが設定されています。○これは、Ａ教諭が何を考えた結果なのでしょうか。皆さんにもお考えいただければと思います。（考える時間を取る）○この授業で、生徒に対して、S3の考え方を気づかせたいと考え始めているのです。○教師が一方的に考え方を示すのではなく、教師の問いを通して、生徒が自らフィボナッチ数列の見方・考え方に気付くよう、発問の工夫が見られます。



３回目の指導案

問３ 本日の初めに提示した問を
解決するために、22人の場合の数

をどのように表現することができ
そうか。文章で表しても良いし、
具体的な数字でも、計算の過程を
示しても良い。

＜集団検討③＞
S1：𝑎𝑎22 = 10946 + 17711 = 28657
S2：𝑎𝑎22 = 𝑎𝑎21 + 𝑎𝑎20
S3：𝑎𝑎22 = 𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎3 + ⋯+ 𝑎𝑎21
S4: 求めたい人数の場合の数を計算するためには、
２人、３人、４人…の場合の数を順に調べる。ただ

し、４人のときは、２人と３人の場合の数を足した
場合の数になっていて、その次も同じように繰り返
される。

教師の問い
予想される生徒の反応

第３回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○次に、問３のスライドです。○問２では、問いのねらいが明確になってきましたが、問3では漸化式の式の形にこだわっている感じがしますね。○前のスライドでもお伝えしたとおり、この題材で最も重要なポイントは、フィボナッチ数列の構造に気付くところにあるので、問３において、漸化式の考え方につなげることは良いのですが、本時の目標に照らすと、立式までさせるかどうかについては、再度、検討する必要があると考えられます。



Q５ ３回目の指導案では、目標の焦点化が実現でき
ているでしょうか。

第３回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○ここまで、3回目の指導案をご覧いただきましたが、目標は焦点化できているでしょうか。理由も含めてお考えください。○ペアで検討してみてください。（3分）（数名当てる）



問２ ２人，３人，…，22人の場合の数を考えていく中で、その場合
の数に、注目して気付いたことを書いてみよう。

問１ 22人の乗車パターンを考えるために、どのような手順で考えて
いけばよいだろうか。

問３ 本日の初めに提示した問を解決するために、22人の場合の数を

どのように表現することができそうか。文章で表しても良いし、具体
的な数字でも、計算の過程を示しても良い。

【本時の目標】

数学的活動を通して、

①事象から離散的な変化を見いだし、それらの変化の規則性を数学的に表現して考察するともに、

②事象の再帰的な関係に着目し、日常の事象や社会の事象などを数学的に捉え、数列の考えを問題

解決に活用する。

○ １号車には、22人乗車する場合、座り方は何通りあるだろう。

本時の
目標と
正対

要検討

要検討

第３回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○本スライドの赤丸の部分が、問い方にまだ課題があるところ、青丸の部分が、目標と少しずつ正対してきた部分になります。○赤丸部分（要検討）について考えてみましょう。○「22人」は人数が多くて難しさを感じる生徒が多くいるかもしれません。○「どのような手順」については、具体性に欠けていて、どう答えれば良いのかわからない生徒がいるかもしれません。○青丸部分については、本時の目標と正対した問いの部分であり、記載している目標は変わらなくても、焦点化することができてきていることを表しています。



Q６ 生徒の考えの予想や活用の仕方は適切だった
でしょうか。

第３回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○それでは、次に生徒の考えの予想や活用の仕方について適切か考えてみましょう。ペアで検討してみてください。（3分）



〇どのように考えていけばよいのか
＜個人検討①＞

S1：漏れがないように確実に数え上げることが良いので、
地道に数えるのが一番良いと思う。
S2：２人，３人，…と小さい人数で順に何通りあるか考え
てみる。

S3：１列目が１人の場合と、２列目が２人の場合で、何通
りになるか考えてみる。

S4：２人，３人であると簡単過ぎるから、ある程度の人数
の場合を考えてみる。
S5：どこかで数列の考え方を使えないか探ってみる。

〇個人で考えたことをグループ内で共有して、グループの
考えをまとめていこう。なぜそのように考えるのか、その
ように考えることでどうなるのか、と思考していこう。

＜集団検討②＞
S1:２通り、３通り、５通り、８通り、12通り…では
ないか。２，３，５，８，12…と場合の数の間が１，
２，３，４，…という等差数列になっている。

S2:例えば、３通り、５通り、８通りで見ると、前２
つが後ろの値になっている。

S3:例えば５人のとき、４人の場合に１人増やすパ
ターンと、３人の場合に２人増やすパターンを数え
た。前の項のパターンとその前の項のパターンが次
につながるというのを繰り返している。

＜集団検討③＞
S1：𝑎𝑎22 = 10946 + 17711 = 28657
S2：𝑎𝑎22 = 𝑎𝑎21 + 𝑎𝑎20
S3：𝑎𝑎22 = 𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎3 + ⋯+ 𝑎𝑎21
S4: 求めたい人数の場合の数を計算するためには、
２人、３人、４人…の場合の数を順に調べる。ただ

し、４人のときは、２人と３人の場合の数を足した
場合の数になっていて、その次も同じように繰り返
される。

第３回 指導案検討

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
（数名当てる）○先ほどのスライドで、改善が必要な問い方や目標と正対してきた問い方について、説明しましたが、○再度、指導案の「予想される生徒の反応」について、見てみましょう。○この後、動画を見ていただきますが、当日の指導案では予想される生徒の反応をどこまで考えることができたか、そして実際、生徒はどのような反応をしたかなど、注目しながら視聴してください。



研究授業当日の授業の流れ

○新幹線に３列のシートの座席がある。
条件①１列に１人または２人で座る。

条件②各列で、１人の時は列の中央に、
２人の時は列の両端に座る。

条件③前（左）から詰めて座る。
条件④人の並べ方は区別しない。
条件⑤１人旅はなし。

○今後、皆も経験するかもしれない、
６人旅行の場合、座り方は何通りある
と考えられるか。数え方にどのような
方法が考えられるか。

問１ ２人、３人、４人、
５人、６人の旅行の場合、
それぞれの座り方を考える
と、その増え方にはどのよ
うな特徴が予想されるだろ
うか。

問２ ２人、３人、…、６

人の座り方の数列を考え
ていく。その数列の増え
方を説明してみよう。

条件：説明には先生がこれ
から説明する例のとお
り、１、２の数を用い
ること。

https://youtu.be/l22wvb4rjn8
https://youtu.be/v_a_xHv

KLpI
https://youtu.be/JxZl0QlM33

E

問題提示

構想・見通し

比較・検討

研究授業当日
の指導案の抜
粋です。

研究授業

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○スライドは、第１～３回の検討会での協議、修正を踏まえて完成した当日の指導案を抜粋しています。○それぞれの問いごとに、動画をご覧ください。○また、動画を視聴する際には、先生の発問はどのようであったか、生徒の反応はどのようであったかについて、メモを取って視聴してください。

https://youtu.be/l22wvb4rjn8
https://youtu.be/v_a_xHvKLpI
https://youtu.be/JxZl0QlM33E


予想される生徒の反応

S1：ワークシートの座席に黒丸を入れて地
道 に数えれば、すぐに出るのではないか。
S2：１列目が１人の場合と２人の場合で分
け て考えると早いかもしれない。
S3：１列だけ２人座る場合が何通りか、２
列 だけ２人座る場合は何通りか…という
順に、組み合わせで考えて総数を求める。
S4：何をしてよいか、検討がつかない。
S5：方法は分からないが、今は、数列の学
習 をしているから、何か規則性が隠れてい
るのではないか。
S6：１と２の並べ方の重複順列とか使わな
い のだろうか。
S7：１人でも人数が少ないと考えやすいか
ら、少ない人数で実験してみる。

S1：６人の座り方の答えが提示されていない
のは、その前の人数の座り方にきっとヒント
があるからではないか。２人、３人、４人、
５人のときは、２通り、３通り、５通り、８
通りだから、きっと６人のと きは、12 通り
ではないか。座り方の増え 方を見ると、１、
２、３…と、等差数列 で増えているのでは
ないか。
S2：座り方を計算したら、２通り、３通り、
５通り、８通り、13 通りになった。ここだ
け見ると、２＋３＝５、５＋８＝13 になっ
ているのではないか。
S3：座席表に黒点を塗って考えてみた。それ
ぞれの座り方について、１列目が１人の場
合と２人の場合で分けて考えると、現 在考
えたい座り方の前の人数の座り方 に１人加
えるだけだから、数え方が少し楽である。
S4：いろいろ推測してみるものの、単に座り
方を計算するだけでは、根拠がなくて自信が
持てない。

S1: 例えば、３人の座り方は、「１１１」「１２」「２１」と
表せるが、４人の座り方は、この結果に１を加えたものであり、
「１１１１」「１２１」「２１１」と表せるのではないか。
S2: 例えば、２人の座り方は「１１」「２」、 ３人の座り方

は、「１１１」「１２」「２１」 と表せるが、４人の座り方
は、２人の結果に２を加えたもの「１１２」「２２」と３人の
結果に１を加えたものであり、 「１１２」「２２」「１１１
１」「１２１」「２１１」と表せるのではないか。
S3: （S2 の考えに加えて）この関係は、３人、 ４人、５人の
座り方の間でも、４人、５人、６人の座り方の間でも成り立つ
のではないか。
S4: （S3 の考えに加えて）さらに、例えば４人の座り方に２
人加えて６人にする場合、４人の場合の数から増えることはな
く一致し、同様に、５人の座り方に１人加えて６人にする場合、
５人の座り方が増えることなく一致することから、（４人の座
り方）＋（５人の座り方）＝（６人の座り方）が成り立つので
はないか。
S5: 例えば４人の座り方は、「１１２」「２２」「１１１１」
「１２１」「２１１」と表せるのではないか。
S6: よくわからない。

研究授業

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○動画はいかがだったでしょうか。生徒観を踏まえると、手を止めて諦めてしまいそうな生徒が出てきてもおかしくはないですが、全員が手を動かしていて、問題解決をしようとしている様子が見られました。○しかしながら、生徒の予想される反応と実際の反応は違ったことがわかると思います。○以前の指導案と比較すると、Ａ教諭は、多くの生徒の反応が予想できるようになり、「よくわからない」という生徒に対しての指導や支援についても想定しておくことができましたが、実際の授業でそのように進まなかったのは、なぜでしょうか。



（9：50頃の動画を流す）

https://youtu.be/PYIGR0T4BAw

研究授業

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○原因の一つを捉えたと考えられる次の動画を見てみましょう。○Ａ教諭から「何通り？どうやって数えた？」と問われたとき、ある生徒が「1221」「222」と、後ほど活用しようと考えていた方法を答えていました。○これについては、問２で「１，２を用いて説明する」思考に接続させるためには、例えば、簡単に板書して留めておくことなどが考えられます。

https://youtu.be/PYIGR0T4BAw


２人➞11 2
３人➞111 21       12
４人➞

５人➞1111     211     121    112     22

６人➞

111 21       121 1 1 11 22 2
1 1 1 1 1

111 21       122 2 2
11111     2111     1211     1121 221
1112       212       122

1 1 1 1 1
1 1 1

1111 211 121 112     222 2 2 2 2

研究授業

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○このスライドは、実際に授業において活用したスライドになります。○フィボナッチ数列において、単に場合の数の数値だけで、（３人の場合の数）＋（４人の場合の数）＝（５人の場合の数）であるとか、（４人の場合の数）＋（５人の場合の数）＝（６人の場合の数）であるとか、前の２項の和が次の項になるという漸化式の関係性に気付くだけではなく、構造的に成り立つことに気付くことが、この授業にとってポイントでした。○そのポイントを考えると、先ほどのスライドでもお伝えしたとおり、ある生徒から「1221」「222」が出てきた時点で意見を活用して進めることも考えられました。



【演習】あなたならどう進めますか

○新幹線に３列のシートの座席がある。
条件①１列に１人または２人で座る。

条件②各列で、１人の時は列の中央に、
２人の時は列の両端に座る。

条件③前（左）から詰めて座る。
条件④人の並べ方は区別しない。
条件⑤１人旅はなし。

○今後、皆も経験するかもしれない、
６人旅行の場合、座り方は何通りある
と考えられるか。数え方にどのような
方法が考えられるか。

問１ ２人、３人、４人、
５人、６人の旅行の場合、
それぞれの座り方を考える
と、その増え方にはどのよ
うな特徴が予想されるだろ
うか。

問２ ２人、３人、…、６

人の座り方の数列を考え
ていく。その数列の増え
方を説明してみよう。

条件：説明には先生がこれ
から説明する例のとお
り、１、２の数を用い
ること。

自分の案を考えてください。 自分の案を考えてください。 自分の案を考えてください。

研究授業当日の指導案を、自校の生徒の実態等を踏まえて、見直してみましょう。

研究授業

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○それでは、この授業において、これらの問いは、自校の生徒に置き換えて考えるとしたら、どのようにすることができますか。○自分の考えを書いてみましょう。（15分）○次にペアで共有してください。（3分）○最後に発表していただきます。（数名当てる）（発表者の意見をまとめた後）○生徒が、漸化式の考えやフィボナッチ数列の構造について気付いた場合は、生徒から新たな課題を引き出し、次の問いにつなげることも必要になります。○探究的な活動は一つの答えが出て終わりではありません。○新たな問いを見いだそうとして解決過程を振り返ることも大切な数学的な資質・能力です。○新たな問いの解決では、レポート作成などにより、数学的に考える力を一層伸ばすことも考えられます。



本日のまとめ

・目標の焦点化
・目標と教材の整合性
（目標と授業展開の整合性）

・生徒の考えの予想
・生徒の考えの活用の仕方
・新たな「問い」へつなげる

探究的な活動を取り入れた授業を目指して

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
○最後に本日のまとめを行います。○（それぞれの項目を読み上げる）これらが、探究的な活動を取り入れた学習のポイントになると考えられます。○各学校において、生徒の実態はさまざまです。○大切なことは、探究的な活動を取り入れた学習は「一部の学校だけが実践すればよいこと」ではなく、新学習指導要領の趣旨を踏まえ「全ての学校において、充実を図る」必要があります。○各学校の実態に応じた「探究的な活動を取り入れた学習」を適切に実践することにより、生徒に育むべき資質・能力を確実に身に付けさせていくことが重要です。今後の授業改善に生かしていただければ幸いです。



制作・協力
北海道教育委員会 国立大学法人東京学芸大学
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