
 

 

 

 

 

 

 

１ 研究のねらい 

（１）ある１人の生徒の言葉 

教材研究をするとき，授業構想を練るとき，過

去の私は学力中位や下位の子どもたちのことを思

い浮かべて，「できるだけわかりやすく」「少し

でも詳しく」と考えてきた。 

 しかし，この考え方で準備をし，実践してきた

授業は，学力上位の１人の生徒が発した「先生，

授業がつまらないです」という言葉によって根底

から覆された。 

 「誰のために，何のために授業をしているの

か」「子どものどんな力を伸ばし，どんな姿にな

ってほしいのか」を徹底的に見直し，たどり着い

たのが，「子どもの考えと声が主体で授業が展開

され，どの子にもやりがいを感じさせられる授業

をつくる」という結論であった。 

（２）やればやるほど離れていく 

 「苦手な子どもにもできるようになってほし

い」この一心で，ただひたすらに丁寧に教えるこ

とにこだわってきた。しかし，丁寧で詳しい説明

をすればするほど，苦手な子どもにとっては情報

過多となり，結果として苦手を助長していた。更

に，上位の子どもにとってはわかっていることを

延々と聞かされる退屈な時間になっていた。 

 授業観や指導観を見直し，「子どもの考える力

や助け合う力を信じ，シンプルに教えて，子ども

の活動時間を増やす授業づくり」に転換した。 

（３）新たな学習ツールの登場 

コロナ禍により予定よりも早く「一人一台端末

時代」に突入した。ＩＣＴを活用することで，一

人ひとりの子どもが自らの学びを見える化し，思

考を深めていけるのではないかと考え，「ＩＣＴ

を活用した授業づくり」にも取り組んだ。 

（４）個に応じた指導 

 小規模校での勤務は，一人ひとりの子どもの学

びを３年間見取ることができるため「得意な単元

は何か」「どこでつまずいているか」を把握しや

すい。それにより補充だけでなく，予習も含めた

「一人ひとりに最適な指導を行う」という視点を

取り入れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 これら４つの出来事がきっかけとなり，「どの

子どもも楽しいと感じられる授業づくり」をしな

ければ，学力向上はもちろん，数学の本当の面白

さを伝えることもできないのではないかと考え，

実践してきたことについて報告していく。 

 

２ 研究の目的と方法 

（１）目的 

  「どの子どもも楽しいと感じられる授業」を

つくる。 

（２）方法 

  指導過程を４場面構成にし、それぞれの場面

の実践を通して考察する。 

 ・導入場面での目標と例題提示の工夫 

・展開場面①（理解確認場面）での問題提示 

と活動の工夫 

・展開場面②（理解深化場面）での問題提示 

と活動の工夫 

・終末場面での振り返り活動の工夫 

 

３ 研究の内容 

（１）導入場面 

【前時までの既習事項の想起】 

 ロイロノートの提出箱を見ると，前時までの学

びを一目で確認することができる。前時の内容を

振り返ったり、利用したりするときに画像を提示

し、想起を図った。 

【目標提示】 

 本時で何を学ぶのかを教室にいる子どもたち全

員が把握し，共通理解のもとに授業を進めていく

ことが助け合いや教え合いのきっかけとなり「楽

しく学ぶ」ための最初の一歩になると考えた。 

本時の目標を提示するときは「〜することがで

きる」という表現を用いて，「５０分後に自分た

ちがどのような姿になっていれば良いのか」を示

した。 

また，目標は終末場面の「振り返り」の視点に

なるため，できるだけ簡潔な言葉で示し，子ども

が学びの行き先を見失わないように意識した。 
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【例題提示】 

導入時に利用する問題は本時の核心に迫るもの

を準備した。子どもたちと解決の方法を考えなが

らポイントを教えていき，目標の達成に必要な知

識基盤をインプットさせていった。導入場面の時

間は１５分以内を原則とした。 

 問題選びでは，子どもたちがどんな反応を示

し，どんな困り感を抱き，どう解決しようとする

かをイメージし，次の点にこだわった。 

ア 本時の目標達成に直接つながるもの 

イ 「解きたい」「解けそう」「なぜ，どう

して」などの知的好奇心を擽るもの 

ウ どの子どもも初見となるもの 

という３点である。 

また，どの子どもも取り組め，そして思考でき

るよう，「既習事項でできるかも」「できそうだ

けど何か違和感がある」などと思わせられるよう

にやりとりをした。 

 

（イの実践例）「２年 連立方程式の解き方」 

問 みかん３個とりんご２個の代金の合計は

５４０円，みかん１個とりんご２個の代金の

合計は３８０円です。みかん１個の値段はい

くらでしょうか。また，りんご１個の値段は

いくらでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

【問題選びの工夫】 

・「解けそう」を意識した問題で，身近なも

のを題材にし，イメージを容易にできるよ

うにした。 

・図を用いることで，どの子どもも予想しや

すく，図の操作で簡単に求められるのでは

ないかと感じられるようにした。 

【問題提示の工夫】 

まず，買い物パターンを１つ提示して「果

物の値段はわかりますか？」と問いかけた。

答えが無数に出てくることに気がつき，求め

られない雰囲気が漂ったとき，もう１つの買

い物パターンを提示し考えさせた。２つの買

ったものの差，つまり一方の果物を消去する

ことで，もう一方の果物の値段が求められる

ということに気がつけるようにした。 

 

（ウの実践例）「３年 根号のついた数の加法・減法」 

問 面積が２７cm2の正方形が９等分されてい

る。次の問いに答えなさい。 

（１）この正方形ＡＢＣＤの１辺の長さを求

めなさい。 

（２）９等分された１つあたりの正方形の１

辺の長さを求めなさい。 

（３）４つ分でつくられた正方形の１辺の長

さを求めなさい。 

（４）（１）～（３）より，辺の長さの関係

を答えなさい。 

（５）（４）の関係が成り立つことを説明し

なさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問題選びの工夫】 

・「なぜ，どうして」を意識した問題で，馴

染みのある正方形の１辺の長さを題材に

し，考えやすさを意識した。 

・根号のついた数を足すという，経験のない

計算において，正方形の１辺の長さの関係

から式と答えの関係を導き出せるようにし

た。 

【問題提示の工夫】 

 （１）から（３）までを既習事項を活かし

ながら考え，面積と１辺の長さの関係を明ら

かにしていき，（４）で計算法則に気付か

せ，（５）で近似値を利用して計算結果の真

偽を確かめられるようにした。 

  

子どものつぶやきを拾いながら解答を進めてい

き，上位の子どもの発言を他の子どもの気付きと

して利用していくことで，どの子どもも飽きるこ

となく取り組んだ。問題はプリントで配布し，ノ



ートを取る時間を最小限にすることで，導入場面

での遅れやつまずきがほとんどなくなった。 

（２）展開場面①～理解確認場面～ 

本時で身に付けるべきことが確実にインプット

できているかを，導入問題と類似した問題を解く

ことで確認する場面である。ここでの問題選びで

は，次の点に工夫した。 

ア 導入問題と数値を変える 

イ 導入問題と図形の形を変える 

問題を提示するときは，下位の子どもに対して

は「例題を真似してみて」，上位の子どもに対し

ては「うっかりミスに気をつけて」などと言葉を

添えた。こうすることで，下位の子どもは例題を

見ながら取り組み，上位の子どもは模範解答レベ

ルを目指して慎重に取り組んだ。 

 

（アの実践例）「３年 根号のついた数の加法・減法」 

たしかめＡ 次の計算をしなさい。 

 

 

 

 

 

（イの実践例）「１年 文字の使用」※導入で正方形の

規則性を考える問題を解いている。 

たしかめＡ 下の図のように，マッチ棒を並

べて同じ三角形をつくっていきます。次の問

いに答えなさい。 

（１） 三角形を５個つくるとき，マッチ棒は

何本必要ですか。 

（２）マッチ棒の増え方にどのような規則性

がありますか。 

（３） 三角形を１０個つくるとき，マッチ棒

は何本必要ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちのインプットの状態が多様であるこ

とが予想されるため，子どもたちがどんなところ

で，どうつまずくかを予想しておき，次のような

手立てを用意しておく。 

 

・今までの問題との関連を見つけさせる 

・教科書を確認させる 

・導入問題に戻らせる 

・数字や文字を変えて考えさせる 

・既習事項を確認させる 

 また，理解確認場面で目指す子どもの姿は， 

・自分でやる 

・誰かに説明する 

・違う方法を知る 

・定着を確認できる 

としているため，ペア活動を主活動とした。 

 

（ペア活動の様子） 

タブレットを利用して説明し合う活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問題提示の際の言葉がけやペア活動による解答

を取り入れることで，どの子どもも目的や手段を

見失わず，解法の説明や誤答の指摘などに積極的

に取り組むようになった。また，インプットの状

態を自分自身でチェックできるため，深化問題へ

すぐに進めるのか，もう一度見直してから進むの

かを自己決定できるようになった。 

 

（３）展開場面②～理解深化場面～ 

インプットしたことを活用できるかを試す場面

である。問題選びでは以下の点に工夫した。 

ア 知識・技能を活用できる問題 

イ 日常生活の場面に応用されている問題 

ウ 既習事項との組み合わせが必要な問題 

エ 入試に出題されたことがある問題 

問題を提示するときは，下位の子どもに対して

は「今日学習したことで解けるよ」，上位の子ど

もに対しては「今日の問題はなかなかレベルが高

いよ」と言葉を添えた。 

 

 

 

 



（アの実践例）「１年 文字の使用」 

問Ａ たしかめＡの問題で，マッチ棒を，次

の本数だけ使ってつくっているとき，三角形

はいくつできていますか。 

問Ｂ 下の図のように，碁石を並べて同じ正

方形をつくる。次の問いに答えなさい。 

（１）正方形を１００個つくるとき，碁石は

いくつ必要ですか。 

（２）碁石を３８８個使っているとき，正方

形はいくつできていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，理解深化場面で目指す子どもの姿は， 

・自分でじっくり考える 

・助けたくなる，助けてもらいたくなる 

・より良い方法がないかを調べる 

としているため，自由交流やグループ活動などの

集団解決を取り入れた。 

教師はこの時間，机間指導とロイロノートの提

出箱をチェックしながら，子どもたちの理解度確

認，個別指導，活動の様子の見取りを行った。 

 

○ロイロノートの提出箱の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問題提示の際の言葉がけ，集団解決の場，ロイ

ロノートの提出箱の共有を取り入れることで，

「難しさを楽しむ」という考えに切り替わり，ど

の子どもも自分の目的を持って問題に挑戦し，助

け合いながら解答していった。さらに，活用でき

る段階まで理解が深まったかどうか，既習事項で

のつまずきがスムーズにできなかった原因だった

などを自分自身で確認できるようになった。 

 この自己状況確認を通して，生徒が補習や個別

指導への必要性を自ら判断し，「YouTube上中チ

ャンネル（資料１）」を視聴したり，「髙田塾

（資料２）」に取り組んだりした。 

 

（資料１）YouTubeの活用〜予習・復習の新たなツ

ールとして〜 

授業の予習・復習を促すのにどのような手段や

方法を用いれば良いかを常に考えている。 

手作りの課題プリント，教科書や副教材の問

題，塾のテキストなどが挙げられる。普段から見

慣れたものを活用することは，授業を思い出しな

がら学習できるという利点がある。 

ただ，家庭でも授業のワンシーンを再現し，よ

り臨場感を持たせられないかと考え，たどり着い

たのがYouTubeを利用した授業動画の配信であ

る。５０分間全てを配信するのではなく，理解確

認場面や理解深化場面を配信する。子どもたちは

都合の良い時間にYouTubeを見ながら自分のペー

スで学習を進める。何度も再生できるので，自分

の学びたいところを納得のいくまでじっくりと学

習できる。解説や解法に疑問を持ったときは，翌

日教科担任に質問すれば良いので，自分で学びを

調整する「自立的な学び」の一助にもなる。 

○授業で使用するプリントのＱＲコード 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「YouTube上幌向中チャンネル」ホーム画面の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（資料２）「髙田塾」による個別学習〜すべての子

どもたちに自立的な学びを〜 

YouTubeの動画のように，準備が完了している

ものではなく，予習がしたい，反復練習がした

い，学年を越えた内容に触れてみたいという要望

を持った子どもたちへの学びのサポートである。 

この個に応じたプロジェクト「髙田塾」では，

子どもたちは自分の必要とする範囲や内容を直接

教科担任にリクエストする。リクエストを受けた

ら，インターネット等を活用し，希望する内容の

フリープリント素材の中からその子に合ったもの

を探し，課題として１日１枚配布する。 

 計算などの内容を徹底的に反復する生徒もいれ

ば，先の内容に興味を持ち，中学校を卒業するま

でに高校３年生の内容まで学習した生徒もいた。 

 

○高校数学に興味を持った中学３年生が「微分積分

（大学入試過去問）」を解いたプリントの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）終末場面 

 本時の学習活動を通して，自分は何をどのよう

に学び，何ができるようになったのかを振り返る

場面である。 

 振り返りはロイロノートで作成した「振り返り

カード（資料３）」を使用し，自分の言葉で学び

を振り返させた。こうすることで，自分を客観的

に見ることができ，できなかったことや今後気を

つけたいことに思考を向けることができた。 

 教師は一人ひとりのカードを見て，学びに向か

う姿勢，課題の達成状況，理解度を確認した。ま

た，「先生から」の欄を設け，当てはまる項目に

チェックを入れて返却し，振り返りの質の向上を

促した。 

 上位の子どもの中には，本時で作成した数枚の

カードを１枚のテキストカードにまとめ，学びを

可視化するものもいた。（資料４） 

 

 

 

 

（資料３）振り返りカード 

○１年生が記入した振り返りカードの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料４）タブレット端末の活用 

○生徒が１枚のテキストに本時の流れをまとめたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 考察 

（１）成果 

①「つまらない」「情報過多」からの脱却 

 「どの子どもも楽しいと感じられる授業づく

り」を目指し，実践してきたことで，令和４年４

月実施の全国学力学習状況調査の生徒質問紙の

「数学の授業の内容はよくわかりますか」という

問いに対しては９４．１％，同年６月に実施した

本校学習アンケートの「数学に意欲的に取り組む

ことができていますか？」という問いに対して

は，１年生９２．３％，２年生１００％，３年生

９０％（前年度８７％）が肯定的な回答をした。

これは，どの子どもも数学を学ぶことに面白さや

達成感を感じ，授業を楽しむことができていると

考えられる。 



 また，実際に子どもからは「がんばればできる

気がする」「質問がしやすい」「毎時間難しい問

題に挑戦できて楽しい」「授業で十分だから塾に

行く必要がないので，塾をやめました」などの声

を聞くことができた。 

②確認問題の位置づけ 

 確認問題を子どもの姿を想像しながら選ぶこと

で，「できるかも」「やってみよう」となり，下

位の子どもたちの数学に対する意識の変換を図る

ことができた。 

③深化問題の位置づけ 

深化問題は「挑戦」「実力試し」であり，より

よい考え方を知るための「他者との交流の場」で

あることを意識させたため，上位の子どもの意欲

喚起やモチベーションの維持につながった。 

さらに，上位の子どもが下位の子どもを助けに

行く場面が見られるようになり，問題解決以外で 

の達成感，自己有用感を得られるようになった。 

④タイムマネジメント 

 ５０分間は生徒のためにあるものであって，教

師のためにあるものではないという意識を持てる

ようになった。子どもが５０分間学びの主人公で

いられるように，授業の場面設定と時間管理の感

覚を研ぎ澄ますことができてきた。 

⑤教師自身が授業を楽しめるようになった 

「楽しく感じられる」を意識することで，「こ

の問題を提示したら，どんな反応が返ってくるだ

ろうか」「子どもたちとどんなやりとりをしなが

ら教えられるだろうか」など，準備段階から楽し

い想像ができるようになった。 

授業中は子どもの反応や発想に驚き，協働して

解決していく姿や苦手な子どもが自力解決してい 

く姿に感動できる余裕が生まれた。 

楽しさを感じ，能動的になった子どもたちは，

次の問題の要求や教え合いを自主的にするように

なった。授業の主人公が子どもたちに切り替わっ

た証拠である。これに伴い教師の出番が以前と比

べ少なくなり、役割も変化してきた。 

 

（２）課題 

①わからない子が動き出せる授業 

 つまずいてしまった子どもの多くは未だ「助け

てもらう」という受け身の姿勢になっている。こ

れを「助けてもらいに行く」という自ら動き出せ

る雰囲気を持った授業づくりが求められる。 

 

 

②活動の目的をより明確に 

 子どものためにと思っている活動が，実は教師

の安心感のためだったり，念のための保険であっ

たりすることがある。常に活動の中心に子どもを

置き，「子どもが求めているもの」「子どもに求

めたいもの」を明確にし，教材研究を行なってい

く必要がある。 

③テストの位置づけ 

 テストの存在を意識すると，「テストで良い点

数を取るために勉強する」という感覚が芽生えて

しまい，「楽しく学ぶ」という考え方から遠ざか

ってしまう。テストは学びの延長線上にある学習

活動と考えさせられる教科経営をしていく必要が

ある。 

④子どもが前進できる評価 

 教師は学びの成果を適切に評価しなければなら

ない。そしてその評価はその後の授業にも楽しい

と感じて取り組める励ましの意味も込めなければ

ならない。教師も子どもも納得できる評価とそれ

を活かした指導の準備を整えていかなければなら

ない。 

 今後もこれら４つの課題を踏まえ，「どの子ど

もも楽しいと感じられる授業づくり」を続け，常

にバージョンアップを図りながら，「子どもが輝

く教育」の実現を目指したい。 

 

５ 引用・参考文献 

・文部科学省（2017）「中学校学習指導要領（平

成29年告示）」 

・中央教育審議会（2021）「『令和の日本型学校

教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可

能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な

学びの実現～（答申）（中教審第228号）」 

・国宗進・相馬一彦（1994）「関心・意欲を高め

る授業の想像①」明治図書 

・相馬一彦・佐藤保（2009）「新『問題解決の授

業』に生きる『問題』集」明治図書 

・前田康裕（2022）「まんがで知る デジタルの

学び ICT教育のベースにあるもの」さくら社 

・西川純（2017）「『学び合い』中１数学課題プ

リント集」学陽書房 

・立川談慶・玉置崇（2022）「落語流 教えない

授業のつくりかた」誠文堂新光社 

・西川幹之佑（2022）「死にたかった発達障がい

児の僕が自己変革できた理由」時事通信社 

・奈須正裕（2021）「個別最適な学びと協働的な

学び」東洋館出版社 


