
 

1 

 

１ これまでの研究の経緯と目的 

(1)本研究の着想 

令和元年に，「新時代の学びを支える先端技術活

用推進方策（最終まとめ）」が発表された（文部科

学省，2019）。ここでは，新時代（たとえば「Society5.0

時代」）に向けて多様な子どもたちに対して誰一人

取り残すことのない，公正に個別最適化された学

びの実現が強調されている。このような“学び”で

は，「個別最適な学び」と「協働的な学び」の往還

が重要であると考える。 

学校教育では「個別最適な学び」を習熟の度合い

に応じた授業形態に求めることもあるが，多様な

他者の価値観を尊重し，他者と協働しながら様々

な問題を解決する力を育成するには，「協働的な学

び」をより一層重視していくために生徒の多様性

を踏まえた一斉授業の検討が必要であると考える。  

旭川市教育研究会算数数学部では，「よい授業」

（相馬・國宗・二宮，2016）の実現とその日常化を

目指して継続的に授業研究を行っている。その中

で，筆者(菅原)を代表とする研究会では，当初のメ

ンバーである 5 名の若手の教師(加藤，小金，小谷，

鷲見，松田)から，「学力差に対応した一斉授業のあ

り方」についての悩みが示された。そこで，この点

に焦点を当て，その実態を調査するとともに，それ

を踏まえ，「学力差」に対応した授業改善に関して

具体的な手立ての一端について検討することにし

た。 

(2)研究の経緯 

 本研究会令和 2 年 11 月から，Zoom を用いたオ

ンラインによる月１回を基本とする学習会を中心

に活動している。 

①第 103 回全国算数・数学教育(埼玉)大会 

 研究の成果は，第１報として，令和 3 年 8 月 22

日(土)に行われた第 103 回全国算数・数学教育(埼

玉)大会にて，Google Forms を用いて行った中学校

の数学科教師を対象とする教師調査(図１)につい

て，その概要を中心に報告した。 

調査から得られた 195 名の回答を分析した結果，

次の点などが明らかになった。 

a. 回答者の約 92％が指導している学級で「学力差」

があることを強く認識しており，授業は「学力

差」があることが前提で行われている。 

b．約 87％の教師は「問題解決的な学習」による指

導法を重視している傾向にある。 

このような教師の実態を踏まえ，特に「問題解決

的な学習」と「学力差」に着目して検討するもので

ある。また，本調査から得られたデータを分析・考

察した結果，次の 2 点について明らかとなった。 

c．「問題解決的な学習」の指導過程のほぼ全てにお

いて，「学力差」に対する困難さが示されており，

場面毎の改善策が必要であること。 

d．「学力差」に対応する授業とは，すべての層（上

位層・中位層・低位層）に位置する生徒が学習に

取り組める（満足できる）授業であると捉えたう

えで，特に，「低位層」に加え「上位層」への対

応が課題であること。 

②第 76 回北海道算数数学教育研究大会 

第 2 報として，昨年度の釧路大会では，教師調査

の概要とその結果を示すとともに，問題解決的な

学習のそれぞれの指導場面における低位層，そし

て上位層に対応する 19 の具体的な手立てを中心に
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図１ Google Formsを用いた教師調査(表紙) 
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提案した。 

なお令和 4 年度より，新たに 3 名のメンバー(奥

村，河田，小板橋，林)が加わり，計 10 名による授

業研究を軸に活動を続けている。 

③第 104 回全国算数・数学教育(島根)大会 

第 3 報として，19 の具体的な手立てをブラッシ

ュアップし，問題解決的な学習の指導過程におけ

る各段階に整理した内容とその実践例を令和 4 年

8 月 5 日(金)に第 104 回全国算数・数学教育(島根)

大会にて提案した。 

ここでは助言者であった永田潤一郎氏より，「エ

ビデンスが明確な研究であり評価できる研究であ

る。今後は学力の 3 観点に対応した手立ての提案

を」という今後の研究の方向性に向けての示唆を

得ることができた。 

(3)研究の目的 

本稿は，第 4 報として，19 の具体的な手立てを

用いた授業実践を振り返り，次のような研究の目

的を設定する。 

【研究の目的】 

学力差に対応する 19 の手立てを用いた授業実

践を振り返り，効果が得られた実践事例を紹介す

ること。 

 なお，本稿では「2」で先行研究について触れる

とともに，教師質問紙の内容を含む調査の実際と，

主な質問に対する結果について述べる。そしてこ

れを踏まえて「3」で「学力差」に対応する 19 の具

体的な手立てとその実践事例を紹介する。 

２ 調査の概要(調査用紙の構造と回答の状況) 

(1)先行研究からの示唆 

本研究では，先行研究から多くの示唆を得た。例

えば，長崎（1998）は，教師や保護者を対象とする

調査から，算数・数学教育に対する考え方の傾向を

分析的に検討している。また，久保，長崎(2010)は，

北海道の中学校数学科教師を対象とする調査研究

から，教師の指導上の悩みとして「数学の学力差が

大きい」と回答している教師は，90％を超えるとい

う実態を報告している。永田(2005)は，数学科教師

の経験年数や数学科教師の課題を行政面の問題に

も触れた教師調査から，特に，有効性が高いが実現

性が低い項目として，授業の題材や指導法などに

関するアイデアを得たり，改善策を考えたりする

のに，先輩や同僚の教師，他校の教師と相談するこ

との重要性を指摘している。 

これらの論考から，調査研究の目的の明確化，調

査研究の手法，分析の方法等で多くの示唆を得た。 

本研究では，「学力差」を切り口として，日常の

数学の授業における具体的な場面や指導法に関わ

る教師の悩みや課題について明らかにすることを

目的とした調査質問紙を作成することとした。 

(2)質問紙調査の構造と質問内容 

調査質問紙は，選択肢（4 肢選択）と自由記述か

らなる Ⅰ～Ⅵ の 6 つの大項目で構成され，必要

に応じて中項目が，またそれぞれについて小項目

が設定されている。具体的には次の通りである。 

Ⅰは，勤務する学校について（〔1〕設置者，〔2〕

所在地，〔3〕生徒数，の 3 つの中項目がある。） 

Ⅱ は，回答する教師自身について（〔1〕経験年

数，〔2〕指導学級の生徒数，の 2 つの中項目があ

る。） 

Ⅲ は，数学教育に対する考え方（数学教育観）

について（〔1〕「知識」や「技能」を重視，〔2〕数

学的な見方や考え方を重視，〔3〕「問題解決的な学

習」を重視，〔4〕「現実的な事象」を重視，〔5〕「発

展的な学習」を重視，の 5 つの中項目がある。） 

Ⅳ は，「学力差」に関する事柄について（〔1〕（学

力差の）認識の度合い，〔2〕一斉授業の困難性，〔3〕

困難が想定される場合の具体的な指導場面，〔4〕習

熟の度合いに応じた授業の必要性，の 4 つの中項

目で，〔3〕は，さらに「1) 導入の場面」，「2) 問題

や課題を理解させる場面」，「3) 多様な考え方を出

させる場面」，「4)内容や考え方などを統合する場

面」，「5)知識を定着させたり技能を習熟させたり

する場面」,「 6)コミュニケーションを活発化させ

る場面」,「7)まとめの場面」，の 8 つの小項目があ

る。） 

Ⅴ は，実際の授業について （〔1〕授業構想の際

に目を向ける学力層（低位層，中位層，上位層），

〔2〕実際の授業で目を向ける学力層（低位層，中

位層，上位層），〔3〕低位層に対する工夫 [自由記

述] ，〔4〕上位層に対する工夫 [自由記述] ，の 4

つの中項目がある。） 

Ⅵは，学力向上への取り組みに対する提案や意

見 [自由記述]  

(3)選択肢による調査の主な結果 

 調査は Google Forms を用いて，全国の数学科教

師を対象に，令和 2 年 12 月から行われ，令和 3 年

5 月 1 日までに 195 名(1 都，1 道，1 府，16 県)から

回答を得た。 

Ⅰ(勤務する学校について)とⅡ(回答する教師自身

について)の結果は，以下の通りである。 

Ⅰ〔1〕(学校の設置者)」は，公立が 88.7％，国立

が 7.2％，私立と県立等が 4.1％である。Ⅰ〔4〕（学

校の生徒数）」は，割合が高い順に示すと，100〜299

人が 35.1％，300〜499 人が 26.8％，500〜699 人が
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16.5％，100 人未満 15.4％，700 以上 6.2％である。

勤務校が北海道の公立で, 100～500 人規模の学校

が半数以上であるが，本調査の目的を達成する上

で，教師の傾向を知るには問題はないと判断した。 

Ⅱ〔1〕（経験年数）は，1〜9 年が 42.3％がもっと

も多く，次いで 10〜19 年が 32.5％であり，比較的

若い教師から多くの回答を得ることができた。 

 Ⅲ(数学教育に対する考え方 [数学教育観に関す

るものであり，重視する度合い] )の質問は，肯定か

ら否定の４肢選択（「ア) 重視している」，「イ) どち

らかというと重視している」，「ウ) あまり重視して

いない」，「エ) 重視していない」）である。ア)とイ) 

の合計を「重視する」（質問に対する肯定的反応率），

ウ)とエ)の合計を「重視していない」（質問に対する

否定的反応率）と捉え，その結果の割合(小数第１

位を四捨五入)を示すと，表 1 の通りである。 

表 1 数学教育に対する考え方(％) 

質問項目 重視する 重視しない 

〔1〕「知識」や「技能」 95 5 

〔2〕数学的な見方や考え方  98 2 

〔3〕問題解決的な学習 86 14 

〔4〕現実的な事象 68 32 

〔5〕発展的な学習 62 38 

先述の a～d の 4 点の 1 つである「a．約 9 割の

教師が問題解決的な学習による指導法を重視して

いる」は表 1 から見いだされたものである。 

 Ⅳ(「学力差」に関する事柄)の〔1〕，〔2〕，〔4〕は，

肯定から否定の４肢選択「ア) 思う」，「イ) 少しは

思う」，「ウ) それほど思わない」，「エ) 思わない」）

である。以下，ア)とイ) の合計を「思う」，ウ)とエ) 

の合計を「思わない」と捉え，その結果の割合(小

数第１位を四捨五入)を示すと，表 2 の通りである。 

表 2 「学力差」に関する事柄(％) 

質問項目 思う 思わない 

〔1〕認識の度合い 99 1 

〔2〕一斉授業の困難性 64 36 

〔4〕習熟の度合いに応じ

た授業の必要性 
68 32 

先述の a～d の 4 点の 1 つである「b．ほぼ 100％

の教師が，指導している学級で学力差があること

を認識しており，授業は学力差があることが前提

で行われるものであること」は，表２から見いださ

れたものである。 

また，Ⅳ(「学力差」に関する事柄)の〔3〕は，授

業のどの場面で「学力差」の困難さを感じるかにつ

いて，8 つの小項目から質問した。具体的な質問内

容 1)〜7)は，後に表３で示すが，回答は 4 肢選択

（「ア) 感じる」，「イ) 少し感じる」，「ウ) それほど

感じない」，「エ) 感じない」）である。ア)とイ)の合

計を「感じる」，ウ)とエ) の合計を「感じない」と

してその結果の割合(小数第１位を四捨五入)を示

すと，表 3 の通りである。 

表 3 困難が想定される具体的な指導場面(％) 

質問項目 感じる 感じない 

1) 導入場面 31 69 

2) 問題や課題を理解させ

る場面 
82 18 

3) 多様な考えを出させる

場面 
77 23 

4) 内容や考え方などを統

合する場面 
80 20 

5) 知識の定着，技能の習

熟をする場面 
87 13 

6) コミュニケーションを

活性化させる場面 
65 35 

7) まとめの場面 55 45 

表 3 から，2)〜5)の場面では約 80％の教師が困難

さを感じていた。また，1)（導入場面）以外は半数

以上の教師が困難さを感じていた。このことから，

先述の 4 点の 1 つである「(c)問題解決的な学習の

指導過程のほぼ全てにおいて困難さが示されてお

り，場面毎の改善策が必要であること」を見いだし

た。 

なお，表 3 にない 8) は，1)〜7) 以外で困難さを

感じる場面についての自由記述であり，13 件の回

答が得られた。その中には，「そもそも意欲が低く

て困っている」という学習意欲に関すること，「生

徒に解決への方針や見通しをどこまでもたせるべ

きか」という方針と見通しに関わる記述等が見ら

れた。また，「授業は成績で 2，3 の生徒に合わせた

授業をしていることに対して，4，5 の生徒に対応

する時間的な猶予がない。すべての生徒にとって

適した学びを保証できないことにもどかしさを感

じている」といった評定からみる上位層に対応し

た指導に関する記述もあった。これは先述の d に

関係する。教師は，すべての生徒が学習に取り組め

る(満足できる)授業を目指している。すなわち，ど

の層の生徒も問題の解決に取り組み，解決し達成

感を味わえる授業を日常的に実践することが求め

られている。このような考えから，本研究では，先

述の「d．「学力差」に対応する授業とは，すべての

層(上位層・中位層・低位層)に位置する生徒が学習

に取り組める(満足できる)授業であると捉えた上
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で，特に，低位層に加え上位層への対応が課題であ

ること」がより顕在化され，特に，上位層への対応

が課題になっていることが見いだされた。 

Ⅴ(実際の授業で目を向ける学力層)の質問〔1〕，

〔2〕は，4 肢選択（「ア) 低位層の生徒」，「イ) 中

位層の生徒」，「ウ）上位層の生徒」，「エ) 学力層の

最も多い層の生徒」である。その結果の割合(小数

第１位を四捨五入)を示すと，表 4 の通りである。

なお，「多い」は，「学力層の最も多い層の生徒」が

選択された割合を示している。 

表 4 実際の授業で目を向ける学力層(％) 

質問項目 低位 中位 上位 多い 

〔1〕授業構想で目を

向ける学力層 
16 60 5 19 

〔2〕実際の授業で目

を向ける学力層 
37 48 3 12 

授業を構想する段階では，中位層に目を向けて

いる教師の割合が最も高く，ついで低位層である。 

すべての層が学習に取り組める(満足できる)授業

を目指すためには，より上位層に着目した手立て

を考えていく必要がある。一方，授業の実際では，

4 割近くは低位層に目を向けて授業を行っている。

その要因について検討する必要があるが，授業構

想の段階では低位層への着目は 16％であることを

考えると，これは，授業を進める上で低位層に引っ

張られる傾向があるとも考えられる。 

(4)自由記述による調査の主な結果 

 Ⅴ〔3〕(低位層への工夫)，〔4〕(上位層への工夫)

の自由記述については，それぞれ 170 名以上の回

答を得た。 

① 「低位層」に対する工夫 

Ⅴ〔3〕では「低位層の生徒の学習意欲を高める

ためにどのような工夫をしていますか．」の質問に

対して自由記述で回答を求めた。 

178 名の回答あったが（回答者の約 91％），これ

は次のような６つの観点に類型化された。【 】は

その割合（分母は回答者）であり，割合の高い順に

示している。 

ア．机間指導における生徒に対する手立て等に関

わる内容【約 37％】 

イ．生徒に提示する問題や問題提示に関わる内容

【約 35％】 

ウ．グループやペア等における生徒間での教え合

いに関わる内容 【約 23％】 

エ．その他（練習問題，復習，ICT の活用等に関わ

る内容）【約 21％】 

「低位層」に対しては，机間指導における個への

対応に関する記述が最も多く，次いで提示する問

題を平易なものにするといった提示する問題や，

その問題の提示に関わる記述が見られた。 

② 「上位層」に対する工夫 

Ⅴ〔4〕では，「上位層の生徒の学習意欲をより高

めるためにどのような工夫をしていますか」の質

問に対して自由記述で回答を求めた。 

172 名の回答があったが（回答者の約 88％)，こ

れは次のような４つの観点に類型化された．【 】

はその割合（分母は回答者）であり，割合の高い順

に示している。 

ア．発展的な課題に関する内容【約 56％】 

イ．生徒の表現の簡潔・明瞭・洗練や一般化に関わ

る内容【約 39％】 

ウ．グループやペア等における生徒間での教え合

いに関わる内容【約 23％】 

エ．考察させる問題において，条件を変え考える場

面の設定に関する内容【約 13％】 

 「上位層」に対しては，応用問題を準備して提示

するといった発展的な課題に関する記述が半数以

上見られた。なお，エの条件を変えて考えさせると

いう記述もアに含まれると捉えることができる。

その他，集団思考の場面において，表現を簡潔・明

瞭・洗練することを考えさせることで，上位層が活

躍する場面を設定するといった記述も多く見られ

た。 

 

３ 学力差に対応する 19 の手立てとその事例 

(1)学力差に対応する 19 の具体的な手立て 

 教師調査から問題解決的な学習の各段階のほぼ

すべてにおいて，「学力差」に対する困難さが示さ

れた。そこで，1時間の授業を「(1)導入場面」，「(2)

展開場面」，「(3)終末場面」の 3 つに分けてそれぞ

れの場面における低位層及び上位層に対応する手

立てについて提案する。特に，授業の中核を占める

「(2)展開場面」については，生徒の活動に着目し，

「①個人思考」，「②集団思考(話し合い等)」，「③統

合的発展的に考える」の 3 つの視点から検討した。

また，自由記述の回答より得られた手立てや先行

研究(第 2，3 報)より，問題解決的な学習の各段階

における学力差に対応する 19 の具体的な手立てを

次の表 5 のようにまとめた。 

 なお，「問題解決的な学習」における数学的文脈

に着目した指導法である「問題解決の授業」（相馬，

1997）は，「問題を提示することから授業を始め，

その問題の解決過程で新たな知識や技能，数学的

な見方や考え方などを身に着けさせていく学習指

導」と定義されている。つまり「問題解決の授業」

は 3 観点の資質・能力をバランスよく同時に身に

着けていくことができる指導法であると捉えるこ

とができる。本稿では，「問題解決的な学習」≒「問
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題解決の授業」とおさえ，「問題解決の授業」に対

して学力差に対応する手立てを用いることは，3 観

点の資質・能力に働きかけることが可能であると

の立場をとっている。 

表 5 各段階における学力差に対応する手立て 

過程 低位層への手立て 上位層への手立て 

① 

問題

提示 

Ⅰ：問題を段階的に
提示する 
(生徒が問題を把握
するための文脈を
大切にする) 
Ⅱ：問題に対する悩
みや疑問を質問さ
せる 

Ⅲ：問題の工夫 
Ⅳ：問題の解決に
向けての見通しや
方針の手がかりを考
えさせる 

② 

個人

思考 

Ⅰ：ステップを設定
し，個別にヒントを与
える 
Ⅱ：自力解決が難し
い生徒に，既習のノ
ートや教科書を確
認させる 
Ⅲ：解決の見通しや
方針について，ノー
トの端に◯×△を記
入させる 

Ⅳ：解決のきっかけ
となる考え方やヒン
トを紹介させる 
Ⅴ：なぜその考えで
よいのかを問い返
し，その理由を言
葉，式，図等でノー
トにかかせる 
 

③ 

集団

思考 

Ⅰ：ペア等の話し合
いで，どこでつまず
いているかを明確に
して取り上げる 
Ⅱ：他者の説明に
対する理解度につ
いて，ノートの端に
◯×△を記入させ
る 

Ⅲ：誰にでもわかる
ような説明を考えさ
せる 
Ⅳ：解決のきっかけ
となる考え方やヒン
トを紹介させる 
 

④ 

統合

発展 

Ⅰ：確認問題，練習
問題を提示する順
番を工夫する 
Ⅱ：自分が解決でき
る問題をつくらせる 

Ⅲ：全員が解決でき
る問題や見いだし
た規則を整理し，確
認するための問題
をつくらせる 

⑤ 

まとめ 

練習 

Ⅰ：ICT を活用して
解法の手順を示す 
Ⅱ：教え合い活動の
中でつまずいている
ことを表出させる 

Ⅲ：難易度の高い
問題を＋αで提示
する(難易度別のプ
リントを準備する) 
Ⅳ：教え合い活動の
中でつまずきを解
決するための考え
方やヒントを紹介さ
せる 

(2)手立てを用いた授業実践の進め方 

 10 名のメンバーそれぞれが手立てを取り入れた

授業を継続的に実践している。そして，月に 1 回程

度の学習会をオンラインで実施し，実践事例の交

流及び手立てのブラッシュアップ等を行っている。 

 実践に関わって，授業構想については，各自負担

にならないことを考えて，「本時の目標の設定」，

「板書計画の作成」の 2 点を共通して行うことと

した。また，板書の写真を撮影し記録することとし

た。 

 学習会では，パワーポイントのシート 1 ページ

程度にまとめて交流している。図 2 のように，「本

時の目標」，「板書」，「授業で用いた具体的な手立て」

の 3点を記録に残すようにしている。特に，本時の

目標では，重点をかけている観点を示し，用いた手

立てがどの観点に働きかけたものであるかがわか

るようにしている。 

 また，「効果が見られた手立て」，「改善点」，「新

たに見いだした手立て」などを交流している。特に

新たに見いだされた手立てについては，随時表 1 の

表現等をブラッシュアップしている。 

(3)手立てを用いた実践事例 

 ここで手立てを用いた事例として，加藤翔大先

生(旭川市立中央中)の実践を紹介する。本事の目

標は「代入と式の値の意味を理解し，式の値を求め

ることができる」であり，観点は知識・技能に焦点

化している。板書は図３の通りである。 

 この授業では，「2xと 3xはどちらが大きいか？」

という問題を提示し，直観的に予想させた。2xに 1

名，3xに 5 名が挙手し，「どちらともいえない」な

どと予想した生徒が 24 名であった。この場面では

低位層への手立てである「①Ⅱ問題に対する悩みや

疑問を質問させる」を用いて，「どちらともいえない」と

予想した生徒に「どうしてそのように予想したのかな？」

と，その理由を問うている。これに対して「x に入る数に

よって変わる」という考えを引き出し，これを吹き出しに

して板書した。この手立てにより，全員の生徒が何を考

えていけばよいのかを明確にすることができている様

子が見られた。 

 また，この考えを基に「x に数を当てはめて確かめよ

う！」という課題を設定し，数分の個人思考の時間に

図 2 PP による実践事例の蓄積(例) 
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取り組ませた。机間指導において活動に取り組むこと

のできない生徒が数名いたため，低位層への手立て

である「②Ⅰステップを設定し，個別にヒントを与える」，

上位層への手立てである「②Ⅳ解決のきっかけとなる

考え方やヒントを紹介させる」を用いた。具体的には取

組の早い生徒(上位層)を氏名して，板書に示すように

x に具体的な数を代入する方法を全体で確認している。

また「x には同じ数字が入ること」についても確認し，低

位層の生徒に対するヒントとした。この手立てにより，

全員の手が動き始めた。 

 その後，集団解決の場面で xにいろいろな数値を

代入して大小関係を考察し，「正の数を代入したとき

は３x の方が大きくなる」，「負の数を代入したときは２x

が大きくなる」ことが解決された。この場面で，上位層

への手立てである「④Ⅲ全員が解決できる問題や見

いだした規則を整理し，確認するための問題をつくら

せる」を用いて，「x の値がどのようなときに大小関

係が変わるだろうか？」と発問した。この発問は

「正の数のときは 3xが大きくなる」という生徒の考

えが出された場面のやり取りを以下に示す。 

 

T  正の数だったらいつでも 3xが大きくなるのかな？ 

S１ 分数や小数のときはわからないかも 

S2 いや分数のときでも 3xの方が大きいよ 

S3 例えば xが１/3のときは 3xの方が大きくなる 

S  本当だ！負の数でもいえそうだ 

   (多くの生徒が反応) 

S1 あ！同じになるときもある！ 

S4 同じにはならないと思うなぁ 

S3 x =0のときは 2x も 3x も両方 0になるね 

S4 なるほど！同じときもあるんだ 

 

  S1〜S3 は上位層の生徒であり，自己の考えを表現

する力が高い。この発問により，分数を代入するという

考えが引き出されたことや，x が 0 の場合は等しくなる

という考えも引き出すことができた。なお S4 の生徒は

低位層の生徒であり，上位層の生徒から出された考え

に興味を示して考えを表出し，その後の S3 の説明に

納得している様子が見られたことから，手立てが効果

的に働いていると考えられる。 

 紙面の関係上，１つの事例紹介に留めるが，当日の

発表ではいくつかの事例を紹介する予定である。 

 

４ おわりに 

 本研究では，学力差に着目した一斉授業の検討

として，中学校数学科教師を対象とする調査を行

い，その回答を基に，また関連する文献を踏まえて，

一斉授業の学力差に対応するために，場面毎(導入

場面，展開場面，終末場面)に考察し，「低位層」と

「上位層」に分けて 19 個の手立てを提案した。ま

た，10 名の研究メンバーで手立てを盛り込んだ授

業実践を積み重ねてきた。 

 その結果，メンバーから以下のような声が出さ

れた。その一部を紹介する。 

 ・授業の雰囲気がよくなった。 

 ・生徒相互の教え合いが自然とできるようにな

ってきた。 

 ・低位の生徒も意欲的に取り組むようになって

きた。 

 ・全員が納得できるように，わかりやすく説明し

ようとする姿が見られるようになってきた。 

 ・上位の生徒の意欲がさらに高まった。 

 ・授業中の視野が広がり，多くの生徒を気にかけ

るようになった(低位層だけに引っ張られす

ぎなくなった)。 

 また，毎月の学習会における事例交流を通して，

図 3 加藤先生の実践例(板書) 
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徐々に板書の質が高まっており，授業改善につな

がっていると考える。 

今後は，手立てを用いた授業実践を積み重ねて，

19 の具体的な手立ての汎用性をさらに高めていき

たい。そして，指導する生徒全員が「考えることが

楽しい」と実感できる授業を目指していきたい。 

また，教室の雰囲気づくりや，教室文化について

の研究を推進し，学力差との関連性について追究

していく。 
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