
 

数－２－１ 

学習意欲を高めるための工夫 

－学習習慣の確立を通して－ 

 

 

千葉県立○○○○高等学校 ○○ ○○（数学科） 

 

 

１ はじめに 
 

平成 20 年に中央教育審議会が公表した「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学

習指導要領等の改善について（答申）」の学習指導要領改訂の基本的な考え方の中に，「基礎的・基本的

な知識・技能の習得」と「学習意欲の向上や学習習慣の確立」がある。 

「生徒の学習意欲が年々低下し，学習習慣が確立されている生徒が年々減少している」という言葉は

勤務校でも多くの教員が口にする。また，「数学が苦手だ」と多くの生徒が言う。しかし，私の中には，

生徒に数学の授業に意欲を持って向かわせたいという気持ちが常にある。 

そこで，学習習慣の確立を通して学習意欲の向上を目指し，自分の指導がどのように生徒たちに効果

があるのか実践してみようと思った。研究実践の方針は，まず，生徒たちが授業の内容を理解し，基礎

的・基本的な知識・技能を習得し，数学を楽しいと感じることを目指すことである。次に，生徒たちが

楽しいと感じた上で，数学に主体的に取り組み，家庭での学習時間を増やすことを目標とする。具体的

には，計算力をつけさせ，家庭学習の時間を増やすために計画的に課題を出し，家庭学習の成果を確認

するための確認テストを行い，その繰り返しの指導の中で生徒の学習意欲の向上を目指すことにする。 

 

２ 本校の概況と家庭学習計画・記録表の取組 
 

本校は，昭和52年に開校され，本年度創立 36周

年を迎える。１年生８クラス，２年生８クラス，３

年生９クラスで全校生徒 1000 名を超える規模の学

校である。英語コースが設置されており，女子の生

徒数の方が多い。２年生より理系・文系・英語コー

スの３つの系統に分かれている。勉学，部活動をと

もに頑張ろうとする素直な生徒が多い。しかし，時

間を有効に使えず，勉強が後回しになりやすい生徒

も見受けられる。そこで，３年前より学校の取組と

して「家庭学習計画・記録表」（図１）を使って家庭

学習を増やす指導を行っている。少しでも生徒に計

画性を持たせ，達成感が得られるよう学校全体で取

り組んでおり，学年ごとに生徒の状況に配慮しなが

ら工夫をこらしている。 提出された記録表を点検し

ていると，中には保護者のコメントがたくさん書か

れているものもあり，家庭と学校が連携して子ども

達を育んでいる。 

 

３ 研究実施前の生徒の把握（平成 23年度） 
 

研究を始めるにあたり，生徒の実態把握が重要で

あると考えた。そこで，担当する２年文系数学Ⅱの

２クラス84名の生徒たちにアンケートを実施した（有効回答数79）。 

図１ 家庭学習計画・記録表の例 



 

数－２－２ 

「数学の勉強は好きですか」という質問に対し，「そう思う」，「まあまあ思う」と回答した生徒と

「思わない」，「あまり思わない」と回答した生徒がほぼ半々であった（図２）。また，「数学は普段

の生活や社会に出て役に立つと思いますか」という質問に対しても，「そう思う」，「まあまあ思う」

と回答した生徒と「思わない」，「あまり思わない」と回答した生徒がほぼ半々であった（図３）。生

徒が数学を好きになるためには授業の内容を理解し，基礎的・基本的な知識・技能を習得することが必

要である。授業の内容を理解すれば，以前より主体的に取り組むようになり，学習意欲が高まると思う。 

また，同時にとったアンケートによると，家庭学習の必要性は 90％の生徒が感じている。家庭学習計

画・記録表から，学習時間を取っていない生徒が少なからずいることがわかった。生徒個々の状況を見

ると，もっと効果的に家庭学習ができるのではないかと思う。おそらく一人で家庭学習をするとなると，

何を学習して良いかわからない，時間が取れない等の理由が考えられる。生徒の家庭学習の必要性に対

する欲求を満足させるために，家庭学習の内容や方法を提示してあげれば，家庭学習の時間が増えるの

ではないかと考えた。 

 

 

４ 実践１－宿題プリントの取組１－ 
 

アンケートの結果から，家庭学習の手立てをしながら，家庭学習の時間を増やし，解ける喜びを知っ

てもらい，それが学習意欲の向上に結び付かないかと考えた。 

 

（１）宿題プリント１（平成 23年度１学期） 

 

ア なぜ作ったのか 

・授業の各小単元が終わるごとに復習をさせ，授業の内容の定着を深めるため。 

・問題集の問題につまずく生徒もいるので，練習を

繰り返すことによって問題解決に必要な計算力を

つけさせるため。 

・家庭での学習時間を増やすため。 

・部活動をやっている生徒にも，短時間で復習をさ

せるため。 

 

イ 何に気をつけて作ったのか 

・問題数をあまり増やさず，気軽にできるもの。 

・間違えたときにどんな間違えをしたのか振り返り

が出来るように，途中の計算過程がよくわかる解

答をつける。 

 

ウ 作ったものはどんなものか 

・基本は10題の計算練習であり，取組時間の目安は

20～30分である。 

・途中計算を書くことができるようなスペースを設

けた。 

 

図４ 丁寧に間違い直しをしてなかった例 

 

 

図２ 数学の勉強は好きですか 
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図３ 数学は普段の生活や社会に出て役に立つと思いますか 
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数－２－３ 

エ 授業とはどう関係しているのか 

・各小単元が終わるごとに宿題に出し提出させる。 

・授業２回につき宿題プリント１枚のペース。 

・平常点として成績に加える。 

 

（２）生徒の様子と提出状況（平成23年度１学期） 

 

次のような生徒が多数見受けられた。 

・途中計算を丁寧に書いて進めている。 

・間違えた問題を丁寧に直している。 

・問題が解けないときに裏面の解答の途

中計算を見ると良くわかると言ってく

れる。 

以上は良い傾向の反応で，少しずつではあるが家庭学習に取り組む姿勢が感じられるようになってき

た生徒のものである。一方，少数ではあるが以下のようなよくない傾向の生徒も見受けられた。 

・途中計算を書かない。 

・答え合わせをしない。 

・裏の答えを写しただけである。 

家庭学習の時間を十分に取らず間に合わせでやっている状況にあるようである。これらの生徒はチャ

イムが鳴っても教科書やノートをすぐに開かず，プリントもすぐに机にしまって持ち帰っていないので

あろう。 

１学期に 28枚の宿題プリントを配付し提出させたが，全体の提出率は 78.2％であった。提出率別の

人数は図５のようになった。以下，表内のように提出状況をアルファベットＡＢＣＤで表記することに

する。 

50名がＡ，Ｂで良いスタートが切れている。Ｃの 23名については今後Ａ，Ｂへ改善するように指導

していく。心配なのはＤの 11 名である。この生徒たちは学校の授業を聞くだけで家庭学習をしないで

済ませている。提出物を出さなくても良いと考えている生徒がいるようなので，提出物の重要性を改め

て説明した。生徒自身が家庭学習に取り組み，問題を解ける喜びを持てば，学習意欲が高まり，宿題プ

リントの提出状況も改善されると考えたからである。 

 

５ 実践２－宿題プリントの取組２－ 

 

（１）宿題プリント２（平成 23年度２学期前半） 

 

１学期に引き続き，中間考査までに 14枚の宿題プリン

トを実施した。今回の指導内容は「三角関数」である。

提出率の改善を図るために，提出されたプリントになる

べくメッセージを書き残すようにした（図６）。これらの

メッセージは，生徒一人一人に｢どのようなことが足りな

いか｣や「どうした方がよいのか」を伝えるためのもので

あり，例えば， 

・答え合わせをしていない生徒には，答え合わせまで

行うように指導した。 

・答えだけ書いている生徒や間違えやすい問題を間違

えている生徒にはアドバイスを書き残すようにした。 

・提出状況の悪い生徒には何枚目のプリントが提出さ

れていないかを書いた。 

このような指導を続けていったところ，生徒の様子は

次のように改善していった。 

図５ 平成23年度１学期の提出率別の人数（84名） 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

提出率 100％ 
80％以上

100％未満 

50％以上 

80％未満 
50％未満 

生徒数 21名 29名 23名 11名 

 

図６ しっかりと取り組んでいる例 

 



 

数－２－４ 

・途中計算を書き残し答え合わせをする生徒が少しずつ増えた。 

・間違えやすい問題のミスはまだ繰り返される部分も見られたものの，答えだけを書く生徒は減った。 

・提出したと勘違いしていた生徒が後からではあるが提出した。 

双方向の確認は重要だと考えているため，なかなか提出しないＤの生徒へ繰り返し声かけを行ったと

ころ，徐々にではあるが効果が出てきた。 

 

（２）生徒の様子と提出状況（平成23年度２学期前半） 

 

２学期前半の全体の提出率は 76.0％であり，１学期

に比べて2.2pt下がった。１学期と２学期前半の提出

状況を比べたものが図７である。 

16名の生徒がＡを持続しており，18名の生徒がＢか

らＡへ改善した。Ｃの生徒も 11名がＡに改善した。生

徒一人一人へのメッセージを書き残す指導を行った効

果が現れたのだと思う。また，本来家庭でやるべき宿

題プリントを休み時間等に教室で行っている生徒が数

名いたが，ほかに「プリントを家に置いてきて提出で

きない」と答えた生徒もおり，実際に家庭で取り組んでいる生徒が徐々に増えてきているように感じた。

Ｄの生徒も，１名はＡに，３名はＣに改善した。 

しかし，悪化した生徒が 14 名いた。その原因として，本校では２学期前半に文化祭や体育祭等の学

校行事が重なり，落ち着いて学習することが難しいことがあった。また，１学期は緊張感を持って授業

を受けていたが，２学期になり中だるみの状態になってしまった生徒もいたようである。そこで，毎時

間の学習に緊張感を持たせるために，確認テストを取り入れてみようと考えた。 

 

６ 実践３－確認テストの取組－ 

 

（１）確認テストの作成 

 

宿題プリントに合わせ，確認テストを２学期後半から実施した。 

 

ア なぜ作ったのか 

・テスト形式のものを取り入れれば緊張感が持てるので，意欲が上がるのではないかと考えたため。 

・授業内容がどれくらい定着しているのか生徒自身にわかってもらうため。 

・宿題プリントをさらにしっかりやるようになってくれるのではないかと考えたため。 

・考査のように緊張感をもって問題を解くことの練習にもなると考えたため。 

 

イ 何に気をつけて作ったのか 

・宿題プリントにしっかり取り組んだ生徒に，正解する喜びを持ってもらえるように。 

・宿題プリントの意義が感じられるように。 

 

ウ 作ったものはどんなものか 

・５分くらいでできるもの。 

・宿題プリントの類題や授業内容の要点を確認する問題。 

 

（２）確認テスト１（平成23年度２学期後半） 

 

予想どおり，授業をしっかり受けている生徒や宿題プリントに取り組んでいる生徒は良い点数を取っ

た。授業を聞いているだけの生徒は解けていなかった。 

・満点の生徒には「合格」のハンコを押して褒めた（図８－①）。 

図７ １学期と２学期前半の比較（84名） 

 １学期 
合計 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

２
学
期
前
半 

Ａ 16 18 11 1 46 

Ｂ 0 6 0 0 6 

Ｃ 2 4 8 3 17 

Ｄ 3 1 4 7 15 

合計 21 29 23 11 84 

 



 

数－２－５ 

・途中計算を書くときに「＝」を使えていない生徒に「＝」を使うようにアドバイスをした（図８－

①）。 

・解けなかった生徒に対しては，解き方を丁寧に書き込み，授業内で十分には指導できなかった部分

のフォローを入れるようにした（図８－②，図８－③）。 

合格のハンコを見て「満点合格！やったね！」と喜んだ生徒も多かった。×であっても書き添えたコ

メントを見て「なるほどね」と振り返ってくれている様子が確認できた。 

図８－① 合格のハンコと「＝」の指導の例  図８－② 解き方のフォローの例         図８－③ 欠席した生徒へのフォローの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「指数関数・対数関数」の範囲で合計８回の確認テストを行った。平均点は５点満点中 3.2～4.0 点

であまり変化は見られなかった。そこで，生徒一人一人の平均点を比べてみると，毎回満点は２名，4.5

点～4.9点が12名，3.5点～4.4点が31名であった。84名中64名は平均点が合格ラインの３点を越え

ており，宿題プリントに意欲的に取り組んだ。一方，平均点が 2.5 点に満たない生徒は８名であった。

８名の生徒の中には，計算過程すべてを書いて問題を解いている生徒がいた。その生徒には，「描くこ

とは非常によいことではあるが，計算過程を全て書くのではなく，少しずつ頭の中で計算できるところ

を作っていこう」と声をかけた。また，復習が足りない生徒には，宿題プリントを見ながら問題の解き

方をもう一度復習し直すように声をかけた。 

 

（３）確認テスト２（平成23年度３学期） 

 

３学期は「微分・積分」の範囲の確認テストを６回行った。点数の上がらない生徒に対しては授業中

に教科書の内容が理解できているか確認し，一緒に解くように心がけた。２学期は確認テストを授業の

始めに行ったり，授業の途中で行ったりしており，どのタイミングで行うかを決めずに実施していたが，

３学期は必ず授業の始めに行うようにした。確認テストに対する生徒たちの緊張感は多少薄れてきたも

のの，落ち着いて授業を受けることができるようになってきた。コメントを書くのは大変だが，生徒た

ちは結構コメントを期待しているようであった。 

その後の生徒の様子や反応は以下のとおりである。 

・コメントを見て納得している生徒や，回を重ねるごとに途中の計算過程の書き方が改善する生徒が

多かった。 

・授業前に教室へ行くと，宿題プリントや教科書で復習している生徒がいた。 

 

（４）確認テスト実施後の結果（平成23年２学期後半～３学期） 

 

２学期後半に16枚，３学期に 24枚の宿題プリントを

実施した。提出状況は図９のとおりである。 

全体の提出率は，２学期後半 81.9％，３学期89.8％で

ある。１学期と比べ３学期の提出率は 11.6pt上がった。 

図９ 提出率別の人数 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

２学期後半 41名 13名 22名 8名 

３学期 56名 13名 13名 2名 

 



 

数－２－６ 

・Ａは最初21名だったものが 56名となり，３倍近くに増えた。 

・Ｄは最終的には２名まで減った。 

・２学期前半に提出率が０％だった生徒（７名）の経過は以下のとおりである。 

①３名がＡまたはＢになり大幅に改善した。この３名のうち２名は個別に指導を行った。 

②１名は早い時期にＣまで改善した。この生徒は問題を解くのにとても時間がかかる生徒である。

３学期には65％提出できるようになった。 

③残りの３名はゆっくりではあったがＣに改善した。特にこの中の１名に対しては放課後に呼んで

個別指導を行った。３学期には 55％提出できるようになった。 

 

（５）実践１～３のまとめ 

 

宿題プリントと確認テスト実施後の生徒の感想は以下のとおりである。肯定的な意見は， 

・予習・復習の機会が増えて理解しやすくなった。 

・宿題プリントが良い復習になっているから続けてほしい。 

・確認テストがあることによって危機感があるため，課題に真剣に取り組める。 

・確認テストがあるとどこが出来ていないかわかる。 

・前より授業を理解できるようになった。 

等が挙げられた。否定的な意見としては， 

・宿題プリントが多すぎる。 

というものがあった。 

宿題プリントは復習そのもので，確認テストがあることで宿題プリントの取組が変わってきたことを

生徒たち自身が自ら実感できたようである。生徒たちが学習に対する自覚を持ち，日々の授業の振り返

りを小まめに行えるため，日々の学習の積み残しをしにくくなる。また，宿題プリントと確認テストを

繰り返し行うことでわかる楽しさを知ることとなり，その結果，学習に前向きに取り組み，宿題プリン

トの提出率が上がる結果になった。生徒は宿題プリントや確認テストを私が考えている以上に好意的に

捉えていた。また，実践を行う前には予想していなかったが，授業の始めに確認テストを行うとその後

の授業に静かに入っていくことができ，生徒の集中力が上がるという効果もあった。 

 

７ 実践４－ノートの重要性を意識して学習意欲の向上をはかる－ 

 

（１）平成24年度担当の生徒の把握 

 

今年度はさらにどんなことをやれば生徒の学習意欲が高まるか確かめていく。 

平成24年度は１年生２クラス 82名を受け持っている。生徒の家庭学習の状況を把握するためのアン

ケートを４月下旬に実施した。その結果，91.4％が家庭学習をしており，今までと比べて，家庭学習の

習慣が身についている生徒が多くいることがわかった。 

その理由として，入学説明会や入学始めのオリエンテーションで，家庭学習の重要性の説明を何度も

行ったことがあげられる。そのため，勉強をしっかりやらなくてはならないと思っている生徒が多いよ

うに感じる。また，各教科で家庭学習を意識した課題の出し方をしていることも影響していると思う。 

  

（２）ノートの使い方の工夫 

 

４月より授業を進めているとノートの書き方が不十分な生徒が多くいることに気がついた。問題演習

を行わせたときに答えだけしかノートに書かないという生徒が，当初は１クラスに 10 名くらいいた。

その後，式と途中計算を書きなさいと指導したら書くようになったものの，中にはまだ式と途中の計算

を書かないままノートの提出をする生徒もいた。そこで今年度は，ノートで自発的に学習活動が行える

ようにノート指導の取組をすることとし，学習意欲との関連をみていく。 

私は板書を行う際，キーワードや簡単なまとめだけよりも，要点をまとめるまでのプロセスを大事に

している。生徒が家庭学習をする際にわからない問題に直面したときに自分のノートを見返して復習し
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てほしいからである。私のノートの使い方の理想は， 

・文字がはっきりと読めて整然と並んでいる。 

・内容が順序良く並び，学習の過程がわかる。 

・計算の過程が順序良く進められている。 

・後で見返して何が重要なのか，問題を解くポイントは何かなどがわかる。 

等をイメージしている。 

 

（３）アンケートの結果と考察 

 

問題集，小テスト，ノートそれぞれについて，理解

を深めるために効果的と思うかというアンケートを実

施した。多くの生徒がいずれも効果的だと回答してい

るが，特に「ノートは理解を深めるのに効果的ですか」

という設問に対し，「そう思う」，「まあまあ思う」と回

答した生徒は合わせて90％以上であった（図10）。ア

ンケートの実施前は，生徒の目標とするところは，「問

題を解けるようになること」，「点数を取ること」であ

り，「必ずしもノートは書かなくてもいい」と考えてい

る生徒がほとんどであろうと想像していたが，それは

違ったようである。この結果から，ノートの指導をす

れば理解が深まり，学習意欲に結び付けられるのでは

ないかと考えた。 

そこで，さらにノートに関するアンケートを実施し

た。ここでのノートとは授業ノートだけに限定してい

ない。 

問題集の問題を，ノートにやるのとプリントにやる

のとどちらが取り組みやすいか聞いたところ，結果は半々であった。私はプリントの方が取り組みやす

いだろうと考えていたので，この結果は意外であった。 

「ノートを見返して勉強しますか」という設問に対し，「そう思う」，「まあまあ思う」と回答した生

徒は合わせて67.6％であった(図11)。また，「自分のノートは見やすいと思いますか」という質問に対

して，「そう思う」，「まあまあ思う」と回答した生徒は合わせて 48.7％であった(図 12)。 

これらの結果から，生徒は「ノートは理解を深めるのに効果的」であり「見返して勉強する」が「あ

まり見やすいとは思っていない」ことが見てとれた。 

 

（４）アピールノート 

 

毎年，私は授業のノートとは別に，問題集の演習用としてアピールノートを作らせ，提出させている。

自分自身がどれくらいテスト勉強を頑張っているのかをアピールするためのノートという意味で，この

ノートのことをこのように呼んでいる。アピールするかしないかは生徒個人に任されるが，「試験で点

数を取れなくてもテスト勉強の内容で自分がどれだけ頑張っているかを表現できるチャンスがある」，

つまり平常点になることを説明して取り組ませている。 

 

ア なぜ作ったのか 

・購入させた問題集を家庭でのテスト勉強の時間に使わせるため。 

・ノートの罫線を使ってきちんと書く習慣をつけさせるため。 

・問題集を何回も解きたい生徒には解いた問題をすべてノートに残させ，たくさん学習したことを

実感させることにより，自信を持たせるため。 

 

イ どんな取り決めで進めたのか 

・授業と別のノートを作って問題集の問題を解く。 

図10 ノートは理解を深めるのに効果的ですか 
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図12 自分のノートは見やすいと思いますか 
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図11 ノートは見返して勉強しますか 
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・答え合わせを自分で行い，間違えたときには解答を見ながら間違い直しを丁寧に行う。 

・私が提出日を指定する前に，計画的に試験範囲の問題を進める。 

・単元が終わった段階で，該当単元の問題がやってあるかを点検する。その際，どこに何の問題が

やってあるか私がわかるようにしておく。 

アンケートで自分のノートの見やすさに自信がないと答えた生徒は，おそらく，字が汚い，順番通

りに解いていない，間違えた問題を間違えたままにしてある等の理由によるものだと考えた。そのた

め，生徒たちが後で自分自身のアピールノートを見返せるように，このような取り決めとした。 

 

（５）アピールノートの様子 

 

１学期中間考査までにアピールノートを２回提出させた。アピールノートの活動が不十分な生徒に対

しては「字をきれいに書こう」，「間違い直しを丁寧にやりましょう」，「答え合わせをきちんとしてどの

問題がわからなかったかマークをつけましょう」等のコメントを残し，アピールノートを返却した。 

ほとんどの生徒の状況は，次のとおりである。 

・罫線を使ってきちんと書く習慣はついていた。 

・答え合わせを各自行い，間違えたときには解答を見ながら間違い直しをしていた。 

中には，以下のような工夫を行った生徒もいた。 

・問題集の宿題の範囲を２～３回解いていた。 

・自分なりの言葉で間違い直しをしている生徒がいた。 

・実施した日付が書いてあり計画的に進めていた。 

しかしながら，改善を必要とする生徒もいた。具体的には以下のとおりである。 

・答え合わせをしていない生徒もいた。 

・ページ数が書いていなかったり，字がはっきりしていなかったり，どこに何の問題がやってあるの

かわからないノートになっている。 

・計算用紙に書いているかのように，解く過程が殴り書きになっている。 

これらの生徒には，アピールノートに注意する点を書き込んだり，授業中の机間指導の際に口頭で伝

える等の指導を行った。その結果，ほとんどの生徒が１回目に提出したアピールノートよりも２回目に

提出したアピールノートの方が改善された。 

また，アピールノートを提出しない生徒は，自力で問題を解けないために提出ができない状況が見受

けられたので，放課後に問題集を進める時間を取って，解けない問題の質問を受けるようにした。数学

を苦手とする生徒に対しては丁寧な手立てが必要であると改めて感じた。 

 

（６）工夫されたアピールノートの紹介 

 

図13は，数学Ⅰと数学Ａを同じアピールノートに解いて

いる生徒のものである。授業は，数学Ⅰをしばらく続けて，

途中で数学Ａに切り替わる。授業の進度と平行して問題集

を進めてはいるが，量も多いのでⅠとＡを交互にやって試

験に備えたのであろう。数学Ⅰも数学Ａも範囲が２箇所に

分かれてしまったため，付箋を２箇所ずつつけて提出した。

このように，付箋を利用している生徒は数名いた。このよ

うな生徒のアピールノートは中身もきちんと整理されてい

た。 

図14－①は，アピールノートでの解答等の記述が良好で，

さらに，貼ってある付箋への記入内容に工夫が感じられた

例である。まず，問題を解く過程がしっかり残されている。図を入れて解説を残し，丁寧に間違い直し

を行っている。また，この生徒は，間違えた問題の問題集の解答を見てもわからなかったので，付箋に

質問を書き，説明してほしいと提示している。私は，説明を次のページに書いて返却した。 

図14－②は，アピールノートの点検時に，私が記入したコメントの例である。生徒とのコミュニケー

ションを大切にし，アピールノートの使い方が良くなれば褒める言葉を残すように心掛けた。 

図13 アピールノートに付箋を貼り，やった範囲

を知らせてくれている例 
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８ 実践５－チェックシートの利用－ 
 

正解した問題と間違えた問題を整理して書いたアピールノートがあった。このアピールノートでは，

解けた問題と解けなかった問題を区別して，間違えた問題を再度解いていた。生徒が「どの問題が解け

たのか，どの問題が解けていないのかわからなくなってしまう」と言っていたので，その状況を自分で

チェックできるシートを作ることにより，生徒の学習の支援を図ろうと考えた。 

 

（１）チェックシート 

 

ア チェックシートについて 

 

・ページ数，単元名，レベル，問題番

号を書き。問題番号の下に記入欄を

設けた。 

・わかった問題には○，解答をみてわ

かった問題には△，解答を見てもわ

からない場合は×として記入する

ことにより自己分析を行わせた。 

・Ａレベルの問題は全員が取り組むよ

うにした。 

・難しいＢレベルの問題については，

手をつけられない生徒はＢレベルの

問題の代わりに教科書の練習問題の

解き直しが出来るようにし，どちら

も選択できるようにした。 

 

イ 生徒の様子 

 

・面倒に思い，チェックシートを使わ

ない生徒が多くいるかと思ったが，きちんと書いている生徒の方が多かった。 

 

図15 チェックシートの生徒の活動の様子 

 

図14－① 解答等の記述が良好な例と付箋に質問を書き私にわかりやすく提示した例 

 

図14－② アピールノートが改善されたときのコメントの例 
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・さらに詳しく「（１）は○，（２）は△」と小問ごとにチェックをしている生徒もいた。 

・Ｂレベルの問題は，数学を苦手とする生徒にとってはかなり難しい。そのため教科書の練習問題

を選択できる点は好評であった。 

・教科書の問題もＡレベルの問題もＢレベルの問題もすべて解いてくる意欲的な生徒もいた。 

 

ウ アピールノート・チェックシートの点検時の対応 

 

・提出されたアピールノートとチェックシートとを照らし合わせながら実際に問題が解いてあるか

点検した。シートを使うと点検もしやすい。 

・問題集の１ページ分の問題を解いてあったら「合格」のハンコを１個押した。チェックシート１

枚には問題集５～６ページ分の内容があるので，６ページ全部やってあれば６個のハンコが押さ

れることになる。 

・多くの生徒が△や×をマークした問題は，授業で取り上げ解説した。 

・×が記入されているところに関しては，敢えて色ペンではっきりわかるように示し，どの内容が

解けなかったかを自覚させるようにした。生徒の達成度に応じて考査前にもう一度取り組めるよ

うな具体的なアドバイスを書いたり，教科書の練習問題を振り返るように指導した。 

 

（２）チェックシートの利用を指導した後の結果 

 

平成24年度２学期中間考査後にアンケートを実施した（有効回答数79）。 

「チェックシートを書きながら進めることが効果的ですか」という設問に対し，「そう思う」，「まあ

まあ思う」と回答した生徒は合わせて 82.3％である（図 16）。また，「チェックシートを書きながら解

ける問題と解けない問題の整理に役立っていますか」という設問に対して，「そう思う」，「まあまあ思

う」と回答した生徒は合わせて 84.8％である（図17）。 

チェックシートのプラス面についての回答は以下のとおりである。 

・やった問題とやっていない問題の区別やわかる問題とわからない問題の区別に役立つ 

・達成感が持てる。 

・やる気が出る。 

・苦手な問題がわかる。 

・宿題の範囲がわかりやすい。 

  

 

９ 実践６―授業のノートでの生徒の活動－ 

 

アピールノートの点検を行っている中で，どこに何の問題をやってあるのか私がわからないときがあ

る。「付箋を貼るなどして，私にどこのページをやっているかわかるようにしなさい」と全体指導した

ところ，付箋を貼って問題集の問題が整理されて見やすかったアピールノートがあった（図 13）ので，

授業のノートにも付箋を使って，後で見返したときに生徒自身が授業の内容を振り返りやすいノートに

なるのではないかと考えた。 

 

図16 チェックシートを書きながら進めるのは効果的ですか 
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図 17 チェックシートを書きながら解ける問題と解けない問題の

整理に役立っていますか 
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（１） 授業のノートでの生徒の活動の様子 

 

付箋の活用が非常に有効であると感じたため，２学期の最初の授業で，生徒に「授業のノートにも付

箋を使って，後で見返したときに授業の内容を振り返りやすいノートにしてみよう」と，付箋を一人に

一つずつ配った。付箋に関する生徒への指示は，以下のとおりである。 

・授業中の要点になることなどを付箋に書いてノートに貼ること。 

・自由に使って構わない。 

・（付箋を利用して）工夫したノートを作る。 

様々な工夫されたノートがあった。付箋を使った見やすいノートの例をいくつか次に紹介する。 

 

ア 自分の言葉で要点をまとめた例 

図18は，２次関数の最大値・最小値を求

める演習のときの内容である。生徒がつま

づきやすいところなので板書においても吹

き出しを使って目立つように工夫して指導

した。この生徒は，授業でその点について

重要だと認識し，板書以外に自分の言葉で

付箋に書き留めて目立つようにしている。 

 

イ プリント教材に付箋を利用している例 

図19は，図形の性質の授業で，プリント

教材を用意したときのものである。このプ

リントは要点を穴埋めにしてあり，穴埋め

部分だけ記入していると私は思っていた。

付箋を活用するとは私も予想もせず，生徒

の工夫に驚かされた。 

 

ウ 間違えた問題に再度振り返る印とした例 

図20は，授業のまとめやポイントではな

く，自分の出来なかった問題について後で

振り返ることができるようマークを残すよ

うに使っているものである。 

 

エ 新たに付箋を購入して利用している例 

図21は，私が配った四角い付箋とは違う

形の付箋を使っている。この生徒は数学があ

まり得意ではないが，吹き出しの形をした付

箋を選び，要点を話し言葉で書いて，楽しみ

ながら学習をしている様子が感じられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図20 間違えた問題に再度振り返る目印とした例 

図19 プリント教材に付箋を利用している例 

 

 

図18 自分の言葉で要点をまとめた例 

 

 

図21 新たに付箋を購入して利用している例 

間違えた問題に再度振り返る目印とした例 
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（２）ノート指導に関するアンケート結果 

 

平成 24 年度２学期中間考査後にアンケー

トを実施した（有効回答数79）。 

「ノートがきれいにまとまっていたら，学

習意欲は上がりますか」という設問に対し，

「そう思う」，「まあまあ思う」と回答した生

徒は合わせて90.1％である（図22）。ほかの

設問の結果は，以下のとおりである。 

 

・ノートの取り方が前より良くなったように感じている生徒･･･････････66.7％ 

・付箋を使ってノートの工夫をした生徒･････････････････････････････40.8％ 

・アピールノートの方も改善している･･･････････････････････････････56.8％ 

 

（３）実践４～６のまとめ 

 

平成 24 年度２学期中間考査後に数学の家庭学習につい

てのアンケートを実施した（有効回答数79）。 

「数学の家庭学習は４月より増えましたか」という設問

に対し，「たくさん増えた」，「少し増えた」と回答した生徒

は合わせて56.8％である（図23）。 

生徒の方から「チェックシート配ってください」という

前向きなリクエストがあったり，アピールノートの提出期限を言っていなくても，生徒の方から提出す

る姿勢が見られたりするようになった。これらの取組みが定着し，その結果，生徒の積極性が見られ，

生徒の学習意欲に結びついていると思われる。 

また，付箋も授業中に多くの生徒が机の上に出しており，授業中に指導内容の要点を言った後に，多

くの生徒が付箋を使っている様子がクラス全体に感じられ，自分でノートをまとめる力がついてきてい

るように感じている。ノートはきれいに書くことだけでなく，自分から内容をまとめる力をつけていく

ことが，生徒の学習意欲を伸ばしていくことにつながると考えている。 

 

10 おわりに 

 

 今回，生徒の学習意欲を高めるために，どのような指導が必要かを考えてきた。学習習慣の確立をさ

せながらどのような取組がよいのかいろいろと悩んできた。しかし，私が至った結論は，特別なことを

するのではなく日頃行っている指導を大切にすることであった。日々の指導がその時々にどう効果を及

ぼしているのかを分析して振り返り，自分の指導方法を練り直すことがもっとも有効な指導法であると

感じている。また，生徒の状況を把握するには様々な生徒に関するデータを取り，一部の生徒の様子だ

けで生徒の状況を判断することなく，データによって全体に対する指導が出来たと感じている。 

 さらに，授業中の会話や提出物のやり取りを通して，教師と生徒とのコミュニケーションが双方向あ

ることも重要である。提出物に一つ一つコメントを書きこんで返却することは，忙しい日々の校務の中

で大変なことだが，生徒たちの反応が何よりも嬉しかった。数学が好きな生徒はもちろんのこと，数学

が苦手な生徒からも，生徒個々の反応から積極性が感じ取れた。今回行った様々な取組を通じ，生徒一

人一人の力を伸ばす指導をする責任の重さを改めて感じることができた。また，今回の経験をさらに活

かし，よりよい指導を目指して，授業の工夫，改善をしていきたいと考えている。 

 最後に，今回このような自分を見直す機会を頂きましたことに感謝いたします。そして，御指導・御

助言をいただきました多くの先生方に心よりお礼を申し上げます。 

 

 

図22  

ノートがきれいにまとまっていたら，学習意欲は上がりますか。 
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図23  

数学の家庭学習は４月より増えましたか。 
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