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図２ 数学に対しての悪循環 

基礎・基本の定着を目指した授業の工夫 
－数学的体験を取り入れた授業とプリント学習を通して－ 

 

 

千葉県立 ○○○○ 高等学校 ○○ ○○（数学科） 

 
 
１ はじめに 

 

平成 21 年３月に告示された高等学校学習指導要領における数学の目標には，「数学のよさを

認識し，それらを積極的に活用して（後略）」とある。この目標を達成するためには，私は問題

演習の他に，生徒が実際に手を動かし，数学の面白さを体験することが必要であると考える。 

また，高等学校学習指導要領第１章第１款にある教育課程編成の一般方針によると「各学校

において，生徒に生きる力をはぐくむことを目指し，創意工夫を生かした特色ある教育活動を

展開する中で，基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ（後略）」とあることから，本

校では基礎・基本の定着を目指し，習熟度別の少人数授業を取り入れている。 

本校の生徒は，「数学」という言葉を聞くだけで拒否反応を示し，話を聞く，問題を解くとい

うことに積極的になることができない。整数の四則演算でつまずくことがあり，新しい学習内

容は理解しているのに，その問題を解くための計算方法が定着していないため，問題が解けず，

やる気をなくしてしまう。また，例題と演習問題において，符号の違い，分数の有無，文字の

違いなど，ギャップがある場合や，解答するまでにいくつかの手順を踏む問題の場合につまず

いてしまう。 

そこで，これらの課題の解決が基礎・基本の定着に繋がるのではと考えた。本研究は「生徒

が実際に手を動かす体験を取り入れた授業」を通し，数学のよさを認識させ，数学に興味を持

たせる。また，「教科書の内容を更にかみ砕いたプリントを使用した授業」を通し，問題が解け

るという体験を積み，生徒に自信をつけさせ，数学に対するアレルギーを克服していく。この

２つの授業を通して基礎・基本の定着を目指していく。 

 

２ 研究の概要 

 

（１） 現状把握 

 

本校は２年次から４つの学系（健康スポーツ学系，   

情報ビジネス学系，環境サイエンス学系，文化コミュ  

ニケーション学系）に分かれ，特色ある教育課程の   

中で，生徒は各学系の専門性を身につけていく。 

本研究は，２年生の健康スポーツ学系クラス，   

情報ビジネス学系クラス，環境サイエンス学系・文化    

コミュニケーション学系の混合クラスの３クラスそれ  

ぞれにおいて，習熟度が一番高いクラスを対象とした。 

４月の授業初めに，本研究の対象者 75 名に「数学は  

好きですか。」というアンケートを実施した。「嫌い」と 

「やや嫌い」を合わせると 44％であった（図１）。授業 

中の様子から数学が嫌いな生徒ほど数学に苦手意識を  

感じ，授業に積極的に参加しない傾向があり，図２のよ 

うな数学に対しての悪循環が出来ていると考えられる。 

基礎・基本の定着には，数学に対しての悪循環から抜け 

出す必要がある。そこで，数学に対しての悪循環から抜  

図１ 数学の好き嫌いに関するアンケート 

数学が
嫌い

授業に
参加しな

い

基礎・基
本が定
着しない

問題が
解けない

数学が
楽しくな

い
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例題　次の２点間の距離を求めよ。



問題　次の２点間の距離を求めよ。



 

け出すために，次のようにして数学嫌いを改善していく。 

 

 

 

 

 

 
 

 

（２）研究実践前の授業（授業①） 

  

  ４月下旬，数学Ⅱ「図形と方程式 直線上の２点間の距離」の授業の導入部分では，教科書

通りに数直線と座標を説明し，数直線上の２点間の距離の公式を 

（大きいほうの座標）－（小さいほうの座標） 

とノートにまとめた。その後も教科書通りに，例題（図３）を説明後，生徒が問題を解いた。

全問正解者はクラスの７割程度だった。 

 

 

 

・問題の（３）を-2-5=-7 と解答し，正しく式

を作ることができない。 

・式が作れても計算間違いをしてしまう。 

・数直線を書き，目盛りを数えて２点間の距離

を求めているので問題の（４）が解けない。 

                   など 

 

例題では２点の座標が，（１）では正と負，（２）ではともに負となっている。問題では２点

の座標が，（１）ではともに正，（２）では負と正，（３）ではともに負，（４）では０と負とな

っている。数直線上の数の大小関係は理解しているのだが，例題と問題の座標の正負が対応し

ていないため，例題と問題の間にギャップが生まれ，生徒は例題と問題は別問題と捉え，距離

を求める式を正しく作れないでいる様子だった。 

 

（３）例題と問題のギャップを小さくした授業（授業②） 

 

前述の授業の反省から，同じ範囲を別のクラスで，      

次の図４のような例題と問題でプリントを用いて授業を行         

った。例題１を教員が説明した後，問題１の（１）～（４）  

を生徒が解き，（４）以外の答え合わせを行う。これを例題  

２・問題２，例題３・問題３と繰り返し，例題と問題が対応  

した授業展開を行った。また，どの問題も（４）は本校生徒  

にとって難しいため，余裕のある生徒がチャレンジし，答え  

合わせは最後にまとめて行うこととした。 

例題と問題において，２点の座標の正負が一致しているた  

め（問題２（４）除く），どのように式を立て，計算するか  

に迷いがなく，どの問題も（１）～（３）は９割以上の生徒 

が正解出来た。問題１の（１）（２）で式を立てずに数直線  

を書き，目盛りを数えて２点間の距離を求めていた生徒も問  

題１の（３）では，式を立ててから計算をし，その後の問題  

２，問題３も式を立て，計算することが出来た。クラスの数  

例題１　次の２点間の距離を求めよ。



例題２　次の２点間の距離を求めよ。



例題３　次の２点間の距離を求めよ。



問題１　次の２点間の距離を求めよ。





問題２　次の２点間の距離を求めよ。





問題３　次の２点間の距離を求めよ。



 

図３ 例題と問題  

  
・問題が解けない。 
・ノートを写すだけで飽きる。 
・勉強していて楽しくない。           

など 

数学が嫌いな理由 

・問題を解けるようにし，苦手意識をな 
くすこと。 

・実際に手を動かした数学的な作業を行 
い，数学を楽しいと感じてもらうこと。 

数学嫌いを改善するには 

問題が解けない原因 

図４ ギャップを小さくした 

例題と問題 
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カ所であるが，各問題の（４）は自然と生徒の話し合いが始まり，生徒たちだけで正解を導く

ことができた。 

 

（４）研究の概要 

 

授業①での問題（４）においては解けない生徒が多く，教員の解説を待っている状態だった

が，授業②での各問題の（４）においては，自主的に周りの生徒たちと相談し，生徒たちの力

で答えを導くことができた。授業②では例題と問題のギャップを小さくすることによって，生

徒は１つのことを確実に理解し問題を解くことができた。そこで得た自信と達成感が，より難

しい問題を解こうという気持ちにさせたのではと考えられる。 

 そこで，本研究ではプリントを用いて，授業②のように教科書の内容をさらにかみ砕き（本

研究ではこれをプリント学習と呼ぶ），問題を確実に解けるようにすることによって，苦手意識

を克服し，基礎・基本の定着を目指すこととした。    

また，生徒が数学のよさを認識し，楽しいと感じるような，実際に手を動かした体験を取り

入れた授業（本研究ではこれを数学的体験と呼ぶ）を実践していく。 

 

３ 実践 数学的体験 ～手を動かし，数学に興味を持たせる授業～  

 

（１）実践１ 三角コマの作成 

 

ア 実践時期 

数学Ⅱ「図形と方程式 三角形の重心」の授業において，三角形の重心の座標の求め方を

学習した直後に実施した。 

 

イ ねらい 

三角コマにおいて，生徒はどの辺りに回転軸をもっていけばよく回るかを直感的に分かっ

ている。さらに，重心の物理的な意味も本時の前に学習済みなので，その場所が重心だとい

うことも予想ができている。そこで実際に三角コマを作成し，重心について興味を持たせる。 

 

ウ 授業の流れ 

① 三角形の重心の座標の求め方を復習する。 

② 生徒が方眼紙に座標軸と適当な三角形をかく（図５）。 

③ 三角形の頂点の座標を求める。 

④ 計算で三角形の重心の座標を求め，印をつける。 

⑤ 作図での三角形の重心の求め方（中学校で学習済）を

復習する。 

⑥ 作図で三角形の重心を求め，④の印と一致するかを確かめる。 

⑦ 方眼紙を厚紙に貼り，三角形を切りとる。 

⑧ 三角形の重心に爪楊枝をさし，三角コマ（図６）を完成させる。 

⑨ 比較のため，三角形の重心以外に爪楊枝をさした三角コマを１つ作

る。 

⑩ ２つの三角コマを回し，⑧の三角コマがよく回ることを確認する。 

 

エ 指導上の注意点 

・三角形の頂点の取り方によっては座標が分数になることがあるため，どこに重心の印をつ

ければ良いか分からない生徒が数名いた。分数の場合は分子÷分母を計算し，小数を求め，

およその位置に印をつけるよう支援した。 

・厚紙と地面との距離が長いとよく回らないため，爪楊枝を短くするように助言した。 

 

図５ 方眼紙上の三角形 

 

図６ 三角コマ 
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オ 生徒の様子 

・計算で求めた重心と作図で求めた重心が一致すると生徒は嬉しそうであった。 

・普段落ち着きのない生徒も集中して三角コマを作成していた。 

・授業が終わってからも休み時間に三角コマで遊んでいた。 

・四角形や不規則な形のコマの場合はどうなのかという更に深く考える生徒が出て来た。 

 

カ 考察 

   普段落ち着きのない生徒や問題演習の取りかかりが遅い生徒も今回の三角コマの作成は積

極的に取り組んでいた。また，三角形以外の重心に興味を持つ生徒がいたりと，重心に興味

を持たせるねらいは達成したと考えられる。  

定期テストにおいて重心を求める問題①と中点を求める問題②を出題した（図７）。正解者

は問題①は 75 名中 63 名，問題②は 75 名中 49 名となり，中点を求める問題②よりも重心を

求める問題①の方が正解者が多かった。定期テスト後のアンケートによると「三角コマのお

かげで公式が頭の中に残っていた。」という意見が複数あり，三角コマの作成は公式の定着に

も効果があった。 

 

 

 

 

 

 

（２）実践２（自作した単位円を用いた三角関数の指導） 

 

ア 実践時期 

数学Ⅱ「いろいろな関数 三角関数」の授業において三角関数を半径 r の円を用いて定義

した。０°から 360°までの 30°，45°の倍数の角度（有名角）の三角関数の値を求め，その値を

表にまとめた。その後，三角関数の値の確認テストを実施し，その直後に本実践の授業を行

った。 

 

イ ねらい 

 三角関数の値を求める確認テストは直前の授業で予告をしたのだが，全問正解者は 73名中

18名だった。三角関数の値を表にまとめていたが，生徒からは「どうやって覚えていいか分

からない。」，「覚えていないから三角形を書いて値を求めていたら時間切れになった。」など

の意見があり覚えきれていない様子だった。そこで本実践では生徒が自作した単位円を用い

て三角関数を定義し直し，三角関数の値の定着を図る。 

 

ウ 授業の流れ  

１時間目 

段階 生徒の動き 教員の動き 生徒の様子 

導入 

６分 

・代表者が黒板に 30°を作図

する。 

・作図で 30°を作ることができた

が今日は円を折って 30°を作る

ことを伝える。 

・ほとんどの生徒が 30°
を作図することが出来

なかった。 

展 開

① 

14 分 

 

 

 

・席が近い人たちで４人か

ら６人の班を作る。 

・プリントに描かれた円を

切り取り，分度器もコンパ

スも使わずに円を折って

30°を作る。 

 

・生徒が失敗しても何度でもチ

ャレンジ出来るようにプリント

には複数の円を印刷しておく。 

 

・ほとんどの班は円を

２回折り，中心角が 90°
の扇形を作り，それを

三つ折りにして，その

扇形の中心角を 30°と
していた。 

①点を頂点とするの重心の座標 を求めよ。

②点のとき，線分の中点の座標 を求めよ。

図７ 定期テストの問題 
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段階 

展 開

② 

16 分 

生徒の動き 

・三つ折りをせずに円を折

って 30°を作る。 

・２班程度が出来たところ

でその班の生徒が他の班の

ところに指導役として折り

方を教えにいく。 

 

教員の動き 

・三つ折りをせずに円を折って

30°を作るように指示を出す。 

・時間を見計らって「１つの角

が 30°の直角三角形の辺の比を

考えよう。」とヒントを与える。 

・展開①で三つ折りをせずに 30°
を作った班には，その班の中で

なぜその方法で 30°が作れるか

を理解出来ていない生徒に説明

するように指示を出す。 

生徒の様子 

・１つの角が 30°の直角

三角形の辺の比を忘れ

ている生徒もいたが，

班の中で教え合ってい

た。 

・指導役の生徒のおか

げで全員が 30°を作る

ことができたが，なぜ

そうなるかを理解して

いる生徒は少なかっ

た。 

展 開

③ 

14 分 

・展開②の方法でなぜ 30°を
作ることが出来るのかを教

員の説明を聞いて理解す

る。 

 

 

 

・円を２回折り，中心角が 90°の
扇形を作り，点Ｏと点Ａを重ね

て折る。円に開き直角三角形Ｏ    

ＢＣの辺の比に注目すると∠Ｂ

ＯＣが 30°となっているこ

とが分かる。１年生のとき

に三角比を勉強している

が，sinという言葉が定着し

ていないので，sinという言

葉を使わないで説明する。 

 

 

・「もう少し時間があっ

たら出来ていた。」「絶

対に思いつかない。」

「説明を聞いたら簡単

だったので悔しい。」と

様々なことを口にして

いが 30°になる理屈は

理解している様子だっ

た。 

２時間目 

段階 生徒の動き 教員の動き 生徒の様子 

導 入

３分 

・１時間目と同じメンバー

で班を作る。 

・板書された三角関数の値

を答える。 

・いくつかの有名角の三角関数

を板書し，生徒に答えてもらう。 

・今回の授業で三角関数の値が

答えられるようになることを伝

える。 

・ほとんどの生徒が答

えられなかった。 

展 開

① 

12分 

 

・１時間目と同じプリント

から切り取った円に０°から

360°の有名角の動径の折り

目をつけ，動径を図示する。 

・座標軸と直線 x＝１がかか

れたプリントに，座標軸の

原点と円の中心が一致し，

始線が x 軸上にあるように

円を貼り，円の周りに角度

を書いていく（図９）。 

 

・定規できれいに直線を引くよ

うに指示をする。 

図８ 授業の様子 

 

・前回の内容を忘れて

しまった生徒も，班員

に教えてもらっていた

ので，短時間で動径の

図示ができた。 

展 開

② 

25分 

 

 

 

 

・有名角θの動径と単位円

との交点Ｐ，直線 x＝１の交

点Ｔの座標を班員で手分け

して求める。 

・最終的にプリントに図９

の状態の単位円がかかれて

いるか班の中で確認する。 

・半径 r の円を用いて三角関数

を定義していたが，r に関係なく

三角関数の値は決まるので r ＝
１（単位円）として三角関数を

定義し直す。 

 

 

・点Ｐや点Ｔの座標を

求められない生徒が多

く，班員で教えきれな

い場合が出てきたので

教員も教えて回った。 
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と 









 



 

エ 考察 

   実践直後に実施した三角関数の値を求め  

る確認テストの全問正解者は，72 名中 49 名 

だった。間違いの原因は tan90°や tan270° 
の扱いと      の大小関係が理解で 

きていなかったことであった。次の授業で 

もう一度同じ確認テストを行ったところ， 

全問正解者は 73 名中 65 名となった。実際 

に円を折って図９の単位円を作成したこと 

により単位円を用いた三角関数の定義が定 

着したと考えられる。 

   また，sin(θ＋180°)=-sinθなどの三角 

関数の性質の授業でも，この作成した単位円   

を使用した。θ=30°など具体的な角度を代入  

して sin(θ＋180°)=-sinθが成り立つこ   

とを単位円を見ながら確認することができた。この確認作業を繰り返していくと，生徒はθ  

の動径とθ＋180°の動径の位置関係から sin(θ＋180°)=-sinθが成り立つことに納得をして   

いた。本実践では三角関数の値の定着以外に，三角関数の性質の授業においても単位円を利  

用することができ，その他に三角関数のグラフなどの授業においても単位円を利用する場面  

があり，単位円の作成は三角関数の授業全体に効果があった。 

 

４ 実践 プリント学習 ～苦手意識をなくし，自信を持たせる授業～ 

 

（１） 実践３ 復習プリントと応用問題プリントを用いた授業 

 

ア 実践時期 

数学Ⅱ「図形と方程式 平面上の点の座標」の平面上の２点間の距離の求め方を学習した

直後に実施した。 

 

イ ねらい 

  問題（図 10）を解くにあたり，点Ｐの座標をおく，立式をする，展開をする，方程式を解

くなどのいくつかのステップがあり，ステップが 1 段階分からないだけで問題が解けなくな

段階 

展 開

② 

  

生徒の動き 

・単位円を用いた三角関数

の定義を理解する。 

 

教員の動き 

・角θの動径と単位円との交点

をＰ(x,y)とすると，点Ｐの x 座

標の値が cosθ，y座標の値が sin

θ，角θの動径の傾き，つまり

角θの動径と直線 x＝１の交点

Ｔの y座標の値が tanθとなるこ

とを説明する。 

生徒の様子 

・真剣に教員の話を聞

いていた。 

ま と

め 

10分 

   

            

   の大小関係を確認す

る。 

・プリントを見ないで三角

関数の値が言えるか班の中

で問題を出し合う。 

・三角関数の値の大小関係を確

認し，何も見ずに頭の中でプリ

ントの単位円を作ると早く三角

関数の値が言えることを伝え

る。 

・次回の授業で三角関数の値を

求める確認テストを行うことを

伝える。 

・単位円を新しく書い

て答えている生徒が多

かった。 

・時計を単位円として

捉え，時計を見ながら

答えている生徒もい

た。 

図９ 自作した単位円の完成図 
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①点間の距離を求めよ。

②点間の距離を求めよ。

③ 
   を展開せよ。

④方程式を解け。

⑤軸上の点の座標は    のどちらかを答えよ。

点から等しい距離にある軸上の

点の座標を求めなさい。

ってしまう。問題（図 10）を解くために

は各ステップの内容を確実に解くことが

できる状態にする必要がある。生徒の現

状を把握するために本実践の前の授業に

おいて，問題（図 10）を解くために必要

な計算（図 11）を１クラス 28 名を対象

にテストを行った。正解者は①23名②11

名③12 名④19 名⑤20 名となり，全問正

解者は７名だった。このような状況で問

題（図 10）を解こうとすると，解き方が

分かっていても計算でつまずいてしま

う可能性がある。 

そこで，本実践では問題（図 10）を解く前に，この問題に必要な計算を復習し，各ステッ

プでつまずくことなく問題を確実に解けるようにすることを目的とした。 

 

ウ 授業の流れ 

導入 

① 問題（図 10）を板書し，今回の授業で最終   

的に解きたい問題を示す。 

② この問題を解くための準備はこれからする  

ので，今の段階では解けなくも大丈夫だとい  

う安心感を与え授業への参加を促す。 

  復習 

① 復習プリント（図 12）を配付する。 

② 復習の必要のない生徒も集中するように，15  

分以内で復習することを伝える。 

③ 復習においては，例で多くのことを説明せず  

に，問の演習に時間を割き，手が動いていな  

い生徒への対応は素早く行う。 

④ 答え合わせは発問しながらテンポ良く行う。 
 

応用問題プリント 

   例題，例題の答

えを求めるまでの

流れ，問題の３つ

のスペースに分け

たプリントを，授

業では応用問題プ

リント（図 13）と

名付けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 応用問題 

 

 

 

図 12 復習プリントの一部 

 

図 11 応用問題を解くために必要な計算 

 

図 13 応用問題プリント 

 

流れ（例題の答

えを求めるまで

の流れ） 

例題 問題 
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例題の説明・問題を解く（図 14） 

① 応用問題プリントを半分に折り，教員の発問に答えながら例題の解答を作成していく。 

② 例題の答えを求めるまでの流れをまとめる（今回は６ステップ）。全員が応用問題プリン

トに書いたことを確認して板書を全て消す。            

③ 応用問題プリントを②の状態から裏返し，例題の解答や答えを求めるまでの流れを見な

いで問題を解く。計算式だけでなく，記述を意識した解答を書くように指示をする。 

④ 何も見ずに１分考えて手が動かなければ，答えを求めるまでの流れが見える状態まで応

用問題プリントを折り，答えを求めるまでの流れを見ながら問題を解くように指示をする。 

⑤ 答えを求めるまでの流れを見て，１分考えて手が動かなければ応用問題プリントを全て

開き，例題の解答を見ながら問題を解くように指示をする。 

⑥ 教員が生徒に発問しながら解答を板書をし，生徒は問題の答え合わせを行う。 

 

  

      ①②        ③         ④                   ⑤⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

エ アンケート結果 

授業後に対象者 72名に対してアンケートを実施した。応用問題プリントの問題をどう解い

たかによって生徒を下記のように３つのグループに分け，アンケートの結果をまとめた。 
 

グループＡ 例題の解答や流れを見ないで解いたグループ 

グループＢ 例題の解答は見ていないが，流れを見て解いたグループ 

グループＣ 例題の解答と流れを見て解いたグループ 
 

なお，机間支援中の教員に計算ミスを指摘されず，最終的な答えが座標の形で正しく書け

ている生徒を正解者とした。 

グ
ル
ー
プ
Ａ 

取り組んだ人数 15名 正解者 14名  

・最初は難しいと感じたけど意外に簡単だった。 ・もっと早く進めて欲しい。 

・難しい問題だけど分かりやすかった。 ・展開の公式を忘れていたので助かった。  

・復習プリントは全部分かっていたのでいらない。 ・流れを書くのが面倒。 

・座標の形にするのを忘れた。 ・途中式が長い。 
 

グ
ル
ー
プ
Ｂ 

取り組んだ人数 32名 正解者 28名  

・どこでつまずいているか分かって良かった。 ・解けたけど文章が書けない。 

・何も見ないで解きたかったのに悔しい。 ・やり方は分かったけど計算ミスをした。 

・テストのときもヒントとして流れを書いて欲しい。 ・復習プリントは助かった。 

・頭を使った気がする。 
 

グ
ル
ー
プ
Ｃ 

取り組んだ人数 25人 正解者 18人  

・最初の図が分からなく見てしまった。 ・自分が出来ないところが分かった。 

・難しい問題だったのに解けて嬉しい。 ・毎回復習プリントをやって欲しい。 

・展開の公式を忘れたので復習プリントを見ながら解いた。 

・計算は分かったが文章をどうやって書くか分からなかったので例の解答を見た。 

・足し算を間違えた。 ・テスト前に効果がありそう。 ・方程式でミスをした。 

 

例
題

流
れ

問
題

流
れ

問
題

例
題

流
れ

問
題

図 14 応用問題プリントの使い方 

 

プリントを 

半分に折る 

 

プリント 

を裏返す 

 

１分後 

 

１分後 

 
流れが見えるよう 

にプリントを折る 

 

プリントを全て開く 
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オ 考察 

 復習プリントを用いた計算の復習に 13分かかったので授業の遅れを心配したが，応用問題

プリントの問題を解き始めてから答え合わせが終わるまで 10分もかからなかった。普段の授

業の演習では，教員は問題演習中に手が止まっている生徒に次々と声をかけ，個別に計算方

法を教えていた。今回は何人かの計算ミスを指摘するだけとなったので通常授業と比べ，大

きく進度が遅れるということはなかった。 

   前述のアンケート結果のグループＡの生徒は，数学が得意であり，復習を不要だと考え，

取り組みが不十分になる心配もあった。しかし，目標時間を 15分と決め，教員が 1つの例を

説明するのも１分以内と生徒に宣言し，時間を意識させることで，集中力を切らさずテンポ

良く取り組むことができた。グループＡで正解した生徒たちは数学へ更に自信がついた様子

だった。グループＢで正解した生徒たちは，今まで問題演習のときに例題の解答を見ながら

数値だけを変えて問題を解いていたが，今回は流れを確認しながら自分で考え式を作ること

ができ，今迄にない達成感を味わっていた。本校の生徒にとっては難しい問題だったためグ

ループＣで正解した生徒たちはその問題が解けたということを喜んでいた。 

今回は 72名中 60名が正解し，残りの 12名の生徒も分からない箇所を明確化することがで

きた。１枚のプリントでそれぞれの理解力に合った演習を行うことができ，応用問題を解い

たということで数学に対してそれぞれが自信をつけることができた。また，定期テストで類

題を出題した結果，正解者は 75 名中 52名となった。 

 

（２） 実践４ 復習演習プリントを用いた演習  

 

ア 実践時期 

数学Ⅱ「微分と積分」の微分の単元が全て終了した，定期テストの２週間前に実施した。 

 

イ ねらい 

これまでの実践の成果は，定期テストの結果にも表れている。しかし，実践３のように授

業中に解けた問題でも定期テストになると解けなくなる生徒もいる。 

そこで，既習内容の更なる定着を図るために，ある程度単元を進めたところで，復習とし

て演習（以下，復習演習と呼ぶ）を行うことにした。復習演習後に解説付きの解答を配って

答え合わせを行ったが，解説を見ても理解できていない生徒が多かった。その生徒たちに，

今まで学習してきたプリントを見直すように指示した。私が用意した解説を見ても理解でき

なかった生徒たちが自分自身で書いたプリントを見直すと，そのときの授業の記憶と一緒に

解き方も思い出し，復習演習で間違えた問題をやり直していた。その後，別のクラスの授業

において「今までの授業プリントを参考に解いても良い。」と指示をしたが，今解いている復

習演習の問題が今までのプリントのどこに対応しているかが分からないため，いつまでも今

までの授業プリントを見つめている生徒が多かった。 

また，生徒から「テスト前に一人で勉強できない。」という声をよく聞くが，そのような生

徒はテスト勉強や復習をしていて分からない問題が出てきたときに，どうしたらよいか分か

らなくなり，勉強を途中で諦めてしまうからで，そのため既習内容が定着しない原因の１つ

になっている。 

本実践では，復習演習のプリントの問題が，今までのプリントのどの問題に対応している

かが分かるようにし，自分の力だけで復習できる環境を用意し，既習内容の定着を目指す。 

 

ウ 復習演習プリント 

普段授業で使用しているプリントには，そのプリントが単元の中で何枚目のプリントか分

かるようにナンバーを振り，それぞれの問題に問題番号を付けている（図 15）。         

復習演習のプリント（以下，復習演習プリントと呼ぶ）の問題には，その問題に対応した

普段授業で使用しているプリントのナンバーと問題番号を付けた（図 16）。 
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エ 演習中の生徒の様子 

復習演習プリントに取り組む前に，「まずは何も見ないで解く。解けない問題の場合は，問

題に普段授業で使用しているプリントのナンバーと問題番号が書いてあるから，今までの授

業プリントを参考に解いても良い。」と生徒に伝え，演習を行った。以前であれば，分からな

い問題があると近くの席の人と教え合いが始まるのだが，そこから関係のない私語をしてし

まう生徒もいた。しかし，今回は私語もなく緊張感のある雰囲気で演習を行うことができた。

以前は途中で手が止まる生徒が多く，授業時間内に全員を指導することが困難であったが，

今回は途中で手が止まる生徒が少なく，一人一人に時間をかけられる分，机間支援で丁寧に

指導することができた。 

復習演習後に解説付きの解答を配って答え合わせを行ったが，以前のように解説を見ても

分からないという声は聞こえてこなかった。答え合わせの様子を見ていると，自分の答が間

違っていると，何も考えずに解答をそのまま写すだけの生徒たちが，どこで間違っているか，

計算ミスをしているかを真剣に探している姿があった。 

 

オ アンケート結果 

復習演習の１週間後に小テス   

トを行った。内容は復習演習の問  

題の数値を変えた問題のみを出  

題した。対象者 72 名の平均点は 100 点満点の小テストで 54.8 点であった。小テスト後に，

「小テストの出来に満足したか」，「復習演習プリントの感想」の内容でアンケートを実施し

た。「小テストの出来に満足したか」については図 17のような結果となった。 

「小テスト・復習演習プリントの感想」については，「小テストの出来に満足したか」とい

う質問に満足，やや満足と答えた生徒たちからは，「いつもよりテスト前の勉強がしやすかっ

た。」，「１人でも復習しやすい。」という感想が複数あった。一方，「小テストの出来に満足し

たか」という質問に不満，やや不満と答えた生徒たちからは，「テストは見たことのある問題

ばかりだったが解き方が思い出せなかった。」，「復習演習プリントで勉強するときは解けるが，

テストになると解けなくなる。」という感想が複数あった。 

 

カ 考察 

授業中の生徒の取組から本実践での「自分たちの力だけで復習できる環境を用意する。」と

いうねらいは達成できたと考えられる。もう１つの「既習内容の定着」というねらいに関し

ては，小テストの出来に満足した一部の生徒は達成できたと考えられるが，テストになると

解けなくなるという生徒からの感想や平均点の低さから課題の残る結果となった。テスト後

に，「テストみたいにランダムに問題が出題されると，今までに習った内容のどれと対応して

いるか分からなくなる。」といった生徒の声があり，数値を変えた同じ問題であっても，テス

トの問題と授業中に解いた問題を同じ問題として捉えることが困難であったことが予想され

る。 

 

 

ナンバー 

問題番号 

図 16 復習演習プリント 

 
 

図 15 普段授業で使用しているプリント 

図 17 小テストの満足度と平均点 

 

ナンバーと問題番号 

満足度 満足 やや満足 やや不満 不満 全体
人数 6 19 16 31 72
平均点 85.6 71.6 50.1 41.0 54.8
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（３） 実践５ 問題にタイトルをつける授業 

 

ア 実践時期 

数学Ⅱ「微分と積分」の積分の単元内で実施した。 

 

イ ねらい 

本実践では「テストの問題と授業中に解いた問題を同じ問題として捉えることが出来な

い。」という実践４の課題の解決を目指す。テストなどで出題される既習問題と授業で扱った

問題を対応させるためには，問題同士を繋ぐキーワードが必要だと考え，本実践では生徒が

問題にタイトルをつける授業を展開していく。 

 

ウ 授業の流れ 

① 教員が例題を説明する。 

② 生徒は例題に合うタイトルを１         

つ考えプリントに記入する。 

③  何人かの生徒に自分で考えたタ 

イトルを板書してもらう。 

④ 板書されたタイトルの中で簡潔 

で，問題の特徴を捉えているもの 

をクラスの話し合いで決めてい  

く。そのタイトルをみんなで考え 

たタイトルとしプリントに記入する。適切なタイトルが板書されてない場合は，教員が

板書されたタイトルを加筆修正する。 

 

エ 授業中の生徒の様子 

本実践での最初の授業では，恥ずかしがって何も書かない生徒や問題とは無関係なタイト

ルをつける生徒も多かったが，回を重ねていくごとに自分なりのタイトルをつけられるよう

になり，問題の特徴を上手く捉えたタイトルをつけられるようになった。例えば，プリント

（図 18）の問題では，生徒は次のようなタイトルをつけた。 

 

 

 

生徒の話し合いでは，上のグラフの式から下のグラフの式を引いて面積を求めるので「上

－下」が良いという意見が多かった。一方，どのようなときに「上－下」になるか分からな

いので違うタイトルが良いという意見もあった。最終的には「曲線と曲線の間の面積（上－

下）」をみんなで考えたタイトルとした。 

 

オ アンケート結果 

積分の単元が全て終了したあ  

と，実践４と同様に復習演習の  

１週間後に小テストとアンケートを行った。「小テストの出来に満足したか」については図

19のような結果となった。「小テスト・問題にタイトルをつける授業の感想」については，「小

テストの出来に満足したか」という質問に満足，やや満足と答えた生徒たちからは，「小テス

トの問題を見るとそのときの授業を思い出す。」，「微分より積分の方が復習演習のプリントも

すらすら出来た。」という感想があった。一方，「小テストの出来に満足したか」という質問

に不満，やや不満と答えた生徒たちからは，「計算が出来ずに解けなかったが問題のタイトル

は思い出せた。」，「満足できない点数だけど微分よりは出来た。」という感想があった。小テ

ストの出来の満足度に関係なく「自分で考えたタイトルがみんなで考えたタイトルに採用さ

れると嬉しい。」，「数学以外でも問題にタイトルをつける癖がついた。」という感想が複数あ

図 18 問題にタイトルをつける授業プリント 

 

・曲線と曲線の間の面積 ・ブーメランタイプ ・月の面積 ・２次関数の面積   
・上－下 ・大きい方から小さい方を引くバージョン ・放物線同士の面積 ・挟まれた形 

図 19 小テストの満足度と平均点 

 
満足度 満足 やや満足 やや不満 不満 全体
人数 3 15 36 18 72
平均点 90.9 75.2 62.1 42.6 61.2
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図 20 基礎・基本の定着までの流れ 

った。また，実践４と比べ実践５の小テストの「やや不満」の人数が 20名増加した。その中

には，「授業や復習演習の感じからすると，もっと点数が高いと思った。計算ミスが多かった

ので小テストの点数には満足していない。定期テストではもっと頑張ります。」という前向き

な声もあり，向上心をもつ姿勢が見られた。 

 

カ 考察 

教科書や参考書によっては問題にタイトルがついている場合がある。今まで，生徒も私自

身もそのタイトルを意識することなく問題を扱っていた。その教科書のタイトルをそのまま

使用するのではなく，本実践では生徒の記憶に残るように，そして問題を印象づけるキーワ

ードとしてタイトルをつけているので，厳密に問題の特徴を捉えた難しい用語が出てくるタ

イトルよりも，問題をイメージしやすい生徒の意見をなるべく多く取り入れた。その結果，

自分で考えた問題のタイトルは記憶に残り，小テストの問題を見ると問題のタイトルをキー

ワードにして，そのときの授業や解き方が思い出され，小テストの問題を解くことができた。

単元が違うので単純に比較は出来ないが，小テストの平均点が実践４から実践５では 6.4 点

上がった。また，前述のアンケート結果から本実践での「テストなどで出題される既習問題

と授業で扱った問題を対応させる。」というねらいは達成できたと考えられる。 

 

５ おわりに 

 

 ４月の授業初めのアンケートでは，数学が「嫌い」と「やや嫌い」な生徒を合わせると 44％

だったが，３月の授業終わりのアンケートでは 24％となった。１年間を通しての授業の感想で

は，「一番頭を使っている授業だと思う。」，「数学が得意になった。」，「授業が楽しい。」など好

意的な意見が大半を占めていた。三角コマの作成や単位円の自作などの数学的体験では普段つ

まらなそうに授業に参加している生徒も一生懸命に取り組み，それ以外のプリント学習のとき

も積極的に授業に参加して，「中学校以来，初めて数学の授業が分かったかも。」と感想を述べ

ていた生徒もいた。 

 １年間授業の様子を見ていると，数学的体験を取り入れた授業では生徒は数学を楽しいと感

じ，プリント学習を用いた授業では生徒は問題が解けるという自信がつき，積極的に授業に参

加する生徒が増えた。各実践を通して，生徒は「数学が楽しい。」，「数学が好き。」，「問題が解

ける。」，「積極的に授業に参加する。」のいずれかの状態

となった。各実践を積み重ねていくうちに，数学が好き

だから積極的に授業に参加するといったように，これら

の状態が相互に関係し合ったことにより，基礎・基本の

定着に繋がったと考えられる（図 20）。 

 ただ，毎時間の授業をプリントで行っていたため，教

員の負担も大きくなるという課題も残った。翌年は，例

題と問題のギャップを小さくした授業②，実践３の応用

問題プリント，実践５の問題にタイトルをつける授業を

プリントではなくノートで行った。この実践では，教員の負担を軽減することがでた。授業ア

ンケートはプリントで授業をしているときと同内容の肯定的な意見が多く，生徒の授業中の様

子，定期考査の結果から見ても，プリントと同様の効果が得られたと言える。今後は，ノート

とプリントのバランスを考えて授業を行っていきたい。 

  最後に，今回このような研究の機会を与えてくださったことに感謝いたします。また，数々

の御指導，御助言をいただきました諸先生方に心よりお礼申し上げます。 
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