３－⑤（第３部会）
数学の学習支援における実践記録
―資料提供の働きかけによる実践から―
埼玉県立大宮南高等学校 佐藤 秀則
生徒が数学の授業内で学習内容を学んでいくための資料作成、活用方法の指針を求めていくことを目的として、
授業実践・アンケート等を行った。授業内における資料の必要性は生徒によって異なるが、資料の提供方法と内
容によっては学習内容を深めるきっかけにもなり得る事例も実践の中で見られた。その経緯に至った実践記録を
もとに、今後の学習指導の方向性を検討する。
１ はじめに：数学の授業に対して思うことと実践の目的

一斉）の実践、アンケート結果等から検討をしていく。

私は 2020 年 4 月より大宮南高校に転勤した。ちょ

その結果を踏まえ、生徒自身が自分たちで数学の学習

うど臨時休業中、5 月から解説動画作成、講義メモな

を進めることができるように、学習の拠り所となる教

ど資料を学校の Web に掲載した。6 月以降、授業内容

材、資料作りへの指針を得ることを目的とする。

等に応じて授業時においても、生徒の学習内容理解の

２ 今までの授業実践，アンケート等からうかがえる

ため補助的なものとして講義メモなど学習資料提供
を実践している。

生徒の実態
今までの数学の授業実践、アンケート、授業意識調

（図１）のように、数学の授業においては、未習の状

査から学習指導実践を通じて、私は次の２つのことが

態の生徒が新しい学習内容を理解するために教材を

必要と考えている。

使って学習する。その補助的な役割としての学習支援
資料の役割があると私は考える。

途中式を書く、公式・定理の証明、生徒間および生徒と
教師間で教えあう場面を取り入れること。

（図１）筆者の授業における簡素なイメージ

その際には、ある程度のルール（教えあうための制限
時間、手順など）を教室全体で徹底させること。
そして以下のような生徒の実態が見られた。
生徒は生徒間で教えあう時間を取りながら学習を進め
ることを希望する一方、自分の数学に対する学習に自信
がない。そのため、数学における自分の考えを他の生徒、
授業全体で話をしたがらない。授業時においては教員側
が提示する予備知識を必要としている傾向が強い。

授業実践・学習指導で願うこと。それは生徒自身が

現任校大宮南高校の生徒も同様の実態がみられる。

自分もしくは他者（教員・生徒など）との協議を通じ

学習内容を理解させ、生徒が自分で学習を進めさせ

て学習内容を理解し、自分の言葉で相手に伝える状態

るよう、資料提供およびその必要性の有無を検討する

にすること。生徒が数学の問題を答えだけを求めると

ため、アンケート・授業等を実践した。

いうだけでとどめたくない。問題解くとき何を求めて

３ 今年度作成した学習支援資料について

いくのか。どういう条件が考えられるのか。必要な知
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講義メモ（（図２）参照）

識をどう判断するか。解くきっかけは何か。どう表現

生徒が数学の授業で問題演習の際に途中で躓くと

していけばいいのか。これらを自分の言葉で相手に伝

予想される部分の計算を省略せずに書いて作った手

えられるよう、私は数学の学習指導していくことを目

書きのメモである。生徒たちが途中式を必要とし、初

指す。その実現のために、教員側から学習支援資料を

めて学ぶ知識等を理解させられるように、と思い作成

どう提供する必要があるかを授業・学習指導（個別・

している。
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（図２）講義メモ（剰余の定理）

３－４

チェックシート（（図５）参照）

授業時は（図４）スライドをただ見せるだけでとどめ
ない。授業内容で学んだこと、学習内容理解度等を生
徒自身に振りかえらせるチェックシート（図５）を作
成。このチェックシートは、さいたま市立浦和南高校
太田敏之先生の「振り返りシートによる授業実践」に
倣い作成したものである。
（図５）チェックシート
（左側：学習内容一覧＋右側：生徒の授業の振り返り）
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講義メモ＋問題演習（
（図３）参照）

左側：例題・講義内容／右側：問題演習
11 月より（講義メモ＋問題演習）配付
（図３）講義メモ＋問題演習
（左側：講義メモ＋右側：問題演習）

これらの資料を用いて授業実践をし、アンケート等を
通じてこれらの資料は生徒に有効か否かを検討した。
４ 1 学期中（2020 年 6 月～7 月）の授業実践
この時期は、新型コロナウイルス感染が懸念される
ため。グループ学習等生徒間の授業時における協議活
動が控えられたため、教員が一方的に進める形だった。
実際は、以下のように授業を進めた。
３－３

パワーポイント＋講義メモ（（図４）参照）

・例題講義（概要説明）説明時、板書を極力減らし、

3 学期より、教室内にプロジェクタが設置された。
これを受けて、
（図２）の講義メモをパワーポイントの

重要な内容を講義メモ（（図２））に記載し講義。
・講義後、例題に即した問題演習。

スライドに入れ、プロジェクタで投影した。スライド

解き終わった生徒は、予習することを指示

もノート形式で印刷し、生徒に配付した。

・問題演習解答（教員が解答を板書）

（図４）パワーポイント＋講義メモ（ｽﾗｲﾄﾞ:群数列）

・次の例題へ進む。
５ ２学期中（2020 年 8 月～12 月）の授業実践
2 学期以降、講義メモを生徒に与えて終わりでなく、
教員側も講義（説明）することにした。
そして、生徒の「わからない」を教室全体で「わか
らない」にし、教室全体で協議することで学習内容の
理解を深めることができるよう授業実践を試みた。
9 月までは一方的に教員側が進める方向であったが
10 月からの生徒間の教えあいが条件付きで可能。
問題演習時は時間を計り、隣近所もしくはわかる人
のところに行く、わからない人のところに教えに行く
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ことを認めた。10 月以降は講義メモを参考に生徒間で

一方、授業が進むにつて学習内容も難易度が高くな

学習内容を協議する生徒たちの姿が見られるように

り、理解のために途中式・途中計算を必要とする生徒

なった。回収した問題演習のプリントにも生徒なりに

の増加傾向もみられる。1・２学期末アンケートでは、

要点をまとめ、教員への質問する記述（図７）
（図８）

1 学期約 87％，2 学期約 89％の生徒が「解答に至るま

も見られた。

での途中式・途中計算（教科書や模範解答より詳しく）」

（図７）生徒の記述（要点まとめ）

と回答している。このことを踏まえ、3 学期の授業実
践では、資料を与えるだけでなく、生徒がそれを活用
して学んだ内容を振り返らせる。そして途中式も提
示・板書しながら授業実践をしてみた。
７ 3 学期（2021 年 1 月～）の授業実践
講義メモをパワーポイントのスライドに盛り込み
生徒に配付。プロジェクタで投影するだけでなく（図

（図８）教員への質問（解法の確認）

９）のように必要な途中計算等を加筆する。
（図９）実際のﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ使用板書

さらに、11 月以降（講義メモ＋問題演習）
（
（図３）
参照）を用いて問題演習時、生徒間の協議が活発に行
われた様子もうかがえた。

授業開始前には生徒へチェックシート（図５）を配

６ 1，2 学期の実践から資料の必要性を検討する

付し、生徒に授業で学んだことを記入させ終了後に回

1 学期末の授業で「講義メモ（図２）は役に立った

収する。これを 3 学期、担当クラスで実施した。生徒

かどうか」を把握するためにアンケートを実施。担当

の学習内容の理解度、予習の取り組み状況、躓き箇所

クラスの約 83％の生徒が役に立つと答えた。

を把握し、その内容を授業実践等に取り入れる。

2 学期末の授業で「講義メモ＋問題演習（図３）は

チェックシートの生徒の記述内容については（図 10）

役に立ったかどうか」アンケートを実施。担当クラス

のとおりである。

の約 73％の生徒が役に立ったと答えた。

（図 10）チェックシート（図５）の生徒の記述

役に立つ、立たないと答えた生徒の主な理由は以下
のとおりである。
（役に立つと答えた生徒の主な理由）
・解き方が書いていてわかりやすかった
・わからない時に見返して役に立った。
（役に立たないとと答えた生徒の主な理由）
・知りたい情報が書かれていなかった
・説明が少なくて読んでもわからない時があった。
1，2 学期通じて、講義メモ等学習支援資料を渡すだ
けではいけないことを痛感した。わからない箇所を教
員側が把握し、生徒に対しては学んだ内容を振り返ら
せることが必要と考えた。

チェックシートには学習内容に対して質問してくる
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場面も見られることもあり、その場で対応（図 11）
。

（事例２）2021 年 1 月 15 日（金）

そして次の授業の最初に再度全体に学びの共有、前時

理系：数学 B 階差数列

の授業内容復習を目的に教員が講義する。

パワーポイント（図 13）を提示。

（図 11）生徒からの質疑とそれに対する応答記述

（図 13）階差数列が等比数列の講義メモ
もとの数列と階差数列の初項が１で同じ場面
（パワーポイントのスライドで投影したもの。
生徒に同じものを資料（ノート）で配付）

他にもチェックシートには生徒から「分かりやすい」
「学んだことを復習する」という積極的な意見、記述
が多くみられる。指導方法、資料提供の有効性は今後

（S：生徒、T：教員（私））

検討する。

S：
（T 講義後質問はないか、という問いかけに挙手）

８ 資料の内容を機に起こった協議・問答の事例

n=1 のときの１は b の１（階差数列の初項）では？
n

資料提供がきっかけで生徒間の議論、教員との問答
が活発だったこともある。気になった事例を紹介する。
（事例１）2020 年 10 月 7 日（水）

T：
（全体に確認しながら）確かに今回はどちらも１だ
が、もとの数列 a の初項を表している。
n

私はこのとき質問した生徒だけでなく、生徒全員に

文系：数学Ⅱ三角不等式の授業にて。
メモだけ見せて終わりでなく、その内容も板書した。
（図 12）三角不等式（tan）の講義メモ（一部）

内容確認しながら応答した。授業全体で間違えやすい
ポイントを確認することができた。
９ 今後に向けて
講義メモなど学習支援資料の必要性の有無は生徒
によって異なる。しかし資料の提供の仕方、内容の構
成、活用の仕方によっては授業内で協議し、学習内容
を授業全体で共有させるきっかけにもなり得る。まだ
まだ試行錯誤の段階であるが生徒たちの学びの支援
ができるよう、今後も学習指導方法および資料提供の
検討を継続していく。

tanθ≦ 3 の説明で、単位円を使って説明したとき、
生徒全員の視線が強かった。その日の授業終了後もホ
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