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はじめに

本県の教育が目指す基本的な方向等を明らかにした

「岐阜県教育ビジョン（平成20年12月策定）」では、

重点目標１（１）に「確かな学力の育成」を掲げ、そ

の取組の基本方針を次のように示しています。

〈岐阜県教育ビジョン〉

重点目標１

子どもたち一人一人に、確かな学力・健やかな体・豊かな心の調和を大切にし

た、きめ細かな教育を推進します

（１）確かな学力の育成

子どもたちの学力をはぐくむことは、学校教育の根幹的な役割であり、

学校では子どもたちの学ぶ意欲を高め、基礎学力が確実に身に付くように

します。さらに、自ら課題を見つけ解決していく力や、読解力・コミュニ

ケーション能力等がはぐくまれる教育活動を行うことによって、児童生徒

一人一人が、その豊かな個性を生かしながら、変化の激しい社会の中にあっ

ても、生きる力の基盤となる確かな学力を身に付けられるように取り組み

ます。

そのため、教員一人一人が日々の授業改善に努めることはもちろんのこ

と、子どもの実態に応じて少人数教育を行うなど、個に応じた指導の充実

を図ります。また、学校、家庭、地域が連携を図り、さまざまな場におけ

る子どもたちの「学び」を支援します。

本手引書では、この基本方針を具現する１つの手段としての習熟度別少人数指導につ

いて、目指す方向や具体的な進め方、実施上の留意点等について示しています。

本県の小中学校においては、平成14年度から実施された学力向上フロンティア事業を

はじめとする実践研究事業や少人数指導のための教員の加配措置によって、習熟度別少

人数指導が実施され、成果をあげてきました。基礎的・基本的な知識・技能の定着が不

十分な児童生徒が増加傾向にある今日、この課題に対応していくためには、これまでの

成果を生かすとともに、習熟度別少人数指導を一層工夫改善することが必要になってき

ています。

各学校においては、児童生徒一人一人に確かな学力の育成を図るという学校教育の根

幹的な役割を果たすために、本手引書を有効に活用し、個に応じたきめ細かな指導の一

層の充実が図られることを期待します。

取組の基本方針
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〈全ての児童生徒のために、全ての先生方のために…〉

習熟度別少人数指導は、全ての学校、全ての教科において実施できるわけではありま

せん。しかし、習熟度別少人数指導の考え方は、全ての学校、全ての教科等の指導に生

かすことができます。習熟度別少人数指導に熱心に取り組んだ先生方から、教師として

の自分の見方や考え方が変わったという話をよく聞きます。習熟度別少人数指導の在り

方を考えることによって、これまでの自分の実践を見つめ直し、教師としての指導力が

高まっていくこと、そして全ての児童生徒が確かな学力を身に付けていくことを願って

います。

１ 「どうして分からないの！」と子どもに言う教師から、

分からない要因を必死に探る教師へ

２ 「分かりましたか？」と子どもに聞く教師から、

分かっているかどうかを確かめる学習活動を仕組む教師へ

３ 「前に教えたのに…」と思って指導する教師から、

「前の学習を忘れている子がいる」と思って指導する教師へ

４ 挙手の数や発言者の様子のみを気にする教師から、

挙手していない子の様子やその子の学びを気にする教師へ

５ 「分かった」という子どもの言葉に安心する教師から、

「何が、どの程度分かったのか」確かめようとする教師へ

６ 教材に子どもの学習を合わせようとする教師から、

子どもの学習状況に教材を合わせようとする教師へ

７ 指導案の展開に沿うことを大切にする教師から

子どもの姿に応じてよりよい展開にしようとする教師へ

８ テストの点数から、子どもの勉強不足を指摘する教師から、

テストの点数から、自分の指導を見直そうとする教師へ

９ 誰が見てもよく分かる姿を価値付ける教師から

誰も気付いていないわずかな成長を価値付ける教師へ

１０ 子どもの「どうせ分からない…」と投げやりな顔を見る教師から

子どもの「分からなくてくやしい…」という心を観る教師へ

～「子ども観」「指導観」「教材観」の転換～

変わる教師の「観」
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Ⅰ 習熟度別少人数指導の工夫改善に当たって

習熟度別少人数指導が全国的に実践される

ようになったのは、平成10年に告示された学

習指導要領が全面実施された平成14年度頃か 小学校学習指導要領（平成20年3月告示）

らです。平成14年1月に出された「確かな学 第１章 総則 第４ 指導計画の作成等に当

力の向上のための2002アピール『学びのすす たって配慮すべき事項 ２

め』」では、確かな学力の向上に向けて「少 （６） （中学校は（７））

人数授業・習熟度別指導など、個に応じたき 各教科等の指導に当たっては、児童（生徒）

め細かな指導の実施を推進し、基礎・基本の が学習内容を確実に身に付けることができる

確実な定着や自ら学び自ら考える力の育成を よう、学校や児童（生徒）の実態に応じ、個

図る」と述べています。 別指導やグループ別指導、繰り返し指導、学

平成20年に告示された学習指導要領におい 習内容の習熟の程度に応じた指導、児童（生

ては、小・中学校ともに総則の中で、児童生 徒）の興味・関心等に応じた課題学習、補充

徒が学習内容を確実に身に付けることができ 的な学習や発展的な学習などの学習活動を取

るように工夫改善すべき指導方法の一つとし り入れた指導、教師間の協力的な指導など指

て「グループ別指導」「学習内容の習熟の程 導方法や指導体制を工夫改善し、個に応じた

度に応じた指導」を示しています。 指導の充実を図ること。

また、本県においては「岐阜県教育ビジョ （中学校は「児童」が「生徒」）

ン（平成20年12月策定）」に示しているよう

に、「学校や地域の実情に応じた少人数教育

の推進」を取り組むべき施策とし、習熟度別 岐阜県教育ビジョン

少人数指導などの指導方法を工夫改善するこ 重点目標１ （１）確かな学力の育成

とにより、確かな学力の育成を目指していま 課題 ○岐阜県型少人数教育による一人一人

す。 に応じたきめ細かな指導の充実

以上のように、習熟度別少人数指導は、個 〈取り組むべき施策〉

に応じたきめ細かな指導の一つであり、確か ○学校や地域の実情に応じた少人数教育の推進

な学力の育成を目指していくものです。目の ・少人数指導として、習熟度別学習やテーマ

前の児童生徒一人一人に目を向けて「この子 別学習などの指導方法を工夫改善すること

に、こんな学力を、確実に身に付けさせてい により、児童生徒一人一人の学習状況を的

きたい。」という教師の切なる願いから習熟 確に把握しながら指導し、確かな学力を身

度別少人数指導の工夫改善を進めていくこと に付けさせます。

が大切です。

１ 確かな学力の育成

【ポイント】〈目指すことは…〉

・一人一人に確かな学力を身に付けさせること

→「目の前にいる児童生徒一人一人に確かな

学力を身に付けさせたい」という教師の切

なる願いが、工夫改善の出発点
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習熟度別少人数指導の工夫改善が求められ

ている一番の理由は、本県の児童生徒の学力の

状況にあります。それは、基礎的・基本的な 【小・中学生の学力の状況】

知識・技能の定着が不十分な児童生徒が増加 〈平成２１年度全国学力・学習状況調査から〉

傾向にあるということです。

県の児童生徒の学習状況調査（平成22年4月

実施）では、基礎的・基本的な知識・技能に

ついて、全体的に平均正答率は高いものの、

平均正答率が50％前後にとどまっている問題

が複数ありました。平成21年度全国学力・学

習状況調査の「知識」に関する問題では、小

学校の国語と算数、「活用」に関する問題では、

小学校の算数において全国平均を下回りました。

また、正答数の分布をみると、算数・数学

のＡ問題（知識）では、正答数が全国平均の

半分以下の児童（小6）が、調査対象児童の

5.3％いました。中学校においては、同様の

生徒（中3）が8.3％いました。人数に換算す

ると、県内の小学校6年生の約1,100人、中学

校3年生の約1,600人が該当することになります。

学校によって程度の差はあるものの、どの

学校においても、既習内容が十分に身に付い

ていないために授業の導入でつまずき、一斉

授業の中では、どうしてもねらいの実現が不

十分になってしまう児童生徒がいるのではな

いでしょうか。

今、そのような児童生徒にしっかりと向き

合い、全ての児童生徒に確かな学力、特に基

礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図

るための授業改善が喫緊の課題となっていま

す。その課題を克服していくための指導方法

の１つとして習熟度別少人数指導があり、そ

の工夫改善が必要になっているのです。

２ 児童生徒の学力・学習状況と課題
【ポイント】

〈課題は…、克服するためには…〉

・一人一人に基礎的・基本的な知識・技能

の確実な定着を図る。

・定着が不十分な子にしっかりと向き合う。

小学校６年生
国語Ａ 岐阜県 ６９．２％（全国 ６９．９％）
国語Ｂ 岐阜県 ５１．０％（全国 ５０．５％）
算数Ａ 岐阜県 ７７．２％（全国 ７８．７％）
算数Ｂ 岐阜県 ５４．７％（全国 ５４．８％）

〈正答数が全国平均の半分以下の児童生徒の割合〉
＊上段：岐阜県 下段（ ）は全国平均

【小学校算数Ａ（知識）問題】

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

３．４％ ５．４％ ５．３％ ９．２％

（３．６） （４．９） （５．０） （８．１）

【中学校数学Ａ（知識）問題】

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

７．４％ 11．０％ ８．３％ 10．６％

（９．４） （14．２） （11．２） （12．５）

中学校３年生
国語Ａ 岐阜県 ７９．１％（全国 ７７．０％）
国語Ｂ 岐阜県 ７８．５％（全国 ７４．５％）
数学Ａ 岐阜県 ６５．８％（全国 ６２．７％）
数学Ｂ 岐阜県 ６２．７％（全国 ５６．９％）
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岐阜県における児童生徒の学習状況調査（平成22年4月実施）では、児童生徒の学習に対

する意識と学力との相関について、次のような結果が出ています。

問１６ 自分から進んで勉強しようとする気持ちはありますか。

小学校 （５年生） 中学校 （２年生）

回答数の割合 ４教科の平均正答率 回答数の割合 ５教科の平均正答率

①ある ３２．６％ ７０．３％ ２２．５％ ７４．６％

②どちらかというと、ある ４６．７％ ６９．８％ ４４．３％ ６８．４％

③どちらかというと、ない １６．０％ ６７．４％ ２４．８％ ６３．４％

④ない ４．８％ ６０．０％ ８．４％ ５７．１％

【分析】
◇「自分から進んで勉強しようとする気持ちがある。」と答える児童生徒ほど、ペーパーテスト
の正答率が高い傾向にある。
・「自分から進んで勉強しようとする気持ちはない。」、「どちらかというと、ない」と回答した
児童生徒は、小学校で２１％程度、中学校で３３％程度いる。
・自分から進んで勉強しようとする気持ちが「ある」と「ない」とのペーパーテストの平均正
答率の差は、小学校が１０％程度、中学校が１８％程度で、中学校の方が相関関係が顕著に
なっている。中学校の教科では、特に数学、理科、英語において「ある」と「ない」との平
均正答率の差が大きくなっている。
○発達の段階に応じて、主体的に学習に向かう意欲を高めていく指導の改善が、学力の向上に
つながるといえる。

問１７ 学校の授業がどの程度分かりますか。

小学校 （５年生） 中学校 （２年生）

回答数の割合 ４教科の平均正答率 回答数の割合 ５教科の平均正答率

①よく分かる ３８．２％ ７５．７％ ２２．３％ ７８．１％

②だいたい分かる ５２．９％ ６７．２％ ５８．９％ ６８．７％

③分からないことが多い ７．４％ ５５．０％ １５．６％ ５２．９％

④ほとんど分からない １．４％ ４５．４％ ３．１％ ４６．４％

【分析】
◇「学校の授業がよく分かる」と答える児童生徒ほど、ペーパーテストの正答率が高い傾向にあ
る。
・平成２０年度の調査と比較すると、「よく分かる」を選択した児童生徒の割合は増えている一
方で、「ほとんど分からない」を選択している児童生徒の割合も増え、小学校で全体の１．４
％、中学校で３．１％となっている。

・「ほとんど分からない」を選択した児童生徒のペーパーテストの平均正答率は、小学校で４５．４
％、中学校で４６．４％となっている。学力が十分に身に付いていない児童生徒は、自分自
身で「ほとんど分からない」と感じているといえる。

○「分からないことが多い」「ほとんど分からない」という児童生徒に対してのきめ細かな指導・
援助が必要である。

学習に対する意識と学力との相関
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問16の調査結果から、小学校で21％程度、中学校で33％程度の児童生徒は主体的に勉強し

ようとする気持ちがもてず、その多くは十分な学力が身に付いていない状況にあると考えら

れます。問17では、本調査が４月に実施されたことを考えると、学年当初から「授業が分か

らない」と不安をもっている児童生徒が小学校で10％、中学校で20％近くいることを示して

います。

自校や自学級において、主体的に学習に向かうことができない子は誰なのか、授業が分か

らないと不安を抱いている子は誰なのかを捉えるとともに、そういう意識になる要因を探る

ことが必要です。そして、その子の内面を共感的に理解しながら、学力・学習状況に応じた

指導の充実を図ることによって、自分から進んで勉強しようとする気持ちが高まったり、授

業が分からないという不安が解消されたりし、同時に学力の向上が期待できます。

習熟度別少人数指導の実施に当たって、教師はこれまで以上に児童生徒一人一人の気持ち

に寄り添うことを大切にしなければならないといえます。

先生が『みんな分かりましたか？』と聞きました。みんなは『はい』と大き

な声で答えました。わたしは、よく分からなかったけれど、小さな声で『は

い』と言いました。

わたし一人『分からないです。』とは言えないし…。

（小学校４年生）

数学のテストはいつも１０点ぐらいでした。

高校受検を前にして『もうどうにでもなれ』とあきらめていたぼくに、先生

は小学校の算数の教科書をもってきて、付きっきりで教えてくださいました。

やっと、分数の計算ができるようになりました。とてもうれしかったです。こ

れまで、もっともっとまじめに授業に参加していればと後悔しました。

中学校生活も残りあと少しだけれど、悔いが残らないように

全力で頑張ろうと思います。（中学校３年生）

児童生徒の気持ちに寄り添って

岐阜県における児童生徒の学習状況調査

（平成２２年４月実施）

「調査結果の分析と指導方法の改善

（平成２２年８月岐阜県教育委員会）」

意識調査とペーパーテストの結果との

相関分析

１１１～１３６ページ

県の調査結果の分析と指導の方向を参考にして
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習熟度別少人数指導の効果は、学校・学級

の規模や児童生徒の学力・学習状況によって

異なります。当然、教科の特質や授業のねら

い、内容によっても異なります。

確かな学力を身に付けさせるために、一斉

指導の中で個別指導を充実させた方がいいの

か、複数の教員で協力的な指導を行った方が

いいのか、習熟度別のグループに分けて指導

した方がいいのか、その見極めを各学校で行

うことになります。もちろん教員数（専門教

科）とのかかわりから、願い通りに少人数指

導ができない場合がありますが、学校の諸条

件を最大限生かして、児童生徒にとって最善

の学習指導や環境を構想していくことが重要

です。習熟度別少人数指導を実施しない学校

においても、一人一人の学力・学習状況には

差があるので、個に応じた指導をどのような

場で充実させていくのかを明確にする必要が

あります。

また、習熟度別少人数指導と放課後などを

活用した補充的な学習、家庭と連携した家庭

学習の指導も関連させていくことが大切で

す。その際、児童生徒の生活状況全体を考慮

し、過度な負担にならないように留意する必

要があります。

習熟度別少人数指導の実施に当たっては、

学習指導の全体構想を見直し、各指導のねら

いや役割を明確にするとともに、それぞれの

指導内容の関連を図り、指導の効果を一層高

めていくことができるようにしたいもので

す。言い換えると、学校における学習指導の

全体の構想を工夫改善することなく、単に習

熟度別少人数指導を実施したとしても、その

効果は低いものになってしまうということです。

全ての子どもに確かな学力を

身に付けさせていくために

【
担
任
（
教
科
担
任
）
で
】

【
複
数
の
教
員
で
】

個別指導

グループ別指導

一斉指導

協力的な指導

少人数指導

習熟度別

興味・関心別、課題別

等質分割

放課後などの時間を

有効に活用して
補充的な学習

家庭と連携して

家庭学習

３ 学習指導の全体構想の工夫改善

〈学習指導全体構想の工夫改善〉

＊指導方法を工夫し、一斉指導と少人数指導、

補充的な学習や家庭学習等の指導との関連を

図り、指導の効果が一層高まるようにする。

【ポイント】

〈習熟度別指導の効果をあげるには…〉

・学習指導の全体構想を見直す。

・学校の諸条件を踏まえて最善の学習

指導や環境をつくる。

・補充的な学習や家庭学習との関連を

図る。

・児童生徒の生活状況を考慮する。

児童生徒の学力・学習状況や指導のねら

い・学習内容に応じて、学力を身に付けさ

せていく上で一番効果的な指導方法を選択

する。

個の学力・学習状況に応じた

きめ細かな指導の充実

発展的な学習
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Ⅱ 習熟度別少人数指導の進め方

全ての児童生徒に、基礎的・基本的な知 わりはありません。ですから、復習を位置

識・技能を確実に身に付けさせるために 付ける場合は、復習すべき内容の焦点化を

は、学習過程や指導方法を工夫することが 図り、ねらいを実現していく学習過程を仕

必要になります。基礎学力定着支援事業（平 組んでいくことが大切です。

成２２～２３年度）の指導改善実践校の中に また、児童生徒の学力・学習状況に応じ

は、課題設定や全体追究の時間を短くし、 て、下の例のように多様な指導方法が考え

練習問題に取り組む終末の時間を十分に確 られます。系統性の強い学習内容の場合は、

保するように学習過程を改善した実践や、 習熟の程度に差が生まれやすいので、習熟

習熟度別少人数指導を位置付ける等、指導 度別の指導が効果的だと考えられます。学

方法を工夫した実践による成果が見られま 習内容によっては、一斉指導と習熟度別少

す。 人数指導とを組み合わせた方が効果的な場

また、一斉指導ではねらいの実現状況が 合があります。習熟度別少人数指導の位置

「おおむね満足できる」状況になることが 付け方を工夫する際には、一斉指導ではね

難しい児童生徒にとって、習熟度別少人数 らいを実現することが難しい状況にある子

指導は、特に有効な指導方法といえます。 にとって効果的な位置付けになっているか

例えば、既習内容と関連させて課題や考 どうかを判断基準としていきたいもので

えづくりをする際、既習内容が身に付いて す。

いない児童生徒には復習が必要になりま

す。どの程度復習すればよいかは個によっ

て違いがあり、習熟度別の少人数の集団で

あれば、個に応じた指導がしやすくなりま

す。分からないままに他の児童生徒と同じ

歩みをさせるのではなく、ねらいの実現に

向かって確実に歩ませていく指導を行うこ

とが可能になるからです。

留意したいことは、一斉指導であっても

習熟度別少人数指導であっても学習のねら

いは同じで、学習指導要領に示された教科

の内容を確実に身に付けさせることには変

１ 習熟度別少人数指導の

効果的な位置付け

【ポイント】〈習熟度別の指導の位置付け方は…〉

・学習内容の系統性、学力の状況を踏まえる。

→「○○さんにとって効果的か」と考え判断する。

【単元における習熟度別少人数指導の位置付けの例】

指 導 方 法

１ （単元を通して）
習熟度別少人数指導

２ 一斉指導（TT）→習熟度別少人数指導

３ 習熟度別少人数指導→一斉指導（TT）

４ 一斉（TT）→ 習熟度別→一斉（TT）

５ 習熟度別→一斉（TT）→習熟度別

〈参照〉

「確かな学力」の向上を目指して

（平成１７年３月岐阜県教育委員会）」 ◆９ページ

⑨指導形態や学習集団を決定する観点はどのように

すればよいですか？
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習熟度別少人数指導において、個に応じた

指導を適切に行うためには、個の学力・学習

状況の的確な把握が極めて大切です。

個の学力・学習状況を把握する方法は、多

様にあります。例えば、基礎学力定着支援事

業（平成２２～２３年度）の指導改善実践校に

おいては、次のような方法を活用して個の学

力・学習状況の把握に努めています。

・日常の授業における観察を大切にし、学力・

学習状況を捉える観点を明記した個人カード

に学習の様子や指導内容を継続的に記録する。

・単元の初めにレディネステストを行い、個の

課題を把握する。

・単元末、学期末のペーパーテストから個の理

解の状況を把握する。

・全国や県の学習状況調査の結果を踏まえると

ともに、過去の学習状況調査の問題を活用し

て学力・学習状況の変容を見届ける。

このような「観察」や「ペーパーテスト」、

児童生徒の「ノート・作品」、「自己評価（学

習の振り返り）」といった多様な方法を用い

ることによって、個の学力・学習状況をより

確かに把握することができます。特定の方法

だけでは、「理解できていない」という状況

は把握できても、「何がどの程度理解できて

いないのか」「理解できていない要因は何か」

まで的確に把握することはできません。

また、学力・学習状況の把握を継続して行

うことが重要です。教師の負担が大きいと長

続きしないので、効率よく取り組むことがで

きるように学校や学年としての年間計画を立

てて行うことが必要です。

２ 個の学力・学習状況の的確な把握

【ノート・作品】

・記述内容等から、

学習内容に関わる

知識・技能の定着

状況や、見方や考

え方の変容を把握

する。

【観察】

・授業における発言や態度を観察し，その

内容や状況を記録し、学習内容の定着状

況を継続的に把握する。

・顕著な様子を記述し、個の学習に対する

よさや課題を把握する。

【自己評価】

・自分の学習状況

についての自覚

の深さ、学習に

対する成就感や

充実感を把握す

る。

【ペーパーテスト】【意識調査】

・レディネステスト：新しい単元に入る前に、

児童生徒の既習内容の定着状況や単元の学習

内容にかかわる興味・関心、見方や考え方、

知識・技能などを把握する。

・単元末、学期末テスト：単元や学期の学習内

容の定着状況を把握する。

・意識調査：学習に取り組む姿勢、学習に対す

る成就感や充実感を把握する。

【ポイント】〈的確に把握するには…〉

・多様な評価方法を活用する。

・無理のない計画を立てて、継続する。

・教師間の交流や研修を通して、学力・

学習状況をとらえる力量を付ける。

多様な方法を活用して

個の学力・学習状況の把握

○多様な方法を活用して、継続的に学力・

学習状況の把握ができるように年間の計

画を立てる。

○教師が把握した児童生徒の学力・学習状

況について互いに交流する場を設ける。

○研修を行い、児童生徒の学力・学習状況

をとらえる教師の力量を高める。

学校全体の取組

教師の負担感を軽減し、

作業の効率化を図り、

続けることが大切です。
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コースは、全ての児童生徒のねらいの実現

状況が「おおむね満足できる」状況になるこ

とを目指して設定します。

例えば、新しい内容を学習するために必要

となる既習の内容を丁寧に復習して学び進め

ていくコースと、新しく学習した内容を繰り

返し確かめたり活用の場面を考えたりするコ

ースを設定することが考えられます。特に、

基礎的・基本的な知識・技能の定着が不十分

な児童生徒が、既習の内容に関わるつまずき

を克服し、学習を積み重ねていくことができ

るようなコースが必要になります。

基礎的・基本的な知識・技能の定着が不十

分な児童生徒は、県全体では児童生徒数の約

10％程度いると考えられますが、その実態は

学校や単元の学習内容によって異なります。

そこで、編成されるグループの人数も学校や

単元によって異なってきます。習熟の程度に

応じていても、同じ人数になるように分割し

たり、児童生徒数の10％分を機械的に別グル

ープに編成したりすることは、習熟度別少人

数指導が目指していることから考えると適切

であるとはいえません。

具体的には、次のような手順で、グループ編成を行うことが大切です。

＜グループ編成の手順（留意点）＞

①既習単元の授業における観察と単元の初めに行ったレディネステスト等の結果から、学習内容に

かかわる基礎的・基本的な知識・技能の定着が不十分で、復習をして既習の内容に関わるつまず

きを克服したり、具体物等を使ってじっくりと学んだりすることが必要な児童生徒を把握します。

②児童生徒と面談し、児童生徒自身に自分の学力・学習状況を見つめさせます。そして、単元の学

習に対するめあてをもたせ、納得してコース別学習に向かうことができるようにします。

＊コースの決定に当たっては、教師が責任をもって行います。児童生徒の思いと教師の判断とが

異なる場合には、よく相談をして児童生徒にとって最適なコースで学習できるようにすること

が大切です。コース別に分かれることによる児童生徒の不安や迷いを受け止め、学習中や学習

終了時に児童生徒の思いを聞き取ります。「このコースで学習してよく分かった。よかった。」

と児童生徒が充実感・成就感を味わっているかを見届けていきます。

③これからの学習計画を家庭に知らせたり、コースの決定に当たって配慮を要する児童生徒の家庭

へ個別に連絡をしたりして、保護者が不安をもつことがないようにします。

３ コースの設定とグループ編成 【ポイント】〈グループ編成は…〉

・機械的な分け方は、適切でない。

・既習の内容にかかわるつまずきを克服で

きるコースを考える。

・児童生徒、保護者の納得を得る。

・教師が責任をもって行う。

〔例〕〈習熟の程度とグループ編成の在り方〉
◆２つのグループに編成する場合
＜集団の成員＞

（低い・遅い） （高い・早い）
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ
Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｑ、Ｒ
Ｓ、Ｔ、Ｕ、Ｖ、Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｚ、α

①単元Ａ〔単元前のレディネステストの結果、既習の
内容につまずいている子が１２名（Ａ、Ｂ…）いた。〕
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ
Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｑ、Ｒ
Ｓ、Ｔ、Ｕ、Ｖ Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｚ、α
「復習重視」 「繰り返し・活用重視」

②単元Ｂ〔単元前のレディネステストの結果、既習の
内容につまずいている子が３名（Ａ、Ｊ、Ｓ）いた。〕
Ａ Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ
Ｊ Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｑ、Ｒ
Ｓ Ｔ、Ｕ、Ｖ、Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｚ、α

「復習重視」 「繰り返し・活用重視」

③単元Ｃ〔単元前のレディネステストの結果、どの子
も既習の内容を身に付けていた。〕
（ア） 一つの学習集団をＴＴで指導する。
（イ） 均等に人数を分けて指導する。
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ
Ｊ、 Ｌ、 Ｎ、 Ｐ、 Ｒ

Ｋ、 Ｍ、 Ｏ、 Ｑ、
Ｓ、Ｔ、Ｕ、Ｖ、Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｚ、α

＊上記（イ）は、習熟の程度に応じたグループ編成で
はないので、習熟度別少人数指導とはいいません。

習熟度
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本県の習熟度別少人数指導の実施率

は、右の表が示すように小中学校ともに

全国平均より高くなっています。教材に

ついては「全ての学習集団で同一の教材」

を用いている割合が23.5％で全国平均よ

りやや高くなっています。同一の教材で

あってもその扱い方を工夫して、習熟の

程度に応じた指導が行われていると思わ

れますが、各学習集団や個々の児童生徒

の個人差に合わせた教材の活用が望まし

いと考えます。

いうまでもなく、コース別学習を充実

させるために教材の果たす役割は大き

く、児童生徒が自分の学力に応じてスモ

ールステップで確実に学んでいくことが

できるよう教材や教具、学習環境の一層

の工夫が大切になります。例えば、既習

の内容を確かめることができる教材や、

身に付けた知識や技能の習熟を図ること

ができる難易度別の学習プリントを活用

することが考えられます。系統性や学習

の連続性が明確な算数・数学等において

は、他学年の教科書をすぐに見ることが

できるようにしておきたいものです。

また、コース別で学習していると、他

のコースの学習の様子が気になるもので

す。各コースで活用した学習プリントを

コースに関わらず自由に得ることができ

るコーナーがあると、児童生徒や保護者

が安心します。家庭学習等で主体的に活

用することもできます。一人一人に主体

的な学習を促していく教材や教具、学習

環境の工夫も考えたいものです。

平成２１年度全国学力・学習状況調査
小学校[学校質問紙]回答結果から

◆習熟度別少人数指導の実施状況
[小学校 第６学年：算数の授業において]

岐阜県 全 国

実施している ６４．６％ ５４．３％

[中学校 第２学年：数学の授業において]

岐阜県 全 国

実施している ５６．４％ ４４．１％

◆習熟度別少人数指導における教材について
[小学校６年算数]

①全ての学習集団で同一の教材
②各学習集団の習熟度に合わせて既存の教材を組
み合わせたもの
③各学習集団の習熟度に合わせて独自に作成した
教材
④個々の児童の個人差に合わせて作成した教材

④4.0% ④4.4%
岐阜県 全国平均

③16.2% ①20.6%

②52.5% ②58.8%

・問題場面を想起しやすい具体物や絵図の提示

・問題の数値や条件を易しくした問題提示

・他学年の教科書を必要に応じて活用できる学習環境

・練習問題の難易度が分かり、力に応じて問題を選択

できる学習プリント

③20.0%
①23.5%

【ポイント】

〈各コースの学習を充実させるには…〉

・スモールステップで学ぶことができる教材

・既習内容を確かめることができる環境

４ コースに応じた教材の工夫

算数・数学における教材等の工夫例

〈参照〉
「確かな学力」の向上を目指して
（平成１７年３月岐阜県教育委員会）
◆５ページ
「⑤教材・教具の開発はどのように
すればよいですか。」
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習熟別少人数指導は、個の学力・学習状 コース別の学習によって、評価に不公平

況を把握し、個に応じたきめ細かな指導を が生まれるのではないかといった不安や評

行い、個に確かな学力を身に付けさせてい 価結果についての疑問が出てくることが予

く指導であり、学校や教師には個への説明 想されます。各学校においては、以下の点

責任だけでなく、指導の結果責任が問われ に留意して、組織的・計画的な取組を推進

ます。そこで、重要になるのが学習評価で し、学習評価の妥当性、信頼性を高めるよ

す。 う努めることが大切です。

１ 目標に準拠した評価・観点別学習状況の評価を行います。

・習熟度別少人数指導は、すべての子が単元の目標の実現を目指して位置付けるものですから、

どのコースにおいても、単元の目標の実現状況を評価していきます。そのため、評価規準はど

のコースにおいても同じになります。

２ 学習の成果だけでなく過程も重視し、一人一人のもつよい点や可能性、進歩の状

況などを積極的に評価します。

・習熟度別少人数指導は、一斉指導よりも人数が少ないため、一人一人に寄り添うことができ

ます。小さな進歩や成長を見逃さず、その子のよさをとらえ積極的に価値付けることが大切で

す。また、学級の中で互いのコースの様子を交流する場を設定するなど、自己評価や相互評価

を工夫することによって学習意欲の向上を図ることが大切です。

３ コースの担当教師同士が連携を図って、評価の妥当性を高めるようにします。

・習熟度別少人数指導では、担任（教科担任）以外の教師も指導に当たります。互いにどの学

習活動において、どういう観点から評価していくのか共通理解を図ることが不可欠です。そし

て、評価結果についは、根拠となる児童生徒の姿を示すなどして吟味していくことが大切です。

また、日常的に担当者同士で児童生徒の姿を交流することによって、児童生徒の学力や学習状

況を多面的にとらえ指導に生かすことができるようにしたいものです。

４ 保護者に丁寧に説明を行い、評価への信頼性を高めるようにします。

・習熟度別少人数指導とその評価について、保護者に丁寧な情報提供を行うようにします。保

護者が評価結果はもとより、評価の趣旨や方法について理解したり、我が子のコース別の学習

状況を把握したりすることによって、習熟度別少人数指導に対する不安感が解消されることに

なります。また、評価を生かして家庭学習の充実を図り、学校と家庭が連携して児童生徒の学

力の向上に努めることができるようにしたいものです。

５ 学習評価の在り方
【ポイント】〈学習評価を進めるに当たって…〉

・「妥当性」教師相互の共通理解を図る。

・「信頼性」児童生徒・保護者への説明責任を果たす。
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児童生徒の学習状況を総括的に捉える評 〈参考資料〉

定についても目標に準拠して行うので、コ ◆「個に応じた指導に関する指導資料」

ースを理由として差が生まれないことを、 －発展的な学習や補充的な学習の推進－

児童生徒や保護者に丁寧に説明する必要が （平成１４年文部科学省）＊中学校数学編１５ページ

あります。例えば、「主として復習を重視

するコースで学ぶ児童生徒に高い評定（小

学校における「３」や中学校における「５」）

を付けないということではない」といった

点に留意することが大切です。

（右資料参照）

評価を指導に生かす取組については、「学

力向上フロンティア事業」の成果を基にま

とめた「『確かな学力』の向上を目指して

（平成17年岐阜県教育委員会）」が参考になり

ます。

なお、生徒の学習状況の評価については、
発展的な学習を行ったかどうかにかかわら

ず、学習指導要領に示す目標に照らして、そ

の実現状況を評価する「目標に準拠した評価」
によって行うものである。したがって、発展

的な学習に取り組まなければ高い評定（小学

校における「３」や中学校における「５」）
などをつけないということではないことに留

意する必要がある。

また、補充的な学習については、生徒の理
解や習熟の程度等に応じ、学習指導要領に示

す基礎的・基本的な内容の確実な定着を図る

ことをねらいとして行われるものであること
から「努力を要すると判断」される生徒につ

いては、まず、これを「おおむね満足できる

と判断」される状況が実現されるよう、指導
の工夫改善に努めることが大切である。補充

的な学習評価についても、発展的な学習と同

様に、学習の指導の過程における評価を重視
し、生徒のよい点や可能性、進歩の状況など

の評価（個人内評価）の結果を、適宜、生徒

に伝えることにより、その後の学習に意欲的

に取り組ませたり、指導要録の「総合所見及
び指導上参考となる諸事項」の欄に記入し、

後の指導に生かすことが考えられる。

各学校においては、個に応じた指導の充実
のため、指導と評価の一体化を進め、指導に

生かす評価が可能となるような指導計画を立

てて授業を実施していくことが大切である。
（小学校編は「生徒」が「子ども」）

〈参照〉

「確かな学力」の向上を目指して

（平成１７年３月岐阜県教育委員会）」

◆１７～２１ページ

⑰指導に生かす机列表の作成はどのよう

にすればよいですか？

⑱指導に生かすことができる補助簿の作

成はどのようにすればよいですか？

⑲単元の前や単元中の評価を指導に生か

すにはどのようにすればよいですか？

⑳授業前や授業中の評価を指導に生かす

にはどのようにすればよいですか？

自己評価や相互評価を指導に生かすに

はどのようにすればよいですか？

21
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Ⅲ 習熟度別少人数指導の基盤となる取組

教師は、コース別のグループを編成する際

に、児童生徒と面談をする場をもつようにし

ます。（11ページ参照）その際、学習状況だけ 授業のねらいの実現が難しいことが多い

でなく日常の学習に対する不安や悩みなどに 児童生徒の中には、一斉授業では様々な要

ついても聞き取り、理解することが大切です。 因から授業の中に自分の居場所が見つから

平成16年度の厚生労働省の調査によると、 ず学習上の不適応を起こしていた子がいる

「不安や悩みがある」児童生徒の割合は全体 と考えられます。

の67.4％で、その内「自分の勉強や進路につ 一人一人に寄り添うことができる習熟度

いて」の不安や悩みを抱える児童生徒は50.0 別少人数指導においては、生徒指導の機能

％と最も高くなっています。（厚生労働省「平 を一層強化して、一人一人が生き生きと学

成16年度全国家庭児童調査結果の概要」参照）学 習に取り組み、授業の中に居場所ができる

級の中には、家庭での学習環境が整っていな ような指導が重要です。

い児童生徒や日本語の理解が不十分な児童生

徒がいる場合があります。「何のために学習

するのか」将来に対する希望が見い出せない

児童生徒もいます。その子たちの不安や悩み

をよく聞き、指導に当たることが大切になり

ます。

また、自分に合ったコースで学ぶことによ

って、分からないことが分かるようになり、

これまで抱いていた劣等感や無力感を克服し

ていくことができるようにする必要がありま

す。教師は、児童生徒の分からないことを分

かろうと努力する姿を積極的に価値付け、自

分や仲間のよさに共感し合う温かい人間関係

を築いていくことが何よりも重要です。そし

て、他の人の立場に立ってその人の考えや気

持ちなどが分かるような想像力や共感的に理

解する力を高めていきたいものです。

１ 一人一人に寄り添う学習相談

【ポイント】〈安心して学べるように…〉

・学習上の不安や悩みについての理解

・互いのよさに共感し合う温かい人間

関係づくり

生徒指導の機能の強化

〈参考資料〉

「生徒指導提要（平成２２年３月）文部科学省」

７ページ（一部抜粋）

第２節 教育課程における生徒指導の位置付け

３ 学習上の不適応と生徒指導

したがって、このような学習上の不適応から児

童生徒を救うためには、「わかる授業」の推進や児

童生徒の関心意欲を引き出し主体的に学べるよう

指導上の工夫をするなど教育課程実施上の改善措

置を図ることが不可欠です。しかし、それだけで

は決して十分とは言えません。なぜなら、いくら

指導体制や指導方法の改善を図ったとしても、い

ろいろと異なる能力や適性、環境条件などを持っ

た児童生徒を対象としていることから、学習上の

不適応につながる他の要因や不適応現象そのもの

は依然として残る場合があるからです。

そこで、児童生徒一人一人の持つ様々な学習上

の悩みや問題の相談に温かく応じ、その能力や適

性、さらには家庭の状況などについての理解に努

めることが重要です。そして、現在の学習上の不

適応原因をつぶさに分析し、一人一人の事情に即

した指導方針を打ち出して、適切な指導を行うこ

とが求められます。このことこそ、生徒指導の重

要な機能の一つです。

自分の大切さと共に

他の人の大切さを認め合う学級経営

学習指導の基盤
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習熟度別少人数指導は、限られた教員数

の中で、これまでの学習が十分に身に付い また、習熟度別少人数指導は、担任（教

ていないと新しい内容の学習が困難になり 科担任）以外の教師も指導することになり

やすい系統性の強い教科において実施する ます。児童生徒にとっては、２学級を３グ

ことが有効と考えられます。教科としては、 ループに分けた場合など、他学級の子と一

算数・数学、英語などがあげられます。 緒に学習することになります。そこで、教

ここで大切なことは、習熟度別少人数指 師間の連携が重要になります。教師の打合

導を実施しない教科においても、個に応じ せ時間の確保が難しいという声を聞くこと

たきめ細かな指導の充実を図ることは、重 があります。しかし、習熟度別少人数指導

要な課題であるということです。どの子に に限らず、今日の学校においては、複数の

も基礎的・基本的な知識・技能の確実な定 教師が連携して指導に当たることの重要性

着を図るという課題は、全教科に関わるも が増しています。学校のシステムを工夫し

のです。 て、効率よく打合せができるようにしたい

そこで、習熟度別少人数指導についての ものです。教師が共通理解を図って学校・

研修は、実施する教科、学年のみで行えば 学年が一体となって組織的に指導をするこ

よいということではなく、全職員で行い、 とができるかどうかは、今日の学校におい

それぞれの指導に生かしていくことが大切 てたいへん重要な課題であるといえます。

になります。

２ 校内研修の充実 【ポイント】

〈教師の力量を高めるために…〉

・全職員による研修

・教師間の連携強化

〈参考資料〉基礎学力定着支援事業（平成２２～２３年度）指導改善実践校の研究構想
〈平成２２年度〉主題研究構想

研究主題 「どの子も自らの変容を実感し、『夢中で学ぶ子』の育成

研究仮説：「授業形態や系統性を踏まえた指導計画」を作成し、苦手意識をもった児童に視点をあてた「個
に応じた指導の手立てを工夫した授業」を行い、「日常的な意欲付け」を継続していけば、基礎
的・基本的な知識・技能が身に付き、学ぶことの楽しさを体感して「夢中で学ぶ子」が育つ。

【研究内容１】 【研究内容２】 【研究内容３】
指導計画作成上の配慮 単位時間における指導の工夫 授業以外における手立て
〈支援の配慮を位置付けた指導計画〉 〈苦手意識をもった児童に視点をあ 〈「意欲と確かな学び」への手立
①効果的な授業形態の配置の工夫 てた学習活動の工夫〉 て〉
・一斉 ・T.T ・等質少人数 ①一斉指導（特に低学年）における ①朝活動の活用
・習熟度別少人数 学習支援 ・次単元に向けた予備学習
＊少人数指導に対する、児童の意 ・習熟度別活動（苦手意識をもっ ・個別指導への活用
識面での変化を把握する「追跡 た子への指導）の在り方 ・既習内容の定着
的意識調査」の実施 ・支援児にかかわるため、その他 ・自主学習の習慣化

の児童への活動の工夫 ②家庭学習
②指導の系統性を考慮した予備時間 ②習熟度別少人数指導における学習 ・授業とのつながり意識
の位置付け 支援 ・保護者への啓発
・実態把握（レディネス） ・ホップコース：各指導過程での ・苦手意識をもった子への個別
・単元（評価）テスト 支援の仕方や配慮事項 の学習課題
・練習・発展・補充・復習 ・ステップコース：幅広い実態の ③その他

↓ 児童への対応と、ホップコース ○夏休みの個別指導
＊年間指導計画における予備時間 との指導形態や内容面での違い ・基礎・基本の個別指導
の効果的な配置 の明確化 ・個に応じた学習内容

・両コース：本時の学習内容定着 ○検定
のための手立て ・数学検定、漢字検定への挑戦
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児童生徒の学力・学習状況や学習の内容・

方法について保護者に説明し理解を得ること

は、習熟度別少人数指導に限ったことではあ

りませんが、習熟度別少人数指導においては

特に必要になります。それは、習熟の程度に

応じてコース分けすることによって「学力の

差が広がっていくのではないか。」「優越感や

劣等感が生まれるのではないか。」「どうして

我が子が復習を大切にするコースで学んでい

るのか分からない。」といった不安や疑問が

出ることが予想されるからです。

まず、習熟度別少人数指導の実施前にねら

いや進め方について分かりやすく伝えること

が必要です。さらに、実践の様子を授業参観

として公開したり、児童生徒の様子を通信等

で知らせたりすることが大切です。特に、そ

れぞれのコースで「分からないことを分かる

まで一生懸命に努力している児童生徒の姿」

や「児童生徒の学力が伸びている姿」を具体

的に示すことが必要です。保護者が習熟度別

少人数指導について理解を深めるのは、我が

子の学習意欲の向上や学力の伸びを実感した

ときだといえます。

保護者への情報提供の在り方については、

学校全体で伝えることと学年や担任（教科担

任）が伝えることを整理する必要があります。

また、参観日や学級懇談会、個別懇談会の場

を生かして保護者の考えを聞き取ったり、個

別に相談したりすることができるよう、年間

の計画を立てることが大切です。

右に示した年間計画例や別紙「保護者への

説明資料」を参考にして、各学校が説明責任

を果たすよう努める必要があります。保護者

の理解に支えられることで、習熟度別少人数

指導は確かな学力の育成を図る上で、一層効

果的な指導方法になっていくといえます。

〈例〉「保護者の理解を深める取組」年間計画

月 場 内 容 説明者

４ ＰＴＡ総会 ・本校の学力向上を 校長

（説明、協 図る方針 研究主任

５ 力依頼） ・習熟度別少人数指

（学校だよ 導のねらい、実施

り） 方法

学年懇談会 ・学力向上にかかわ 学年主任

（説明、協 る学年の重点 教科担当

力依頼） ・習熟度別少人数指

（学年、教 導の計画と具体的

科通信） な進め方

７ 学級懇談会 ・１学期の習熟度別 学級担任

（学年、学 少人数指導におけ （教科担

級通信） る児童生徒の姿 任）

個別懇談会 ・学期末の学習評価

と児童生徒の学習

の様子

（聞き取り） ・保護者の意識、意

見の把握

９ 授業参観 ・授業の実際 学級担任

（習熟度別 ↓ （教科担

10 少人数指 ・授業を観た感想や 任）

導の授業 児童生徒の様子等 研究主任

11 公開） についての懇談

・保護者ア ・保護者の意識や意 教務主任

ンケート 見の把握

（授業参観

の感想 （学期末は１学期末

12 等） と同様の取組）

１ 自校評価委 ・児童生徒や保護者 校長

員会、学校 のアンケート調査 教務主任

関係者評価 の分析 学年主任

委員会 ・アンケート調査の

（説明、協 分析を生かした自

力依頼） 校評価

２ ＰＴＡ総会 ・学力向上を図る取 校長

自校評価、 組＜習熟度別少人 教務主任

３ 学校関係者 数指導＞の成果と 学年主任

評価の公表 課題

（ＨＰの活 ・次年度の方向

用）

３ 保護者の理解を深める取組
【ポイント】

〈保護者の理解を得るために…〉

・計画的な情報提供、意見収集

・説明内容、役割分担の明確化
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〈参考資料（別冊）〉

【保護者への説明資料〈例〉】

別冊資料は、各学校が「習熟度別少人数指導」の実施・改善に当たって、保護者

会などの場で保護者に対して説明することを想定してまとめた資料です。

各学校においては、これまでの実践における児童生徒の感想や保護者の意見を位

置付けたり、自校の児童生徒の学力・学習状況の分析と指導改善の方向を付け加え

たりして、各学校の実態を踏まえた資料を作成することが大切です。

なお、各学校に別冊資料の電子データを送付しますので、必要に応じて修正して

ご活用ください。

「全国学力・学習状況調査の結果」等各種調査結果の取り扱いについて

本手引書・別冊資料の中では、「全国学力・学習状況調査」における岐阜

県の児童生徒の調査結果などが示されていますが、これらのデータは既に公

表されているものです。

各学校において、公表されていないデータを誤って示してしまったり、個

が特定され不快な思いをする児童生徒が生まれるような情報を示してしまっ

たりすることのないよう、各種調査結果の取り扱いには十分な留意が必要で

す。

留意事項


