
学校・家庭・地域が力を合わせて
子どもたちの未来のために「生きる力」を育みましょう

岐阜県教育委員会

家庭
学校

地域

生きる力
「生きる力」とは、知・徳・体のバランスのとれた力



家庭で育む「生きる力」

◆基本的な生活習慣の確立

◆自立心の育成

◆心身の調和の
とれた発達

・夜１１時以降に寝る…小学６年生：１３．９％
・夜 ０時以降に寝る…中学３年生：２４．９％
・朝食を食べないことがある…小学６年生：８．９％、
中学３年生：１４．６％

早寝早起き
朝ごはん

平成２１年度全国学力・学習状況調査「質問紙調査」から

・自分で計画を立てて勉強をしている
…小学６年生：６２．７％ 、中学３年生：３８．７％

・将来の夢や目標を持っている
…小学６年生：８５．１％、中学３年生：６９．３％

岐阜県の小中学生の実態



地域との連携により育む「生きる力」

◆ボランティアの皆様に支えられて

◆地域の中で

安全パトロール
「子ども１１０番の家」

学習、部活動、学校行事の支援

【放課後子ども教室】
・学び＜予習や復習のサポート＞
・交流＜地域の人や異年齢の子との交流＞
・体験＜スポーツ、文化芸術活動＞
・遊び＜昔の遊びや様々な遊び＞

放課後等における
子どもの居場所づくり

「ふるさと岐阜」への誇りと愛着

・地域の様々な人から学び、かかわりを深める。
・地域の博物館や図書館などを活用する。

地域で守り育てる



「知・徳・体」をバランスよく育てる

学校で育む「生きる力」

＜変化の激しいこれからの社会を生きるために＞

豊かな
人間性

健康・体力

確かな学力

生きる力



「ゆとり」か「詰め込み」かではなく、
知識や技能を身に付けることと、思考力・判断力・
表現力等を育むことの両方を大切にします。

これからの学習や生活に役立つ知識や技
能をしっかりと身に付けさせます。

知識や技能を活用して、自ら考え、判断し、
表現する力を育みます。

進んで学習に取り組む意欲や習慣を育みます。

「確かな学力」の育成
岐阜県教育ビジョン:重点目標１（１） 学校教育の最も大切な役割



はじめに

１ 「子どもの声」から

２ 子どもの学力と授業の工夫・改善

３ 「習熟度別少人数指導」について 〈Ｑ＆Ａ〉

４ 参考資料

一人一人に応じたきめ細かな指導の充実
～「習熟度別少人数指導」の工夫・改善～

「習熟度別少人数指導」を実施します

「確かな学力」を育成するために



習熟の程度に応じたグループをつくり、コース別に学ぶ
「習熟度別少人数指導」について

「岐阜県教育委員会『平成１５年度学力向上フロンティア事業 実践事例集』」から

へ

賛 成

平成１３年度

平成１４年度

平成１５年度

反 対どちらとも
いえない

５２ ％

８ ％

２ ％

４６ ％

６３ ％

２５ ％ ７３ ％

２６ ％

はじめに

〈「習熟度別少人数指導」に対する保護者の意識の変化〉
～５、６年生の算数などで習熟度別少人数指導を
行ってきた岐阜県内の小学校において～

子どもの姿が
変わり、理解
が深まる。

はじめは不安
が大きい。

子どもの変化
から少しずつ
納得。

２ ％



１ 「子どもの声」から

こんなお子様の悩みを聞いたことはありませんか。

分かったふりをする子、できたふりをする子がうまれない授業…

安心して「分からない。」「できない。」と語れる授業をめざします。

分からないことが分かるようになるために、できないことができる

ようになるために、学校の授業があるのです。

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）



中学校卒業〈義務教育９年間の課程の修了〉を前にして

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

全力でがんばろうと思います。（中学校３年生）

お子様が、胸をはって１５歳の春をむかえることができるように、
学校で、家庭で、今できることを考えたいと思います。

子どもたちにとって、かけがえのない小・中学校の９年間。
１時間１時間の授業は、子どもたちの将来の夢や希望につなが

るものでなくてはなりません。将来の夢や希望につながる授業と

は、確かな学力を身に付けさせる授業であると考えます。



２ 子どもの学力と授業の工夫・改善

この問題を解いてみてください

＊平成２１年度全国学力・学習状況調査
（小学校６年生算数）より

問題 ８０－３０÷５

＜小学校：４年生＞

「＋、－と×、÷のまじった式」の学習



・平成２１年度の全国調査では、岐阜県内の６年生の
半数近くの子どもがこの問題を間違えました。

学級の子どもたちを思い浮かべてみると

正しく計算
できなかっ
た子

正解は ８０－３０÷５＝７４



どうして、間違えたのでしょう。

・（ ）がないときは、前から順に計算すると思いこんでいる。
・かけ算やわり算をひとまとまりとみることができない。

８０－（３０÷５）＝
この計算はできますが、（ ）をはぶくと…

学年が進むと計算問題は、
難しくなります。

つまずき

＜６年生＞
「文字を使った式」

ｘ×２－１＝

＜中学２年生＞
「文字を用いた式の四則計算」

２（３ｘ＋ｙ）－５（ｘ－ｙ）＝

８０－３０÷５＝



中学校の学習の積み重ね 例えば、関数の学習では…

＜中学１年生＞ 【比例・反比例】

「ともなって変わる２つの数量の関係を調べる。」

ｙ＝２χ 関係を表、式、グラフに表す学習
文字を使った式を使って値を求める学習

＜中学２、３年生＞【一次関数】 【ｙ＝ａχ２】

ｙ＝２χ＋３、ｙ＝２χ２

＜高等学校 数学Ⅰ＞【二次関数】

ｙ＝－２χ２＋８χ－５

ｙ

ｙ

ｙ

χ

χ

χ

Ｏ

Ｏ

Ｏ



学習内容が十分に定着しない子が増えて
いくことを心配しています。

子どもたちの様子

恥ずかしくて
「分からない」と
は言えない。

５年生のときはでき
たのに、やり方を忘
れてしまった。

どうせ、自分には
できない。小学校
のときから、ずっ
とそうだった。

勉強が難しくなっ
てついていけなく
なった。

小学校の
勉強ができ
ないのは恥
ずかしい。

小学３年生 小学６年生 中学３年生



そこで、学校では

５年生のときはでき
たのに、やり方を
忘れてしまった。

６年生の学習の中で、必要
のある子は５年生までの復
習をできるようにします。

恥ずかしくて
「分からない」
とは言えない。

仲間の中で安心して「分か
らない」といえる学習集団をつ
くります。

どうせ、自分
にはできない。

学習内容が定着するよう手立てを考えます。

具体物を使ったり、ゆっくり
説明したりするなど、スモール
ステップで学ぶことができるよ
うにします。

何度でも挑戦できる場
をつくります。

勉強が難し
くなってつい
ていけなく
なった。

小学３年生 中学３年生小学６年生



子どもの学習状況と
教師の指導の手立て

①一度、授業の内容が分からなくなると、次の学年やその次の学

年になっても分からないままになってしまうことがある。

②学年が上がると、学習内容が難しくなるので、授業が分からな

い子が、さらに増えていく。

つまずいている子のために、前に習ったことを復
習するなどして、定着が不十分な内容をカバーし
ます。

一人一人の分かり方の違いや習熟のペースな
どに応じた指導を行い、子どもたちがつまずくこと
をできる限り減らしていきます。

まとめ



一斉指導

グループ別
指導

【担任(教科担任） 一人で】

具体的には、

協力的な指導
ティーム・ティー
チング

一人一人の学習状況に応じたきめ細かな指導

学級を分ける学級を分けない

少人数指導
等質分割（人数を均等に割る）

興味・関心別、課題別

習熟度別

【複数の教員で】

習熟の程度に応じたグループをつ
くり、コース別に学ぶ

算数・数学、英語において
効果的な指導法

【複数の教員で】

すべての教科で、一人一人に応じ
たきめ細かな指導を行います。



「習熟度別」にすると、
効果があるのはなぜか。

算数・数学

英 語

①一度、学習内容が分からなくなると、そのことが要因

となって、次の学年やその次の学年の学習内容が分

からなくなる傾向にある教科

学年間の学習内容のつながりが強い

②学年が上がると、学習内容が難しくなるので、

授業が分からない子が増える傾向にある教科

～教員の力を効果的に生かします～

苦手な子どもが増える傾向にある



一人一人のつまずきを見極めて、
復習や繰り返しの学習など、その
子に応じた指導ができます。

まわりの子も私と同じとこ
ろが分からないことが多いの
で、恥ずかしがらず、先生に
安心して質問することができ
ます。

先生が、ゆっくり繰り返して
説明してくださるので、授業が
よく分かります。自分に自信が
もてるようになりました。

どのコースであってもテスト
は同じですが、その結果を見届
け、間違ったところを一人一人
分かるまで教えることができま
す。

こんなことが期待できます

学習によって、コースを変
えることができるので、自分に
一番合ったコースで学習できま
す。

教師の声

習熟の程度が同じ子が集まっ
ているので、具体物を示して説
明したり、前の学年の教科書で
確かめたり、子どもに応じた教
材を効果的に使用できます。

子どもの声



Ｑ１．どのようなコースに分かれて学習するのですか。

３ 「習熟度別少人数指導」について 〈Q＆Ａ〉

習熟度別少人数指導を行う理由は、全ての子に確かな学力
を身に付けさせることですから、子どもたちが既に学習した
内容に関わってつまずいていることや新しい学習のなかでつ
まずく可能性のある内容を考慮して、コースを設定します。

コース①
〈主に復習を大切にして〉
丁寧に復習したり、具
体物を使ってじっくりと
追究したりして、新しい
内容を身に付けます。

コース②
〈主に繰り返しや活用を大切にして〉

理解した内容を繰り返し
確かめたり、活用したりし
て、新しい内容を身に付け
ます。

＜例えば、次のようなコース分けが考えられます。＞



（例）４０人の学級が、２コースに分かれる場合

編成されるグループの人数は、単元の学習内容や子どもたちの実態に
応じて変わります。
例えば、次のような分け方が考えられます。

①「単元Ａ」の学習（＊単元前の調査等→既習の内容のつまずきが大きい子が１５名）

②「単元Ｂ」の学習（＊単元前の調査等→既習の内容のつまずきが大きい子５名）

③「単元Ｃ」の学習（＊単元前の調査等→どの子も既習の内容をおおむね身に付けていた。

〈主に復習を大切
にして〉
（１５名）

〈主に繰り返
しや活用を
大切にして〉
（２５名）

グループ分けをしないで、２人の教
師が協力して指導に当たり、その中で
一人一人に応じた指導を充実する。

〈主に復習を大切
にして〉
（５名）

〈主に繰り返
しや活用を
大切にして〉
（３５名）



Ｑ２．どちらのコースで学習するかは、どのように
決めるのですか。

「どうして我が子は○○コースなのか。子どもに聞いてみたけれど…。」

疑問や不安があるときは、遠慮なくご相談ください。

グループの編成は、これから行う学習内容に関わる一人一人の学力・学

習状況を見極めて決定します。

その際、次のようなことを大切にします。

◆これまでの学習の様子を踏まえ、単元のはじめに学習する内容に関わ

る調査を行うなどして、子どもの学力・学習状況をより的確に把握して判

断します。

◆子どもと相談をして子どもの意見も考慮しつつ、子ども自身が自分の学

力・学習状況を見つめ、納得してコース別学習に入ることができるように

します。

◆グループ編成に関わって保護者の方々が不安をもつことがないように

積極的に情報提供や個別相談を行います。



Ｑ３．コースは１年間同じですか。

習熟度別少人数指導は、これまでの実践から効果が高いといわれている

算数・数学、英語において実施します。

単元（学習のまとまり）、授業に応じてグループを編成し直します。

よって、同じコースで学ぶ子もいれば、変わる子もいます。

単元に関わる学力を踏まえるとともに、それぞれのコースで学んできた様子

も考慮して、その子にとって一番適した環境のもとで学習できるようにします。

算数（小学校）、数学、英語（中学校）の学習のなかで、これまでの学習が十

分に身に付いていないと、新しい学習が困難になりやすい単元において実施

します。

学習内容を踏まえて、年間の計画を立てていますが、子どもの学習状況を

踏まえて弾力的にコース分けを行っていきます。



Ｑ４．「主に復習を大切にして学ぶ」のコースと「主に繰り返し
や活用を大切にして学ぶ」コースでは、どのような学習のち
がいがあるのですか。

中学校１年 数学
「正の数、負の数」

小６算数「分数のかけ算」の復習

学
習
状
況
に
適
し
た

教
材
を
準
備
し
ま
す

小５算数「分数と整数のかけ算」の復習

小４算数「分数のしくみ」の復習

◆さまざまな練習問題に挑戦

分数の計算がで
きるか確かめて

正の数、負の数のかけ算の規則を理解し、その計算ができる。

確実にできるまで繰り返して

〈学習のねらい〉

「主に復習を大切にして学ぶ」コースでは、新しい内容を学習するために必要となる内容の復習を丁寧に行
います。 「主に繰り返しや活用を大切にして学ぶ」コースでは、新しく学習した内容を確かめるために繰り返し練
習を行ったり、生活などへの活用について考えたりします。

例えば、

他の場面で考えて



Ｑ５．「主に復習を大切にして学ぶ」コースで学んでいると、
さらに学習が遅れていく心配はありませんか。

Ｑ６．評価やテストは、コースによって違うのですか。

「主に復習を大切にして学ぶ」コースも「主に繰り返しや活用を大切にして学

ぶ」コースも、授業のねらいは同じです。これまで以上に、授業のねらいを実

現していくことができるようにするためにコース分けをするので、自分に適した

コースで学べば確実に力が付きます。

子どもの学習状況をとらえる評価の規準は同じです。期末テストなどの内

容も同じです。自分に合ったコースで学習したので「テストが今までよりでき

た。」と両方のコースの子どもたちが言えるように指導していきます。

もちろん、コース学習の中で一人一人の伸びをとらえて積極的に認めてい

きますが、コースを理由として、評価に差が生まれることはありません。



Ｑ７．習熟度別のコースに分けることによって、子ども

たちのなかに、優越感や劣等感を生み出すことはあ

りませんか。

「自分の大切さと共に他の人の大切さを認め合う」学級づくり

☆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くことができるようにします。

「一人一人に寄り添う」教育相談の充実

☆子どもたちや保護者の方々の「学習や進路などについての不安や悩み」に

ついて、「いつでも」「誰でも」相談できるようにします。

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を目指しています。課

題を乗り越えていく過程を大切にし、充実感や成就感を味わい、自分に自信を

もつことができるように指導・援助していきます。そして、一生懸命に努力する

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を何よりも大

切にしていきます。



＜岐阜県内Ａ小学校における実践＞
～文部科学省指定事業（平成14～16年度） 学力向上フロンティアスクール～

〈３～６学年：算数〉

・個々の実態に開きがあり、一斉で授業を行うことが困難な場合に習熟度別少人数指

導を行った。

・計算や理解の速さに応じて、大きく３つのタイプに分けて集団を編成した。

【成果】

〈アンケート意識調査の結果〉

・子どものアンケート調査では、約８割の子どもが「少人数の学習で、その学習が得意

になる」と答えた。「『どんどんコース』だといろいろなやり方があっておもしろい。」

「『じっくりコース』だと、みんなと同じやり方ででき安心できる。」という意見があった。

・保護者のアンケート調査では、算数の少人数指導は１００％に近い保護者が「子ども

に力が付く。」と答えている。「授業では、子どもが質問をしやすい。」「分からないで

いる と、先生が見つけて声をかけてくれる。」「宿題に自分から取り組むようになっ

た。」という感想が記述された。

４ 参考資料



「平成20年度全国学力・学習状況調査追加分析について」から

（平成２０年１２月 文部科学省）

・習熟度別少人数指導を多くの時間で行っている学校の方が学力の定着

が十分な層が多く、学力定着が不十分な層が少ない関係が見られた。

習熟度別少人数指導を短期間だけ行った学校よりも、年間を通して行っ

た学校の方が、学力の定着が不十分な層を減らし、学力の定着が十分な

層を増やしていった。

・習熟度別少人数指導を多くの時間で行った学校の児童生徒の方が、算

数・数学に対して、好き・大切・よく分かると肯定的な回答をしている。

習熟度別少人数指導について



家庭

学校

地域

子どもの学力の向上を図るためには、

家庭、地域と学校との相互理解が不可欠です。

子どものために力を合わせて


