
習熟度別指導実践事例集
～少人数指導の効果を高めるために～

国際化や情報化等の進展に伴って社会が大きく変化する中で主体的に生きていくため

に，児童生徒に確かな学力を育て，さらにその力を伸ばしていくことが，ますます重要

になっています。そのための有効な方法として，習熟度別指導があります。習熟度別指

導の効果については，全国学力・学習状況調査の結果から実証されており，特に児童生

徒の学習に対する興味・関心・意欲が高まっているという報告は，注目に値します。

また，新学習指導要領において 「児童生徒が学習内容を確実に身に付けることがで，

きるよう 学校や児童生徒の実態に応じ 中略 学習内容の習熟の程度に応じた指導 中， （ ） （

略）など指導方法や指導体制を工夫改善し，個に応じた指導の充実を図ること （第。」

１章総則第４）が明記されました。

本県においては，平成１３年度から少人数指導を導入し，きめ細かな指導の充実に向

けて取り組んできました。今後一層，真に一人一人に応じた指導と確かな学力の向上を

図るために，習熟度別指導を効果的に進めることが必要となっています。

この「習熟度別指導実践事例集」は，習熟度別指導を実施する上でのポイント等を

具体的に説明しています。ぜひ参考にしていただき，各学校において習熟度別指導

の充実を図るための一助となることを願っています。
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１．習熟度別指導のねらい
少人数指導における学習集団の編成方法として，理解や習熟度の程度に応じた学習

集団，興味・関心に応じた学習集団，機械的に分割した学習集団等があります。それ
ぞれによさがありますが，児童生徒一人一人の理解や習熟の程度を把握し，難易度の
異なる幾つかのコースを設定して習熟度別指導を行うことは，確かな学力の定着・向
上を図る上で有効です。

２．習熟度別学習集団の編成
(1)形態例

２学級を３コースに分ける場合 １学級を２コースに分ける場合

１組 ２組 １組
◎◎◎○○○□ ◎◎◎○○□□ ▽▽▽▽◇◇◇

Ａコース Ｂコース Ｃコース Ａコース Ｂコース
◎◎◎◎◎◎ ○○○○○ □□□ ▽▽▽▽ ◇◇◇

Ａコース：十分習熟が進んでいる児童生徒 Ａコース：おおむね習熟が進んでいる児童
Ｂコース：おおむね習熟が進んでいる児童生徒 生徒
Ｃコース：習熟が不十分な児童生徒 Ｂコース：習熟が不十分な児童生徒

・３学級を４コースに，４学級を５コースに分けることも考えられます。
・コース変更は，単元ごと，定期考査ごと，学期ごとなどが考えられます。

(2)コース決定の方法・手順例
①教職員の共通理解を図る。 ※詳細は４(1)
②児童生徒，保護者に説明する。 ※詳細は４(2)
③コース分けの判断資料となるテストや希望調査などを実施する。
④コース決定に向けて，児童生徒の相談にのったり助言を行ったりする。
⑤コースを決定する。

３．習熟度別指導の効果
・各学習集団内の個人差を小さくできるため，児童生徒に応じた教材・速度で学習を

進めることができます。
・発展的な学習や補充的な学習を計画的に組み込むことができます。
・習熟が不十分な児童生徒には，できることへの自信をもたせ，考え方や学び方の習

熟を目指す学習の機会を保障できます。
・習熟が進んでいる児童生徒には，習熟した内容を生かし，深化，発展のための学習

の機会を保障できます。
・児童生徒にとって自分に適した学習環境が実現されることで，一人一人が分かるこ

とやできることの喜びを実感しやすくなり，学習意欲の向上につながります。
・コース選択の機会を設けることで，児童生徒の学習に対する自己評価能力を高める

きっかけとなります。

＊習熟度別少人数指導の効果については，国立教育政策研究所のホームページを参
照してください。 で

国立教育政策研究所 検索
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４．習熟度別指導を効果的に進めるための留意点
(1)学校全体の共通理解と協力体制について

・習熟度別指導推進委員会などを校内に設置し，学校全体で取り組みましょう。
・習熟度別指導を実施する教科について，年間指導計画，評価計画，教材・教具など

を検討し，共通理解を図りましょう。
・児童生徒の実態に合わせた教材・教具を工夫しましょう。
・児童生徒の到達度等の実態を把握し，習熟度別指導の成果と課題を絶えず検証し，

授業改善に努めましょう。
・学習集団の変更は，柔軟に行いましょう。

(2)児童生徒，保護者への説明について
・校長や担当教師が，保護者懇談会や学校・学年通信などを利用して，習熟度別指導

のねらいや効果，学習集団の決定方法，学習目標・学習内容を十分に説明しましょ
う。

・積極的に授業公開し，児童生徒が積極的に発言したり友達と協力して学習したりす
る姿や，教師が丁寧に指導する様子を見てもらい，保護者に習熟度別指導の効果を
実感してもらいましょう。

・児童生徒や保護者に授業評価やアンケート等を行い，今後の指導に反映させましょ
う。また，その結果は保護者に伝え，協力を得るようにしましょう。

５．習熟度別指導についてのＱ＆Ａ

Ｑ１：児童生徒に劣等感を抱かせないようにするには？

Ａ： 「分かる 「できる」ことの喜びを児童生徒は求め，喜びや自信が学習意欲」
を高めます。一人一人の力を確実に伸ばすために，習熟度別指導のねらいや効
果をていねいに児童生徒に伝えましょう。習熟度別指導は，教師と児童生徒の
信頼関係の上に成立します。個々の学習状況に応じたきめ細かい指導が，劣等
感を克服させることにつながります。

分かる喜び 意欲の向上 学力の向上
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Ｑ２：保護者や児童生徒の不安を取り除くためには？

Ａ：①習熟度別指導推進委員会で各コースのねらいや特徴を明確にし，全教員が
共通理解します。

②コース決定では 「自分の力を伸ばすために，自分でコースを選ぶ」という，
意義を伝えます。児童生徒や保護者の意思を優先しますが，適切な指導や助
言を行うことが必要です。

， 。③コースは１年間固定ではなく 単元ごと等で変更できるようにしておきます
④授業の進度をそろえます。教科書の例題は全コースで指導します。
⑤評価の客観性を確保します。

・担当教師は，それぞれの授業の評価の観点や評価方法を共通理解します。
・単元終了後や定期考査では，どのコースを選択しても不利にならないよう

な共通問題でテストを実施します。
。 ，・提出物等も共通の規準で評価をします 提出物ごとに評価の担当を分担し

一人の教員が全員の児童生徒の提出物を評価するのも方法です。
・担当教師は，それぞれの評価の総括の仕方を共通理解し，各学期や学年末

の評価をします。
， 。 ，※保護者や児童生徒に①～⑤のことを 分かりやすく説明しましょう 例えば

年度当初のＰＴＡ総会などで，保護者には簡潔にねらいや方法等を説明し，
その後，学級保護者会等で質問に答えます。児童生徒にも同じ内容を説明し
ます。また，積極的に授業を公開したり，学校だよりや保護者会を通じて，
効果を伝えたりすることも大切です。

☆参考 習熟度別指導実践事例 (4)児童生徒・保護者向け説明文書

Ｑ３：児童生徒が意欲がわくようなコースの名称は？

Ａ： コースの名称が程度やレベルを強調し，児童生徒の能力を格付けしているよ
うな印象を与えるものは，適切ではありません。児童生徒の心情を配慮し，元
気が出るような，学習に集中できるようなネーミングを工夫しましょう。

例）◇じっくり，ぐんぐん ◇こつこつ，のびのび，どんどん
◇がっちり，ばっちり ◇マスター，ジャンプ，チャレンジ
◇基礎定着，基礎充実

Ｑ４：コース決定で，児童生徒と保護者の意見が異なる場合は？

Ａ： 教師が助言を行い，それでも結論が出ない場合は，ひとまず一方のコースで
学習した後，再び三者で相談しましょう。両者の考えを聞きながら，レディネ
ステストの結果等をもとに，教師は終始一貫して 「力を伸ばすために，今は，
どのコースで学習するのが適切か」という視点で，指導助言を行います。
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Ｑ５：効果を上げるための教師集団の工夫は？

Ａ：指導計画と評価計画の作成が大切です。
・全コースの指導計画を立て，１時間ごとの学習内容やねらいを担当教師で共

通理解します。
・指導計画に１時間ごとの「評価の観点」や「評価規準」を加えた評価計画を

作成します。
・指導計画あるいは評価計画に「主な支援の手だて」が加われば，さらによい

でしょう。今後の打ち合わせに使えるとともに，つまずきに備えた支援の手
だての準備や各コースの学習進度の確認にも活用できます。

・指導計画や評価計画の配付は，児童生徒や保護者が見通しを持つ上で役立ち
ます。加えて，自己評価や感想を記入する欄を設ければ，児童生徒の授業へ

， ， 。の感想や思いを 担当教師で共有することができ 授業改善にも役立ちます

☆参考 習熟度別指導実践事例 (1)指導計画・評価計画
☆参考 習熟度別指導実践事例 (3)ワークシート

Ｑ６：忙しくて，担当教師同士で打ち合わせをする時間がない。どのような工夫があ
るか？

Ａ： 習熟度別指導の効果を上げるためには，教材等の打ち合わせは必要不可欠で
す。時間割を工夫しながら，時間と場所を決め，定期的に打ち合わせをしまし
ょう。周囲の協力を得るために，打ち合わせのことを職員朝礼や行事予定表を
利用して広報すると，効果的です。

能率よく打ち合わせを行うために，必要最小限の資料を事前に配付し，互い
に読んでおくことで，要点を絞って協議することもできます。

メモを残したり，ファイルを共有したりする工夫も効果的です。

Ｑ７：習熟が十分進んでいない児童生徒のコースの指導がたいへんではないか？

Ａ： 「何のために今の学習があるのか，見通しを持たせる具体的な到達目標の提
示」と「テストや自己評価などの評価活動の実施」がポイントです。

評価活動を基に児童生徒の実態を把握し，発問や課題の内容を工夫しましょ
う。

例えば，視覚的な資料の提示や個に応じた問題解決のための手だてです。ま
た，算数・数学の学習到達度確認テスト（県作成）を活用し，なぜ分からない
のか，なぜできないのかを把握した上で，個に応じた問題を用意するのも一つ
の方法です。

一つでも多く，分かる喜びやできた達成感を実感させることで 「もっとで，
きるようになりたい。もっと分かるようになりたい 」という学習意欲を高め。
ることができます。できたことを，全教職員が称賛する体制づくりも求められ
ています。

中学校では，指導の効果を高めるために，習熟が十分進んでいない生徒のコ
ースが10人以下になるように工夫している学校もあります。

また， 等を活用して，地域の方に学習支援のボランティア学校支援地域本部
に入っていただくことで効果を上げている学校もあります。

＊ の詳細は，岡山県教育庁生涯学習課のホームページをご学校支援地域本部
覧ください。 で

岡山県教育庁生涯学習課 検索
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Ｑ８：習熟度別指導の評価は，どのようにしたらよいか？

Ａ：①評価計画の作成
評価計画を作成し，担当教師で共通理解します （Ｑ５参照）。

②同一の評価規準の設定
各コースの評価規準は共通にします。評価規準を達成するために，各コース
の児童生徒の実態に応じて，学習課題，授業展開，支援の手だて等を工夫し
ます。

③形成的評価の活用
児童生徒にとっては 「ここまでは分かっている 「ここまではできるよう， 」，

」 ， ， 。になった という肯定的な評価が 大きな喜びであり 学習意欲を高めます
， ，１時間の授業の中であるいは単元の学習過程において 形成的な評価を行い

個々の児童生徒の伸びや変容をしっかり見取りましょう。また，温かい声か
けや，提出物やノートへのコメント記入，個人懇談等で児童生徒のがんばり
を積極的に伝えましょう。

④ を加味した評価活動個人内評価
関心・意欲・態度の評価においては， を反映させることも大切で個人内評価

。 ， ，す そのためには診断的な評価を行い 一人一人の学習状況を把握した上で
。 ， ，個々の伸びを評価できるようにしましょう また その伸びを文章記述等で

児童生徒や保護者に伝えることも大切です。
⑤児童生徒による授業評価

自らの授業の見直しを行うために，児童生徒による授業評価を実施すること
も大切です。

児童生徒のよい点や可能性，進歩の状況などを評価することです。＊ ：個人内評価
他との比較ではなく，一人一人の児童生徒の個性を発達的，構造的

， 。にとらえることができるので 個に応じた指導がより深められます

☆参考 習熟度別指導実践事例 (1)指導計画・評価計画
☆参考 習熟度別指導実践事例 (3)ワークシート

Ｑ９：本県の小学校では，習熟度別指導の効果が見られないという調査結果がある。
そのことを，どう捉えればよいか？

Ａ： 平成20年度全国学力・学習状況調査追加分析（文部科学省）から 「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上位層が多く，学力下
位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，低学力層を減らし，高学力層を増やし
ていた 」という結果が明らかになっています。。

習熟度別指導には一定の効果があり，さらに効果を高めるには，指導の仕方
や教材等に工夫が必要です。

Ｑ１０：３つのコースに分ける際，どのようなことに気をつければよいか？

Ａ： コースの種類が多いほど，児童生徒は自分に合ったコースを選ぼうと真剣に
なるようです。３種類のコースを設定するのが基本ですが，児童生徒の実態に
よっては，次のような形態もあります。

◇補充重視型（習熟が十分でない児童生徒が多い場合）
Ａコース ：習熟が進んでいる児童生徒
Ｂコース，Ｃコース：いずれも習熟が不十分な児童生徒

◇発展重視型（十分習熟が進んでいる児童生徒が多い場合）
Ａコース，Ｂコース：いずれも習熟が進んでいる児童生徒
Ｃコース ：習熟が不十分な児童生徒
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Ｑ１１：どのように授業をするのか，イメージがわかない。

， ，Ａ： 児童生徒の診断的な評価を行い どこにつまずきがあるかを確認することで
どのように授業を展開していくか，イメージがわきます。実際に教科書のペー

， ， 。ジを決めて 全部のコースの指導案を作成し 教科会等で検討してみましょう
習熟度別指導をすでに実践している学校の授業を参観したり，指導案を取り

寄せたりすることも大切です。また，積極的に授業公開を行い，授業改善に努
めましょう。

☆参考 習熟度別指導実践事例 (2)指導案

Ｑ１２：小規模校で加配もなく，習熟度別指導をしたくてもできない。どうすればよ
いか？

Ａ： 学級単位の一斉指導の授業を，場面に応じて，習
熟度別指導に切り替えます。例えば，右図のように
コースごとに机を配置してグループ学習を行い，教
師が移動して指導をします。

を利用して，地域のボランティ学校支援地域本部
アの方や大学生にお願いして，協力を得るのも方法
です。

６．習熟度別授業と学び合う授業の組み合わせについて

「学び合い」とは，小グループに分かれて，互いの多様な意見や考えを表現し合う
ことで，自分の考えを見直したり，問題点に気付いたりしながら，共に高め合ってい
こうとする学習です。
〈自力解決〉→〈学び合いによる見直し・気付き〉→〈全体で練り上げ・まとめ〉

習熟度別授業では，習熟の程度が同じであるために，多様な考えや意見を聞く機会が乏
しく 「学び合い」ができないという声を聞きますが 「学び合い」は習熟度別授業にお， ，
いても実践可能な効果的な学習方法です。教師が考える以上に，児童生徒の発想は豊かで
す。また，授業ごとに習熟度別授業と学び合う授業とを組み合わせ，両方の効果を得る方
法もあります。

学び合う授業を取り入れる授業の一例を示します。
例 ・単元の導入の授業では，学び合う授業で，めあてや目標をつかませる。）

・多様な考えや意見を取り上げたい授業では，学び合う授業を行う。
大切なことは，計画をきちんと立てて，効果的に習熟度別授業と学び合う授業を組み合

わせていくことです。

７．習熟度別指導実践事例

(1)指導計画・評価計画
(2)指導案
(3)ワークシート
(4)児童生徒・保護者向け説明文書
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