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吉田クラスのみなさんへ 平成24年１０月２９日

私はみなさんの成績を評価しますが、次はみなさんの番です。吉田の授業を評価してください。

教師一生徒の「相互評価」をしなければ両者の関係は決して良くならないと吉田は思います。みなさんの率

直な意見、要望を書いてください。宜しくお願いします。

１．説明の仕方はどうですか。普段感じていることを書いてください。
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２．説明のはやさや声の大きさ、授業のスピードはどうですか。
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３．板書についてはどうですか。
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４．課題（吉田プリント）の量はどうですか。内容をこうしてほしいと思うことはありますか。
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５．このような授業をしてほしいという要望はありますか。
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６．三角比の印象、感想を書いてください。また、面白かった話はありますか。
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どうもありがとうございました。一枚一枚丁寧に読んで、授業改善に努めます。吉田亮介
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吉田クラスの７７人のみなさんへ（アンケートのお返事）

先日実施したアンケートの集計が終わりましたので、みなさんにお返事です。

すべてのコメントを記載することはできませんでしたが、そのいくつかを載せさせて頂きました。

アンケートの協力本当にありがとうございました。

1．説明の仕方はどうですか。普段感じていることを書いてください。

｢とってもわかりやすいです。理解が難しい所でも、噛み砕いてわかりやすくなるまで丁寧に説明くれるの

で、理解して問題に取り組むことができてとっても楽しいです｡」

｢説明は細かいし、理解しやすいです。普段数学に－番意欲がわきます｡」

｢語呂合わせやたとえ話などいろいろな手段を使って説明してくれるので公式などが頭に入りやすい｡」

｢細かな所から一歩一歩進んでくれるので、本当にわかりやすく解くことができます｡」

｢公式などもその成り立ちを説明してくれるので理解しやすいです｡」

"わかりやすいし面白いし眠くならないです｡」「理屈がよくわかる。授業やってて楽しい。吉田先生だから

こその平均点Ｎ0.1だと思います｡」

｢たまに言うギャグも面白い｡」「自分が苦手だったところも好きになりました｡」

【吉田より】

わかりやすい､わかるという評価は匝而でした｡とても嬉しいです。
でも、自分ではまだまだです。これからもさらに研究を重ねていきたいと思います。

2．説明の速さや声の大きさ、授業のスピードはどうですか。

｢説明の速さはとてもよいと思います｡速いときは速いときでもわかりやすいし、難しい所はゆっくりや

ってくれたりと生徒への配慮が素晴らしいです。声の大きさっていうより、ええ声だと思います。アメ

トークのええ声芸人に出てみては？（笑)」

｢速さ、大きさちょうどいいと思います。でも、もう少し応用問題を入れてほしいです｡」

｢だいたい毎日１つの重点を決めて授業が進むので理解しやすいです｡速さも書いている人のことを考え

たり声のトーンや大きさをとてもうまく使い分けていると思います｡」

｢問題を解くとき少し解答がはやくて追いつけないときがあります｡」

｢自分たちで解く時間が短いと思います｡」「問題を言われてから解答までの時間が短いです｡」

【吉田より】

声の大きさは概ね良かったのですが、授業のスピードが速い、またはそう感じるときがあるという指摘が

魎ありました｡その中で多かったのが､上述の解答に入るのが早い(自分で解く時間が短い､もっと考
えたい）という指摘が目立ちました。結構せっかちだったようです。これは私にとってとても有益な視点

でした。反省です。今後はしっかりとそのことを心に留めた授業をしたいと思います。

3．板書についてはどうですか。

｢とっても綺麗です。板書はわかりやすく美しいです。まとまっているので見返しても理解できます｡」

｢授業の前に前回の授業の内容や公式を響いておいてくれるので理解しやすいです｡」

｢一文字一文字丁寧に書いてくれていいです｡私たちがわかりやすいようにまとめてくれるので後から見直

したとき本当にいいです｡」「どこに到達すればよいかがわかって問題が解きやすい｡」
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「図や字が丁寧で色も多く使っていて見やすいです。重要シールやPOINTシールなどわかりやすいです｡」

「計算ばかりではなく解き方をまとめたりするから後から見直してもわかりやすい｡」

「ノートに助けられています。見直したときにPOINTや注意すべき点が目に入りやすく復習しやすいで

す｡」

「たまに横長になりすぎることがあります｡」「ちょっと速い感じがします｡」

「下のIまう見えないです。たまにどこ行ったかわからないです｡」

【吉田より】

概ね良好でしたが､国の方から指摘を受けました｡板書は授業の生命線です｡反省点を改善して更により
良い板書をしていきたいと思います。これ以降板書に緊張感が持てるようになりました。

｢毎日数学を解く習慣がつきました～～」「こまめにプリントを出してくれるので内容が身につきやすく、

とても良いと思います｡」「復習するのにすごく便利です。力がつきます。プリントの点数を常に意識す

るので集中して取り組めます｡」「課題を出してくれてありがとうございます｡」「応用問題も１，２間入

れて欲しい｡」「1年の既習範囲のプリントも欲しい｡」「参考書に出ていない問題もやってみたい｡」

｢ぜひ毎日出して欲しいです｡」

｢週何回かを決めて、何曜日に出るかを決めて欲しいです｡」

【吉田より】

量はちょうどいいというコメントが､画でした｡週末課題と重なるときはちょっと大変という方もい
ました｡回の方がもう少し出して欲しい、課題が少ないとコメントしていたのは‘し驚きましたが
なんとも頼もしい感じです。大体の課題の計画として、１日おきに出していく予定でいます。プリントを

返却する日には、解説をつけるので家でゆっくり「吉田の声」を聞いてポイントを吸収して欲しいと思い

ます。週末課題との兼ね合いも調整しながら進めていきます。既習範囲の問題を入れたり、たまに難しい

問題をチャレンジ問題として入れたりすることも検討してみます｡既習範囲もいいかもしれないですね｡課

題が少ないという人は遠慮せずに来てください。

プレゼントをあげます（笑）

5．このような授業をしてほしいという要望はありますか。

｢最初に前回のポイント復習をして欲しいです｡」「応用問題を多く解きたいです｡」「先端機器を使った授

業」「生徒にあてるのも生徒側に緊張感がでて良いのかなと思います｡」

【吉田より】

今のままでいいとコメントしてくれた人が函でした｡上述したような要望や指摘もありました｡特に
前回のポイントを復習する、昨日と今日の接続を明確にする、このあたりは正直なところ、吉田はまだ

まだ荒い部分があります。授業の冒頭や入り方を今後の研究課題にしたいと思います。パソコンはたま

に使うこともあります。（ほんとにたまにだけどね）先端機器ってｉｐａｄとかのことなのかな？結構教室

にも普及してきてるよね。

当て方の工夫も今後考えていきたいと思います。

｢先生のおかげで図形大好きになりました｡」【それはよかったです｡】
●

３

４，課題（吉田プリント）の量はどうですか。内容をこうしてほしいと思うことはありますか。

６．三角比の印象、感想を書いてください。また、面白かった話はありますか。



「昔の人はすごく頭が良かったんだなあと思いました｡」【そうです｡先人の知恵の上にうちらの生活が存在す

るんです｡】

「三角比を求めて何の意味があるかわかりません。ＢｉｎやcCsを知った所で何も役に立たないので少しイライ

ラしました。正弦定理は大嫌いです｡」「公式が多い｡」【昔の吉田みたいだ。（笑)】

「図形と計算の融合がすごく楽しかった｡」【わかると美しいよね。この単元は｡】

「吉田亮介Ｖサイン、ｔan＝タン＝舌だからtauのマイナスは下につける、タコはイカに負ける｡」「語呂感動

しました｡」【吉田ワールド炸裂１語呂ってすごく大事だと思います｡】

「余弦定理の計算嫌い｡」【長いもんなあ、あれは｡】

「三角比楽しいです１Bincostan口癖になりそうな勢いです｡テスト＝考査とかも覚えやすくてとっても便

利です｡」【楽しいことが一番大事だよね。継続させるには｡】

「有名角の三角比のところで両手で角を表すやつが印象に残って良かった｡」【そう。体で覚えるんです｡】

｢先生黒似合います～。（服装関係複数)」【俺もそう思います。自分で言うな（笑)】

｢ギャグを言ってすべったとき心折れませんか？」【心折れてたらこの仕事できませんなあ｡】

｢先生の授業ほんとに大好きです。数学に怖さを持たずにかえって楽しめています｡」【嬉しいです｡】

｢今度カレーの作り方伝授して欲しいです｡」【まずジヤワカレー（辛口）を使おう｡】

｢あまり数学は得意ではなく嫌いだったのですが、授業を受けるようになって好きになりました。いつも授

業楽しみにしてます｡」【このようなコメントが本当に励みになります。どうもありがとう｡】

｢そろそろ全身白にチャレンジしてみませんか？」【怪盗キヅトになりますな｡】

｢東２条のダンデライオンが潰れたらしいです｡」【ドーナツどこで買えばいいの！？】

｢最高に面白いです！若い！（笑）授業も良いし、とても尊敬しますｄ先生と生徒の距離が近くてとてもい

い授業だといつも思っています｡」【俺のほうが生徒みたいだもんなあ｡】

｢いつもわかりやすい授業ありがとうございます。先生のクラスだと数学もやる気がでます｡」

【そのやる気を維持できるような授業を目指します｡】

｢すごく楽しいです｡先生に数学を教えてもらってから数学が好きなりました。先生も数学も大好きです｡」

【嬉しいです。これからも頑張ります｡】

｢作って欲しいムービーがあったら私に言ってください。先生のムービーも作りますよ｡」

【では、「孤高の男、吉田亮介」なんてタイトルでどうでしょう｡】

｢私がサッカー日本代表の監督になったら先生を召集します｡」【憧れの日本代表か、俺も｡】

｢自分は教師志望です。『吉田先生のような』いや『吉田先生』になるにはどうしたらいいですか。髪の毛

染めたらいいのですか？」

【そこも大事です。（笑）スタイルにこだわりを持つことは思っている以上に重要です｡】

｢まだまりもちやん育ててますか？」【枯れました・・・２回ほど・・・すまん、まりも｡】

｢約束どおりガンダムについて語りましょう｡」【やはりズゴックですなあ｡】

｢ハンドクリームはどこで購入しているのですか？」【ツルハかな・・・・】

「１２月２３日にGalileoGameiのライブがあります。とても良いのでぜひ見に行ってください｡」

【稚内出身のバンドだよね。気にはなっていました。今度聴いてみます｡】

［100滴ボルトのマッサージチェア気持ちいいつすよ。（複数)」【今度行ってみます｡】

｢ず～～と思ってたんですが、吉田先生ザビエルに似てます。ゲーマーなんですね。吉田先生は先生らしく

ない先生でとっても良いと思います｡」【ザビエルってあのザビエルつすか？？l

「先生はいつつもすべってばっかなんでもっとギャグセンスを磨いたほうがいいと思いまあ～～す（笑)」

【今度受けるギャグ教えてください。お金払います｡】

午

7．最後に吉田に一言



｢授業が数学だけだったら楽なのにっていつも思ってます｡」【すごいなあ｡高校時代の吉田とは大違い(笑)】

「クラスＴが似合いすぎです。来年も同じクラスＴ着たいですね｡」【そんな似合ってましたか。うれぴ－．】

「最高です１１３年間よろしくお願いします１」【こちらこそよろしく。】

「私もリラックマのシール集めてます｡」【カップ２個ゲットしました。シールくれた入ありがとう｡】

「どうしたら吉田先生みたいにステキになれますか｡」【照れますなあ。照れますなあ。照れますなあ｡】

「ｗｉｉＵはプレミアムとベーシックどちらを予約しましたか。ちなみに私はベーシックでソフトはＮＩＮＪＡ

ＧＡＩＤＥＮ３を予約しました｡」【プレミアムです。マリオを予約してま～す。楽しみだわい｡】

「計算力とお金が欲しい。週末課題はいらない（笑）数学の単位数３２でいいです。吉田先生ならば。（7時

間×５日一体育（３）【ありがたいお言葉です。１時間の授業をできる限り過密にします｡】

「そのあいまなく話せるテクニックが欲しいです｡」

【まだまだです。興味を持たせる話の仕方って難しいし、本当に奥が深いです。修行します｡】

｢お飼いになっている犬が８歳とお聞きしたのですが健康状態は良好でしょうか｡味の濃い人間の食べ物は

極力与えないように、また犬用でも菓子の与えすぎに注意してください。出かける前に与えるのが良いで

す。二本足で立たせたりするのも危険です。ご存知でしたらおせっかいで申し訳ありません。先生の家の

犬が長寿犬となることを祈っています｡先生もお体に気をつけてください｡」【ありがとう。感無量です｡】

「ILOVERYOSUIm」【ｍｅ,too!】

～最後に～

現在吉田が担当している７７人の生徒のみなさん､今回はアンケートの協力どうもありがとうございました。

アンケートを実施した夜は、恒例の「独り反省会議」を黙々とやりました。有益な指摘もあり、この日の夜

はみんなが私の「先生」でした。とっても勉強になり（そして笑いもあり）ためになりました。

指摘された項目が自分自身で自覚できて、すぐに改善することが可能なところは早速実行します。

自分自身の「固定された流れ」を変えたいと思います。

吉田の「最大」の願いは、みんなが数学に嫌な印象を持たずに大人になってもらうことです｡

数学嫌いのまま大人になってしまえば、次の世代に必ず影響を及ぼします。

みなさんが大人になり、そして親になり自分の子に笑顔で九九を教えている姿

マス目の用紙をなぞり、「これが直角なんだよ」説明している姿

おはじきの文章題を、実物を使って家庭で教えている姿

足してこの数、かけてこの数と因数分解の方法を語る姿

斜辺がひとりぽっちと三平方の定理を語る姿

そんな未来の光景があればいいなあと強く願っています。

みなさんの数学に対する感情は、みなさんだけのものではなく、その後の世代にも伝わっていくのです。

全員が数学に嫌な感情を持たないで大人になるなんて、的をはずした私の理想論かもしれません。

でも理想が無ければ何にも始まらないって思ってます。

アンケートは自分の気づかない所を、発見できる大切なものです。

そこを認識して、改善できれば両者のよりよい関係が生まれてきます。そういう「教室内における変化」が

関係を維持するためにとても重要なのだと思います。

吉田もついに４０歳になりました。（まだ２０代と思ってくれている優しい女子もいます。間違いなくあなた

には評定５さし上げます｡）

まだまだ未熟ゆえ、勉強して、考えて、精進したいと思います。

そしてみなさんの指摘に柔軟に対応する姿勢を維持したいと考えています。

これからも宜しくお願いします。

みなさんの真剣な眼差しに答える授業を目指します。

5

吉田亮介



図形の性質⑬（提出11月６日（火）朝のSHR後）組番氏名
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場合の数確率①（提出11月19日（月）朝のSHR後）組番氏名

回次のものの総数を求めよ。
（１）ａ，ｂ，ｃ,。，ｅの５個の文字から異なる３個を選んで１列に並べるときの並べ方

（２）１から６までの数字から異なる４個を選んで作る４桁の数

（３）triangleの８文字すべてを１列に並べるときの並べ方
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