
特色ある取組を行っている学力向上フロンティアスクールの事例

都道府県番号 ２５

都道府県名 滋賀県

【 ①□ ②■ ③□ 】

Ⅰ．学校名及び規模 （平成１６年４月現在）

学校名 東近江市立愛東南小学校

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特殊学級 計 教員数

学級数 １ １ １ １ １ １ ２ ８

児童数 ２４ ３４ ２２ ２４ ３１ ２９ ４ １６８ １３

Ⅱ．研究の概要

（１） 研究主題

「確かな学力をもち、自ら学ぶ子どもの育成をめざして」

－基礎・基本の徹底ときめ細かな指導を通して－

（２） 研究主題設定の趣旨

確かな学力や自ら学ぶ子どもの育成を考える時、まず学校そのものが学びの場に

ふさわしい環境を備えていなければならない。そのために 「豊かな学校文化」を、

創造していかなくてはならないと考えた 「豊かな学校文化」のメインは 「豊か。 、

な日本語（特に小学校での獲得課題である書き言葉 」である。豊かな思考や表現）

も 「豊かな日本語」によって行われる 「豊かな日本語」の獲得がすべての学力、 。

の基礎になると考えた。そこで、日常的に質の高い日本語にふれさせるため、読書

活動、詩歌や文学作品の音読等に指導の重点をおいた研究を進めようと考えた。

また、確かな学力の土台は 「各教科の基礎・基本」である。日々実践される授、

業が「わかる授業 「できる授業」でなくてはならない。そのためには、個に応じ」

たきめ細かな指導を展開していかなければならない。教科の窓口を算数科にし、繰

り返し指導や算数的活動を重視した単元指導計画、習熟度別少人数指導の積極的な

導入、補充的・発展的な指導内容等、授業改善に取り組みたいと考えた。この授業

改善は、評価と指導を一体化させ、日常的に実践が積まれていくものでなければな

らない。また、どの教師もが普段の授業で行える実践でなくてはならないとも考え

た。

さらに、確かな学力や各教科の基礎・基本の根幹に「基礎学力」があるととらえ

る 「読み・書き・計算」といった基礎学力をすべての子どもに保障しなければな。

らない。そのため、６年間を見通した全校的な取組みを行う必要がある。具体的に

は基礎学力を高めるための特設の時間を設けて、日々の実践を積み上げることで、

基礎学力の拡充を図りたいと考えた。



Ⅲ．研究の概要

（１）研究推進体制の工夫

①豊かで生き生きとした学校文化づくり（学校文化部会）

・本の時間（１０分×週５回）のより一層の充実

・読書指導

（子ども読書の日・親子読書・ブッくん集会・ブックトーク・読み聞かせ）

・表現創作活動（日記・作文等の一枚文集、文芸コンクール等）

・仲間の時間（異年齢集団での遊びを通した人間関係づくり）

・日本と世界の名曲放送（始業前・中休み・給食時の各１５分間）

・日本と世界の名画陳列

②本校の実態に即した算数科における授業改善（少人数指導推進部会）

・習熟度別少人数指導の積極的な導入による個に応じた授業展開

・ わかる喜び 「できる楽しさ」を体得できる授業「 」

・特別支援や補充的・発展的な考えを取り入れた本校らしさを出す授業

・少人数指導のよさを十分に発揮できる授業

③詩歌等の音読を重視した「国語の基礎の時間」の充実（国語の基礎部会）

・国語の基礎の時間（１５分×週２回）の実践の交流

・論理的文章の速読と主題・要旨読み取りの指導法の研究実践（隔週１時間）

・全校集会での全校音読

④６年間を見通した「算数の基礎の時間」の充実（算数の基礎部会）

・学力の実態に即した算数の基礎の時間（１５分×週２回）の活用

・指導の効果を考察する学力調査とその生かし方

・単元と基礎計算の関連を図った指導計画の作成と実践

上記の研究の内容にそって、下記の研究推進体制を作った。

学校文化部会

校 長

国語の基礎部会

教 頭

算数の基礎部会

研究主任

研究推進委員会

低学年部会

全体研究会

少人数指導推進部会 中学年部会

高学年部会



（２）研究の実際

実践事例１（学校文化づくりと読書指導）

基本方針

図書館教育を中心に、国際理解教育・情報教育等を通して学校の文化をつくり、豊

かな情操を養い、学びの環境を作ることを目標に取り組む。

図書館教育

・学校図書館に親しみ、読書の楽しさや喜びを味わわせ、豊かな言語能力と心情を養

う。

・学校図書館の資料を効果的に利用し、主体的に学習する能力を身につけ、意欲的に

学習する態度を育てる。

① 本の時間（毎日掃除のあとの１０分間読書）

基礎的読書（自由読書 ・関連発展的読書・課題追究的読書をする。また、教師）

によるブックトークなどで、いろいろな分野の本を知り、読書の幅を広げる。さら

に 「ブッくんの日 （毎月第３水曜日）を決め、本の時間に図書委員会の子どもた、 」

ちによる出前お話会をもった。

その結果、ほとんどの子がチャイムの合図で１０分間集中して本が読めることが

習慣化できた。また、どの子も机の中に読みかけの本があり、図書館の利用者も増

えた。しかし、中にはやさしい本ばかり選んでくる子や自分の力で本を選べない子

もいるため、絶えず指導をしている。

② 読書ボランティアとの連携

●出前お話会

昨年までは、週３日昼休みに１５分間

「お話広場」を和室で開き、読み聞かせを

行ってきたが、昼休みは外で遊びたいとい

う子が多いため 「お話広場」を「出前お話、

会」に切り替え、読書ボランティア「ブッ

くんの会」のお母さん方に、１年から３年

までの各教室に週１回曜日を決めて、読み

聞かせに行ってもらっている。ボランティ

アの方がいろいろな分野の本を持ってきて くださるので、子どもたちも楽し

みにしている。

●お話会（行事）

・ 子ども読書の日」の取り組み「

一昨年から始まった「子ども読書の日」には集会をもち、講師を招いて、

パネルシアター等で楽しいお話に浸ったり、本の時間には全教室で「ブッく

んの会」による読み聞かせを行った。



③ 図書館まつり

図書館にかかわった活動をする週間を設け、図書館の

大きなマスコットのぬいぐるみ「ブッくん」にちなんで

「ブッくん集会」をもった。期間中、６年の児童や教師

・ ブッくんの会」のお母さんによる「出前お話会」をし「

たり 「読書ゆうびん」や文芸作品コンクールをしたり、、

教室にミニ図書コーナーを作り「きみにすすめたいあの

本・この本」として、教員やお母さん方のおすすめの本をおいたりした。

④ 親子読書 『親子で本を読む運動』

学校だけでなく、家庭でも読書習慣をつけるため、ＰＴＡの研修部を中心に夏休

みに親子で読書する時間を共有する取組みを進めた。昨年に続いての取組みで、忙

しい中でも取り組んでもらえた家庭が多くあり、今後も続けていきたいと思う。

⑤ 成果と課題

学校文化づくりの中心として３年間図書館教育を推進してきた 「本の時間」で。

はチャイムの合図とともに子どもたちは全員すぐに席に着き、めいめいの本を読み

始める。どの子も机の中やロッカーに読みかけの本があり、夢中になって読んでい

る。学校の中に心地よい緊張の静けさが訪れる。終わりのチャイムでまたいつもの

にぎやかな雰囲気が戻ってくる 「本の時間」と関係して、図書館の利用度も高く。

なっている。１日平均４０名あまりの利用者がある （全校児童約１７０人）。

今年で３回目の「 図書館まつり」では、３日間の出前お話会や集会を計画し、図

書委員を中心に意欲的に準備が進められた 「ブッくんの会」の協力も得て、読み。

聞かせやエプロンシアターなどを行い、中身の濃い楽しい集会となった。また、図

書に関するクイズや創作物語・詩や俳句の発表などもできた。保護者の参観もあ

り、子どもたちの読書や文学的表現に対する高い評価も得られた。

「出前お話会」は読書ボランティア・児童・教師の３者が各学級に読み聞かせた

い本を持ってお話の出前に行く。本を選ぶのは大変だったが、どの学年も大変集中

してお話の世界に浸ることができた。また 「ブッくんの会」の先進校への研修会、

についてきていた３年生の児童が、エプロンシアターに興味をもち、独自で練習を

して１年生や２年生の教室に出前に行くことができた。

また「きみにすすめたい あの本・この本」として学級担任のおすすめの本２０

冊を教室におき、順に読み合った。普段は自分の好みの本しか読まない子どもたち

が、好みとはちがった分野にも目を向けるきっかけになった。今後 「ブッくんの、

会のおすすめ 「友だちのおすすめ 「保護者のおすすめ」と広がっていくことを願」 」

っている。

この取組みで、子どもたちに寄り添ってお話を続けていただいた読書ボランティ

ア「ブッくんの会」の力は、本校の読書活動にはなくてはならないものになってい

る。会員も８名でスタートしたのが、今年は１５名になり活動も読んだ本をメール

で知らせ合ったり、他所へ自主的に研修に行ったりと、年々活発になり、頼もしい

限りである。



実践事例２（国語の基礎の時間）

国語力の豊かな基礎を育て、すべての教科での学ぶ力を高めることをねらいとして、国

語の基礎の時間と散文読解の時間を特設して実践を進めた。

１５分のモジュール 水・金曜日１．基礎の時間の取組み

ねらい → 素晴らしい日本語にふれさせ、豊かな言語感覚を養い、語彙を増やす。

内 容 → 詩歌の音読を中心に暗唱や聴写などを取り入れながら、 数多くの作品にふ

れさせる。

指導法 → 一人読み、連れ読み、群読等、声に出して何度も読む。暗唱し、作品に浸ら

せる。心に残った文章や気に入った文章を聴写や視写し、おもしろさに浸ら

せる。

課 題 → 子どもたちが意欲をもって取り組めるように、詩歌の選択や読む方法を工夫

した。また、子どもたち自身が作った詩も教材に取り入れた｡暗唱したり視

写したり何度も作品にふれさせたことが、語彙を多くし、や言語感覚をより

高めたと考える。１年から６年まで系統的に指導できていたか、個々のがん

ばりが目に見えるようにするにはどうすればよいかという課題については、

来年度さらに深める必要がある。

月２回 ３年生以上２．散文読解の時間（国語科）の取組み

ねらい → 要旨を的確に読み取る力を高めるとともに、いろいろな文体にふれさせ、表

現力の基礎を養う。

内 容 → 説明的文章・文学的文章・随筆文等に数多くふれさせる。

指導法 → 主題や要旨が読み取れる箇所に線を引いたりキーワードを探したりしながら、

読解力を高める。読み取ったことを文章にまとめる。

課 題 要旨が書かれている箇所やキーワードに線を引かせることにより、一人ひと

りの読みの状況が一目でわかり、課題のある子にもその場で直接指導ができ

る。また、十分読み取れた児童は要旨をまとめて書くなど、個に応じた指導

ができる。新しい読解指導法なので指導法を交流し、研究を進める必要があ

る。



３．発展的な取組み

ねらい → 自分の作った詩や音読の発表の場を設け、書いたり読んだりする意欲と関心

を深める。

内 容 → 全校集会で各学年が詩の音読や詩の作品発表をする。全校音読（群読）をす

る。夏休みの詩の作品展や図書館まつりに自分の作品を発表する。

夏休みの作品←

各学年から選ばれた

詩を展示しました。

→全校集会

学年ごとに練習して

読み合わせました。

４年生の「国語の基礎の時間」の取組み

視・・視写 作・・詩を作る①基礎の時間 指導教材

学 教材名 作者 備考 学 教材名 作者 備考

期 期

ふところ くどうなおこ 音読 よっこいしょ 峰岸なつめ 音読

じめん まどみちお 音読 びりのきもち 阪田寛夫 音･作

菜の花 山村暮鳥 音読 なまけ忍者 柴野 民三 音読

かく 川崎 洋 音読 雑草のうた 作者不詳 音･視２

ケヤキの新芽 音読 ｻﾄｳ ﾊﾁﾛｰ 音･視みずかみかずよ 小さい秋みつけた

はっぱ 真田亀久代 音読 見えないだれか 与田準一 音･作

ごあいさつ くどうなおこ 音･視 谷川俊太郎 音･視月火水木金土日の歌

おさかな 金子みすず 音読 柿の実 阪田寛夫 音･視１

大きい木 まどみちお 音･視 いいことば 水谷強平 音･作

屋久島の杉の木 川崎 洋 音･視 わたりどり 阪田寛夫 音読

袋 伊藤 真蒼 音･視 なべ 児童詩 音読

月のように 立花えりか 音読 体育倉庫 〃 音読

ぼくは行くんです 柴野 民三 音読 芽 〃 音読３

数え歌 作者不詳 音･作 川崎 洋 音･視さかさのさかさは

夕立 村野四郎 音読 おかあさん 新川 和江 音･視

アサガオ まどみちお 音読 あいさつ 壺井繁治 音･視

生活の中で体←

験したことを、

文体をまねて作

って感想を言い

合った。



国語の時間に作

→った詩をみんな

で読み合った。

数多くの詩を音読したが、マンネリ化しないように詩に合わせて読み方を工夫した。一

人で読んだり連れ読みをしたり、グループで読んだりすると、同じ詩でもちがって感じる。

また、何度も繰り返しして読むうちに暗唱できる子もでてきた。好きな詩の部分をまねた

り、参考にしたりして、自分で詩を創作することにも意欲的に取り組めた。

（いずれも３、４年の各教科書の教材）②散文読解の時間 指導教材

① つばめの住む町 ⑥ 新年の祭り

② まちがいやすい漢字 ⑦ 便利ということ

③ 動物たちのしぐさ ⑧ 地下からのおくり物

④ カレーの旅 ⑨ 進化した路面電車

⑤ 手と道具

指導例

①一文ずつ読んでいく （鉛筆を持って目で追う）。

②路面電車の短所に赤線を引く

③路面電車の長所に青線を引く

④線を引いた人からワークシートにまとめる。

⑤廃止になった路面電車が今、見直されたのは

状況の変化によることをおさえる。

（短所→長所）

⑥進化した路面電車が「公共の交通機関」の主役に

なるわけを考え、ワークシートに書く。



「動物たちのしぐさ」は、動物の名前としぐさがキーワードになるので、それらを線で

囲み、その行為が何を表しているか色線を引いた。この繰り返しから、しぐさは「体で表

すことば」だということが理解できた。しかし長文だと、一読では理解が難しく、キーワ

ードも見つけにくいので、ワークシートも用意した。散文読解の時間の教材は、初めて知

ることが多いので子どもたちは興味をもって取り組めた。また、線を引いたりワークシー

トに書いたりしている間に個別指導ができ、その場で指導ができる利点もある。数多く教

材に接しているうちに、子どもたちも文体がわかり、早くポイントをつかめるようにはな

ったが、１時間で内容を理解できる子はまだまだ少ないのが現状である。

実 践 事 例 ３（算数の基礎の時間）
１．ねらい

基礎学力は「基礎・基本（各教科 」や「発展的学力」の核であり、土台となる力）

である。そこで算数科としては 『計算力』を基礎学力の一つとしてとらえ、基礎的、

計算練習を通して数量処理能力を高めることにねらいをおいて取り組んできた。基礎

的計算については、理解や習得の段階にとどめるのではなく、習熟・熟達の段階に引

き上げたいと考えている。

また、今年度はより算数科の授業と関連づけて、算数の基礎の時間を運営した。

２．方策

①昨年度同様、低・中学年は百マス計算を中心に基礎的計算練習を通して数量処理能力

を高められるようにする。

②各学年の重点を決め、その内容についてはどの子もできるように高めていく。

③算数科の授業と関連づけながら必要に応じて振り返り学習を多く取り入れるようにす

る。

④少人数指導のクラス分けのためのレディネステストなどにも活用していく。

⑤前学年までの実態調査をし、課題を明らかにし、基礎の時間を活用してその課題克服

に取り組むようにする。

３．各学年の重点

１年生 くり上がりのないたし算、くり下がりのないひき算の熟達

１０の補数の熟達

２年生 補数とくり上がりのあるたし算の熟達

３年生 かけ算・ひき算（百マス計算を中心に）の熟達

４年生 わり算（百マス計算・筆算）の熟達

５年生 小数の計算（かけ算・わり算）の熟達

６年生 分数（通分・約分・かけ算・わり算）の熟達

４．各学年の実践（５年生は別途、詳細を記載）

１年生

くり上がりのないたし算

くり下がりのないひき算

くり上がりのあるたし算

くり下がりのあるひき算

１５マス計算

５０マス計算

２年生

くり上がりのあるたし算

くり下がりのあるひき算

５０マスたし算

５０マスかけ算

たし算の筆算

ひき算の筆算

３年生

１００マスかけ算

１００マスひき算

１００マスたし算

あまりのないわり算

その他補充



５．算数科の授業と関連づけた年間指導計画の作成（５年生分抜粋）

６．前学年までの

計算力実態調査

４年生

１００マスかけ算

１００マスひき算

１００マスわり算

わり算の筆算の熟達

分数

その他補充

６年生

マス計算（主にわり算）

算数カルテ（自分のペースで進める）

分数のたし算・ひき算

通分・約分

計算力テスト

文章題テスト など

主に復習を中心に基礎の時間を運営
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・各学年代表的な計算問題を１０題ずつピックアップし、毎年同じ問題で調査する。

・単純な計算ミスもあるが、４年生の計算から、かなりバラツキが現れ、学力差が見られ

る。

７．まとめ

○基礎の時間が本格実施されてから３年ほど経過したが、素計算については成果が見

られる。

○昨年度までは全校的に百マス計算が主体であったが、今年度からは算数科の授業と

絡めた実践ができるようになってきた （振り返り指導・レディネステストなど）。

○１００マス計算はタイムとして伸びが確認できるが、その他の補充的分野について

は、どの程度子どもたちの伸びが認められるのか検証していく必要がある。

○今年度から各学年の重点を決めて取り組むようにしてきたが、まだまだ６年間を見

通した全校的な評価規準が明らかになっていないので、今後の課題としたい。

○特に高学年ではさらなる教材の開発も必要であろう。

実 践 事 例 ４（算数科における習熟度別少人数指導）

第６学年 〔単位量あたり〕 習熟度別少人数指導の取組み
１．グループの編成のしかた

単元の導入となる第１時に導入を３０分で計画し、その後１５分間で本単元のレディネ

スとなる内容についての確かめプリントを行い、単元の指導計画をコースガイドとして児

童に説明する。それらを参考にしながら児童は、ばっちり学ぶコース（発展的コース）と

じっくり学ぶコース（基礎充実コース）に分かれる。

２．実践上の工夫

「じっくり学ぶコース」では、教科書教材をもとにして、できるだけわかりやすい形で

問題を提示して学習を進める。特に文章問題では、複雑な表現をわかりやすくしたり図に

表したりしてイメージしやすくすること、計算の複雑さを解消するためにできるだけ数値

を簡単にしたり課題に応じて電卓の使用などを考慮する。また、ペア学習としてとなりの

児童と考え方や答えを確かめ合ったり教え合ったりして自分の考えに自信をもたせたり、

まとめたことや前時の復習を話し合うことで理解を深めたりする。

「ばっちり学ぶコース」では、主に教科書の教材を用い、自力解決の時間を大切にしな

がら、ペア学習やグループ学習で考えを出し合ったり、友だちにわかるように説明したり

することで自分の考えをより確かなものにさせる。より理解を深めるために、振り返りカ

ードにより自分でもう一度じっくりと学習を振り返り、理解できなかったり、混乱したり

したことを確認する。また、発展学習として問題作りをすることで、学習してきたことの

確認をしたり、友だちの問題や適用問題をしたりすることで学習したことの定着を図る。

３．指導計画

時数 じっくり学ぶコース ばっちり学ぶコース 評価規準

・異種の２つの量の割合で表される量１ 混みぐあいを調べよう。

に関心をもち、単位量あたりの考えを・混んでいるとは？すいているとは？何か。

用いて比べようとする。(算数への関・同じ広さ〈面積〉ならば、同じ人数ならばどちらが

心・意欲・態度）混んでいるかわかる。

・異種の２つの量の割合で表される量２ 単位量あたりの考え方。 単位量を使って比べ方を考

について、単位量あたりで考えること・広さ〈面積〉も人数もち える。

ができる。がう場合の比べ方を知る。 ・広さ〈面積〉も人数も違

(数学的な考え方）う場合は、どうして比べる

・単位量あたりの考えを用いて、混み３ 単位量を使って比べ方を考 とよいか考える。

ぐあい、とれ高、密度などを比べるこえる。 ・人口密度

とができる。・単位量あたりの考え方を ・単価



(数量や図形についての表現・処理）使ってじゃがいも畑の収穫

・異種の２つの量の割合で表される量量を比べる。

について、比べ方や表し方を理解す４ ・人口密度 問題作り。

る。(数量や図形についての知識・理・単位量あたりの考え方を

解）使った問題を作る。

・速さについて関心をもち、身近な問５ 速さの意味と計算のしか 速さの意味と表し方。

題に生かそうとする。た。 ・単位量あたりの考え方を

(関心意欲態度）・速さの意味を知り、単位 使って速さを比べる方法を

・速さの意味を理解し、道のりや時間量あたりの考え方から計算 考える。

との関係を考えることができる。(数のしかたを考える。

学的考え方）６ 道のりの計算のしかた。 道のりの求め方を考える。

・速さの意味や表し方を知り、速さに・速さと時間の関係から道 ・速さと時間の関係から、

関する計算ができる。のりの計算のしかたがわか 道のりの求め方を考える。

(数量や図形についての表現・処理)る。

速さの意味や表し方、速さにかかわ７ 時間の計算のしかた。 時間の求め方を考える。

る計算のしかたを理解している。(数・速さと道のりの関係か ・速さと道のりの関係か

量や図形についての知識・理解)ら、時間の計算のしかたが ら、時間の求め方を考え

わかる。 る。

８ 練習 問題作り

・速さの問題を解く。 ・速さに関する問題を作

る。

９ 時速 分速 秒速 時速 分速 秒速

・時速、分速、秒速の相互 ・単位のちがう速さの比べ

関係がわかる。 (本時） 方を考える。 (本時）

・旅行計画を素材として単位量あたり１０ ・いろんな速さを比べる。 練習

の考えを使って計画を立てる。(数学・単位量あたりの考え方を

的な考え方）使ったいろんな問題を解

・単位量あたりの考えを使って計画をく。

立てたり、問題を解決することができ１１ 練習

る。(数量や図形についての表現・処・単位量あたりの考え方を 単位量あたりを使って

理）使ったいろんな問題を解 ・おじさんの家までの経路

・単位量あたりの考えが使われる場面く。 を単位量あたりの考え方を

を理解している。(数量や図形につい単位量あたりを使って 使っていろいろな観点から

ての知識・理解)・おじさんの家までの経路 総合して決める。

を考える。

速さから、料金から

１２ たしかめテスト

４．考察

６年生の算数科の学習は、前学年までのさまざまな学習が基礎に

なり展開されていく。ところが、児童一人ひとりの習熟度には大き

な個人差が生まれ、学習内容の理解度もちがってきている。そこで

算数科の学習は、ほとんどの単元で習熟度別少人数学習を行ってい

る。少人数で個々の理解度に応じて学習を進め児童一人ひとりが算

数の楽しさやわかる喜びを味わうことや、自分の考えを話したり友

だちの考えを聞いたりするなどの機会をたくさんもつことにより、自

信をもって学習できるようになってきた。

また、今までに学習してきた量に対してこの単位量あたりの考え方

は、２量の割合で表されることから、子どもたちにはわかりにくい量

の概念である。しかし、コース別学習を行うことで課題や数値を子ど



もたちの実態に合わせて提示することができたので、身近な問題場面を設定したり量感を

もちやすい素材を取り入れたりして、単位量あたりの考え方のよさや必要を理解させるこ

とができた。

第５学年 〔分数〕 習熟度別少人数指導の取組み

１．グループの編成のしかた

一昨年度から取り組んでいる算数の基礎の時間（１５分×週２回）で、単元の導入前

にその単元の実態調査をしてみると既習事項であっても忘れてしまっていることも多いた

め、振り返り学習を行う。その後、レディネスとなる内容についてのたしかめプリントを

行い、単元の指導計画をコースガイドとして児童に説明する。それらを参考にしながら児

童は、ばっちり学ぶコース（発展的コース）とじっくり学ぶコース（基礎充実コース）に

分かれる。

２．実践上の工夫

「じっくり学ぶコース」では、抽象的思考を苦手とする子が多い。そこで、まず具体的

操作を通して、等分することの意味や分数のイメージを豊かにしていく。そのうえで半具

体物や図を手がかりにして、数としての分数を理解させる。また、子どもの理解度に合わ

せて適切な課題を個別に与え、必要な支援をできる限りしたい。

｢ばっちり学ぶコース」では、計算には自信をもっている子が多いと考えられるので、

数の形式的操作だけでなく、図を用いて表現したり、わかったことを自分の言葉でまとめ

たりすることを大切にした学習を進める。また、自力解決の時間を多く取り、グループで

話し合ったり、友だちと教え合ったりして理解を深め合う時間を大切にしたい。さらに、

生活の中の数量を分数や小数で表して、数量についての感覚を豊かにしていきたい。

３．指導計画

じっくり学ぶコース ばっちり学ぶコース 評価規準

●単位分数の幾つ分と見ると、同分母の分１ 分数のたし算 分数のたし算

数の加減は整数の計算と同じようにできる・分数の概念の振り返り ・分数のたし算のしかたを

ことに気づく。(算数への関心）学習。 考える。

●同分母の分数の加減は単位分数の個数の・分数のたし算のしかた

加減として考えることができる （数量や図を考える。 。

形についての思考・判断）２ 分数のひき算 分数のひき算

●同分母の真分数と真分数の加法とその逆・分数のひき算のしかた ・分数のひき算のしかたを

の減法の計算ができる。(数量や図形についを考える。 考える。

ての表現・処理)

●同分母の真分数と真分数の加法とその逆

の減法の計算のしかたを理解している 〈数。

量や図形についての知識・理解〉

●整数の除法の結果を分数で表すことや分３ わり算と分数 わり算と分数

数を小数に、小数を分数に表すなど、分数本 ・商を分数で表せること ・商を分数で表すことがで

に親しみをもつ。(算数への関心）時 を知る。 きる。

●整数の除法の結果を分数で表すことや分４ 分数と小数 分数と小数の関係

数を小数に、小数を分数に表すことなどを・商を分数で表すことが ・分数を小数に表すことか

考える 〈数量や図形についての思考・判できる。 ら、分数と小数の関係がわ 。

断〉・分数を小数で表すこと かる。



●整数の除法の結果を分数で表すことや分ができる。

数を小数に、小数を分数に表すことができ５ 分数と小数の関係 分数と小数・整数の関係

る。(数量や図形についての表現・処理)・小数の振り返り学習。 ・小数と分数、整数と分数

●整数の除法の結果を分数で表すことや分・分数と小数の関係を知 の関係を整理し、分数につ

数と小数･整数の関係、等しい分数などを理る。 いて理解を深める。

解している 〈数量や図形についての知識・６ 分数と小数・整数の関係 等しい分数 。

理解〉・小数と分数、整数と分 ・分数には分母、分子の大

数の関係を整理し、分数 きさがちがう等しい分数が

について理解を深める。 あることを理解する。

７ 等しい分数 身近な数量と分数・小数

・分数には分母、分子の ・時間

大きさがちがう等しい分 ・長さ

数 が あ る こ と を 理 解 す ・量

る。

８ たしかめテスト

４ 考察

分数はわが国の日常生活ではあまり使われることのない数であり、子どもたちにとって

はなじみの薄い数である。操作表現や割合表現として用いられることはあっても、分母が

１０以下の簡単な分数が多い。そのために本単元では、算数的活動を多く取り入れ、具体

的な分割分数から抽象的な商としての分数へ発展させて、分数の理解を深めたいと考えて

学習を展開した。

また本単元では、４年生の分数の学習をさらに発展させて分数の理解を深めることにな

る。ところが子どもたちは、分数の概念理解が十分でなかったり思考を要する問題に抵抗

をもっていたりと個人差が大きかった。そこで、具体物を操作することを大切にしながら

スモールステップで学習を進めるコース(じっくり学ぶコース)、具体的操作活動や図を描

くことを元にしながら自分で考える学習体験を大切にするコース(ばっちり学ぶコース)を

設定し、習熟度別少人数指導の学習方法別の形態を取った。

特に「ばっちり学ぶコース」では、面積カードや実際の液

量を使って分数のたし算やひき算の意味を説明したり、商を

分数で表すことを説明したりする活動の中で理解を深めてい

った 「じっくり学ぶコース」では、まずは計算できること。

を基本にして指導し、具体物を使った算数的活動を取り入れ

分数の学習を深めていった。コース別に学習課題や授業展開

を変えて学習を行ったことにより、子どもたちは考えを出し

合い意欲的に学習を進められた。

（３）成果と課題

【本年度の研究の成果】

○読書量の増加（１か月間に学校図書館で借りた児童１人あたり平均冊数）

・１年生：４．７冊 ・２年生：８．６冊 ・３年生：１０．３冊

・４年生：８．３冊 ・５年生：５．５冊 ・６年生：４．２冊

図書館で児童一人が１年間で借りる本の平均冊数は、３４．３冊である。

昨年度と比べて飛躍的に増加している。これは 「本の時間 （ 分間読書）の大き、 」 10
な成果である。

○学習意欲の高揚…児童による自己評価より

（調査対象は３年生以上、平成１６年６月実施）

①「本の時間 （毎日の 分間読書）」 10



・楽しい：５７．４％、普通：３４．３％、楽しくない：８．３％

・読書量の増加や読書の習慣化に伴い、読書に対する子どもの評価も高まってきてい

る。本を読むことが、学校の生活の一部になってきた。

②「国語の基礎の時間 （モジュール、週あたり 分× 回、詩歌の音読）」 15 2
・ためになる：４４．３％、普通：５１．３％、ためにならない：４．４％

・音読や視写を繰り返しすことで、学ぶ楽しさと意欲につながってきた。

③「算数の基礎の時間 （モジュール、週あたり 分× 回、計算の習熟）」 15 2
・ためになる：６２．０％、普通：３３．３％、ためにならない：４．６％

・昨年度より高い評価をしている。年間を通しての取組みが子ども自身に実感できる

ようになってきたと考える。

④少人数指導（算数）について

・よくわかる：６３．６％、普通：３２．７％、わからない：３．７％

・昨年度に比べて、よくわかると評価した子どもの数が増加した。習熟度別少人数指

導を積極的に取り入れ、個に応じた指導が展開できたことによると考えられる。

○学力の伸び

①観点別学力到達度診断（ＣＤＴテスト 日本標準）の結果より

・国語と算数の総合における到達度の比較で、昨年度７７から今年度８０と、３ポイ

ント学力を押し上げた。全国平均も８０ということから、研究の浅い本校としては

大きな成果を得たことが実証された。

②国語の観点別到達度状況の変化

書く能力 ９１．７％ → １０１．４％

読む能力 ９７．５％ → １０２．５％

言語 ９８．７％ → １０１．３％

話す・聞く能力以外の３つの観点で、昨年度を大きく上回る結果となった。国語に

おける基礎・基本の力が身についてきた証拠である。

③算数の観点別到達度状況の変化

数学的な考え方 ９４．４％ → １０１．４％

表現・処理 ９５．３％ → １００％

知識理解 ９７．６％ → １００％

すべての観点で、昨年度を上回った。素計算の習熟や少人数指導の実施により、授

業が「わかる 「できる」ものになり、意欲が高まり学力の定着が図られてきたと」

考える。

④基礎計算力の推移

１～６年生の算数における基礎計算力を毎年子ども一人ひとりの結果として統計を

残している。その結果、基礎計算の取組みを始める前より着実に計算力の向上が見

られ、定着してきている。素計算の習熟や振り返り指導を「算数の基礎の時間」に

行ってきた成果であると考える。

【今後の課題】

○習熟度別少人数指導の充実と発展

・単学級小規模校の実態に合う習熟度別少人数指導（２コース制）の推進

・習熟度別少人数指導における学び合い学習（学習集団）のあり方

・自ら学ぶ学習への転換

・算数科だけではなく、他の教科における少人数指導の発展

○算数科における基礎・基本の徹底

・基礎・基本重視の観点からのカリキュラムの重点化（６年間の見通しに立って）

・年間計画と「算数基礎の時間 （モジュール）の指導計画の関連」

○国語科における基礎の拡充

・読書指導や図書館教育と「本の時間」を関連づけた指導

・優れた詩歌、散文（論理的文章）の音読、聴写などによる言語感覚や思考力の育成



・自ら調べる力の育成（国語辞典・漢字辞典の使い方の習熟）

○豊かな表現力の育成

・国語科をはじめ、教育活動全般における書く力、話す力の一層の育成。

（４）成果の普及方法

○研究会、説明会等の開催実績

・初任者研修における授業研究会

日時：平成１６年７月６日（火） 場所：愛東南小学校

対象：彦根市・犬上郡・愛知郡内 初任者

目的：研究成果の普及と話題（授業）提供

・愛知郡算数主任会 授業研究会（公開授業）

日時：平成１６年９月３０日（木） 場所：愛東南小学校

対象：愛知郡内 算数主任

目的：研究成果の普及と話題（授業）提供

・学力向上フロンティアスクール事業地区協議会

日時：平成１６年１０月２８日（木） 場所：愛東南小学校

対象：彦根市・犬上郡・愛知郡内（滋賀県内）小中学校教職員

目的：研究成果の普及

・平成１６年度 学力向上フロンティア事業全県報告会（ポスターセッション）

日時：平成１７年２月８日（火） 場所：滋賀県総合教育センター

対象：滋賀県内 小中学校教職員

目的：研究成果の報告

○フロンティアティーチャーとしての研究成果普及のための活動

平成 年度愛東町教職員全員研修会において、研究成果を発表16

【新規校・継続校】 ■１５年度からの新規校 □１４年度からの継続校

【学校規模】 □６学級以下 ■７～１２学級

□１３～１８学級 □１９～２４学級

□２５学級以上

【指導体制】 ■少人数指導 ■ＴＴによる指導

□一部教科担任制 □その他

【研究教科】 ■国語 □社会 ■算数 □理科

□生活 □音楽 □図画工作 □家庭

□体育 ■その他

【指導方法の工夫改善に関わる加配の有無】 ■ 有 □ 無

【特色ある取組事例として紹介したいポイント】

確かな学力を身につけさせるために、多角的・構造的に学力をとらえて「学校文

化づくり 「国語と算数の基礎の時間 「算数科における習熟度別少人数指導やＴ」 」

Ｔ指導」の３つの柱を立て、それぞれの取組みを深めている。


