
平成16年度 教育課程推進モデル校

研 究 報 告

研 究 主 題

自分の考えをもち、表現し、

主体的に学ぶ子どもの育成

「 」「 」 「 」－ 活動的な学び 協同的な学び 生活に生きる学び

の実現をめざして －

研 究 の 概 要

①具体物などを使った算数的活動、絵や図などを活用しながら考えを深める「活

動的な学び」を実現する。

②個々の活動の時間を確保するとともに他とかかわりあう場面を設定し、互いの

考えを尊重し合う「協同的な学び」を育成する。

③日常の生活経験を生かし見当をつけたり感覚的に判断したりし、自分の生活の

中に算数を生かそうとする「生活に生きる学び」を創造する。

以上のことに重点を置き、数量や図形についての感覚を豊かにし、多面的にもの

を見る力を培うともに、目的に応じて適切な使い方や活用ができる力を育てる。

高島市立新旭北小学校
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Ⅰ．学校の実態

１．地域の特色

本校区は、高島市の中央に位置し、琵琶湖と饗庭野（丘陵地）に挟まれる平地に田

園と住宅が広がる自然の豊かな土地であり、弥生時代の県内最大の高地性集落、県下

最大級の竪穴式住居跡や熊野本古墳群などの存在する歴史ある土地でもある。

人々は農業と繊維関連業を生業としていたが、近年は給与所得者が年々増えてきて

おり、新興住宅地が増加し、都市化する流れのなかで、生活様式や親の意識などに大

きな変化が見られるようになってきた。

２．学校の特色

「 」 、 、みつけ・みがき・かがやかせ を合い言葉に 一人ひとりの個性やよさを伸ばし

主体的に活動する子どもの育成をめざしている。特に 「大好き新旭～地域・環境・、

」 、 、 、 、福祉 をテーマに 共生 自主性 行動力の育成をめざした体験的な学習に取り組み

地域に根ざした学校づくりを推進している。

また、少人数授業や習熟度別指導など個に応じたきめ細かな指導を推進し、基礎・

基本の確実な定着を図るとともに、子どもを見つめ、よさを認め、心のふれ合いを深

める生徒指導の充実に努めている。

３．児童の実態

子どもたちは、全体的に素直で子どもらしく、誠実明朗である。また、指示された

ことは、まじめに取り組み確実にやり遂げようとする。一方、自主的、主体的に物事

を判断したり、ねばり強くやり遂げたりする力に乏しい面が見られる。

近年、不登校の問題はもとより、家庭環境や親の愛情に恵まれない、話を聞くこと

ができにくい、自らを表現することが苦手、集団に馴染めないなど、人との関わりが

うまくできない子が増えてきている。

Ⅱ．研究の構想

１． 研究主題

教科等 研 究 主 題

主体的に学ぶ子どもの育成算数科等 自分の考えをもち、表現し、

－「活動的な学び 「協同的な学び 「生活に生きる学び」」 」

－の実現をめざして

２．研究の目的
新学習指導要領の教育内容と授業時数の削減により 「学力低下」をめぐる議論が、

活発化している。全国学力調査などでは、算数や理科の好きな子どもの割合が低く、

学習意欲や自主性の乏しいことが指摘されている。しかし、どれほど学力は低下して

いるのか、学習指導上どのような課題があるのか明らかにされていない。

、 （ ） 、本校では 昨年度実施した３回の学力実態調査 チャレンジテスト などをもとに

児童のさまざまな活動の基になる「基礎・基本の確実な定着」という観点から、算数

科の学習指導上の具体的な課題の分析と考察を進めてきた。第一の課題は、基本的な

内容を習熟できるまで繰り返し学習する時間を確保できていないこと。第二は、新し

い教育課程が、学年を追って内容を付加していく編成（スパイラル型）からすべての

内容を一度だけ学ぶ（積み上げ型）の構造に変化したこと。第三は、難度の高い計算
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や内容が削減され、個々の知識の関連や構造が見えなくなったことである。より高次

の学びがあってこそ、今学んでいる学習内容も理解されていくと考えられる。第四に

は、問題文の読み方を身につけ、立式する力をつけることである。

以上の課題を解決していくため、今年度は、①具体物などを使った算数的活動、絵

や図などを活用しながら考えを深める「活動的な学び」を実現する。②個々の活動の

時間を確保するとともに他とかかわりあう場面を設定し 互いの考えを尊重し合う 協、 「

同的な学び」を育成する。③日常の生活経験を生かし見当をつけたり感覚的に判断し

たりし、自分の生活の中に算数を生かそうとする「生活に生きる学び」を創造する。

ことに重点を置くことにした。数量や図形についての感覚を豊かにし、多面的にもの

を見る力を培うとともに、目的に応じて適切な使い方や活用ができる力を育てていき

たいと考える。こうした取組みを通して、基礎・基本と自ら学び自ら考える力を身に

つけ、主体的に学ぶ子どもの育成を目指し、本主題を設定した。

３．研究の内容

○ 研究主題のとらえ方

主体的に学ぶ子どもの育成自分の考えをもち、表現し、

【自分で考える力を育てる】

・自立解決するための学び方（算数的活動、絵や図などの活用）

・考えの道筋を大切にする姿勢

【表現する力を育てる】

・自分の考えを伝え合う力（こう考えて、こういう図を描き、こう解決した ）。

・互いの考えを尊重し合う雰囲気

【主体的に学ぶ力を育てる】

・算数のよさ（記号化、一般化）を生かす力

・見つけた喜び、解決していくまでの緊張感、解決できた充実感

－－「活動的な学び 「協同的な学び 「生活に生きる学び」の実現をめざして」 」

【活動的な学び】

・作業や体験などの算数的活動を取り入れ、児童の主体的な活動が中心となるもの

にする。

・具体物、絵や図などを活用して児童にとって楽しいもの、分かりやすいもの、感

動のあるものにする。

【協同的な学び】

・個々の活動の時間を確保するとともに他とかかわりあう場面を設定し、互いの考

えを尊重し合うものにする。

・互いに教え合ったり、友だちの考えやよさに学んだりできる。

【生活に生きる学び】

・日常の生活経験を生かし見当をつけたり感覚的に判断したりし、自分の生活の中

に算数を生かそうとする。
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４．研究の方法

○ 『確かな計算力』をつけるために

・レディネステストや学力実態調査を実施し、個々の実態把握や児童一人ひとりの基

礎的・基本的な内容の習熟度をチェックする。

・習熟度別編成による少人数指導の改善に力点を置き、基礎・基本の徹底を図るため

きめ細かな指導を推進する。

・ みがきの時間」を設定し、基礎・基本の確実な定着を目指す。「

○ 『 式に表す力』をつけるために問題文の読み方を身につけ、

、 。・学習課題を確実に把握するため 事象を数理的にイメージ化させる方策を考える

・算数的活動や絵や図などの活用を通して筋道を立てて考える力を育てる。

○ 『生活に生かそうとする力』をつけるために

・日常生活に結びついた学習の題材を取り上げ、学習と生活の関わりをもたせる。

・生活経験や体験的な活動を通して、見当をつけたり予想をしたりして感覚的に判断

する力を育てる。

５．研究活動の経過

月 校 内 研 究 の 内 容

４ 研究主題についての共通理解や方向づけ

研究の進め方・取組みについての具体的な方策

５ 算数的活動の位置づけと少人数授業や習熟度別指導の有効性を探る。

６ 第１回授業研究会 第４学年 算数科「三角形と角」

（辺の長さや角の大きさに着目し、図形の見方や感覚を育てる活動）

７ 第２回授業研究会 第６学年 算数科「平均」

（平均を求める式やグラフを用いて課題解決する活動）

第１回チャレンジテスト（学力実態調査）

８ 学力実態調査の分析と研究活動についての検討・確認

９ 第３回授業研究会 障害児学級 生活単元学習「プレイランドで遊ぼう」

（一人ひとりのニーズに対応した指導の視点や学習内容の工夫）

第４回授業研究会 第１学年 算数「３つのかずのけいさん」10
（具体場面から、数量の関係をつかみ式に表す活動）

第５回授業研究会 第３学年 算数科「あまりのあるわり算」11
（あまりの意味の理解とその処理の仕方を考えさせる手だて）

第６回授業研究会 第２学年 算数科「 かけ算（２ 」12 「 ）

（ １つ分の大きさの幾つ分」ととらえる見方を育てる活動）「

第２回チャレンジテスト（学力実態調査）と学力実態調査の分析

１ 第７回授業研究会 第５学年 算数科「割合をグラフ」

（図や数直線を使って割合に関する問題の解決方法）

２ ２年次研究のまとめ、紀要編集

３ 次年度の研究の方向について検討
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Ⅲ．実践事例

１年算数科 「３つのかずのけいさん」の実践

●具体場面から、数量の関係をつかみ式に表す活動

◇基地・バス・色玉など場面設定を工夫し、数の増減を実体験させる実践

本単元では、具体場面から３つの数を１つの式に表し、その計算のしかたを理解させ

ていく。これは次単元以降の和が１１以上になる１位数と１位数の加法やその逆の減法

の計算原理や方法の基礎となる。

どんな場面で加法や減法を使うのか（加法では合併と増加の場面・減法では減少と比

較の場面）はしっかり定着していない子も見られ、加法減法の意味と式との結びつきが

弱いと感じる。そこで、本単元の学習ではグループごとに設定した具体物（バス・基地

・色玉）を使った問題で考えることで、場面設定を的確にとらえ、数量の関係を式に表

していくことに重点を置くことにした。導入段階では十分に活動する時間を確保し、数

が増えたり減ったりする感覚を体験・実感させる。また、加法、減法、加減混合のそれ

ぞれの場面でも同じ具体物を使うことでより学習を深められるようにと考えた。

学級を解体した３つのグループに分かれて学習を進めることにした。

①多人数の中では思いを表現しにくい子も気軽に思いが出せる、大勢の中ではうまく聞

き取れない子が活動できる場となる。

②具体物の操作などの直接体験の場を十分に設定することで思考、理解をより深める。

③一人ひとりの子どもの様子を教師がしっかり見取り、個に応じてきめ細かな支援をす

ることができる。

といった効果があるものと期待する。さらに、個別支援が必要な子についてはＴＴ指導

を行うことにした。

秘密基地グループ バスグループ 色玉グループ

学習課題１ 学習課題１ 学習課題１

。・子どもが８人遊んでいます。 ・バスに８人乗っています。 ・箱に玉が８こはいっています

・４人帰りました。 ・公園前で４人降りました。 ・はじめに４こ出しました。

・３人遊びに来ました。 ・学校前で３人乗りました。 ・次に３こ入れました。

。・子どもは、何人になったでし ・子どもは、何人になったでし ・玉はいくつになったでしょう

ょう。 ょう。

・基地をつくったり、遊んだり ・バスとバス停をセットし、興味 ・ブラックボックスを使っての

して興味付けをする。 付けをする。 学習への意欲付け

・板書を活用しながら数の増減 ・実際にバスに乗降して、課題を ・出し入れの操作をしながら

をとらえる。 とらえる。 「＋ 「－」につなげる。」

・場面や個に応じブロックを使 ・ブロックを使って「＋ 「－」 ・おはじきを使って「＋ 「－」」 」

って「＋ 「－」を確かめる。 を確かめる。 を確かめる。」
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４年算数科 「三角形と角」の実践

●辺の長さや角の大きさに着目し、図形の見方や感覚を育てる活動

◇習熟度に応じたコース別学習内容・展開を工夫した実践

本単元では、辺の長さの相互関係に着目をして三角形をとらえ、分類する。２辺が等

しい三角形を「二等辺三角形 、３辺が等しい三角形を「正三角形」ということを知ら」

せ、それらの概念を理解させていく。二等辺三角形と正三角形を弁別する活動では、等

しい長さを調べるのにコンパスを活用させ、次の作図へとつなげていく。作図に関して

は定義をもとに作図ができるようにしていく。また、本単元で初めて図形を構成する要

素として「角」の概念を導入する。いずれの場面でも、二等辺三角形と正三角形を対比

させながら、学習を展開していく。それぞれの学習場面において図形を操作する時間を

十分確保することによって、二等辺三角形や正三角形の概念をより明確にさせたい。

気軽に自分の考えを出し合いながら、学習の定着が図れるよう４つのグループによる

少人数学習を取り入れることにした。またレディネステストの結果に個人差が見られた

ことから、習熟度別とした。各グループでは子どもたちの実態にあわせて学習を展開し

ていくため、進度や内容に違いをつけた。

Ａイチゴ ：自力解決重視、発展問題にも取り組む。

Ｂリンゴ・ブドウ：友だちと考えを出し合いながら、教科書にそって学習を進める。

Ｃメロン ：個別指導の重視、基礎を反復しながら学習を進める。

コース別 単元構成
次 Ａコース Ｂコース Ｃコース

三角形、頂点、辺の第１時

用語の振り返りや比較のため

の用具について想起させる。

いろいろな三角形を ４種類のストローを ４種類のストローを第１時 第１時 第２時

分類し、その根拠を話し合う。 辺としていろいろな三角形を 辺としていろいろな三角形を

作り、分類する。 作り、分類する観点の例をあ

げ分類する。１
辺の長さを観点に分 辺の長さを観点に分 辺の長さを観点とし第２時 第２時 第３時

類し、正三角形、二等辺三角 類した結果から二等辺三角形、 て三角形を分類し二等辺三角

形について確認する。 正三角形の定義を知る。 形、正三角形の定義がわかる。

二等辺三角形や正三 二等辺三角形や正三第３時 第４時

角形の弁別の仕方を既習の用 角形の弁別の仕方を既習の用次
具を使う方法から考える。 具を使う方法から考える。

三角形を弁別した方 三角形を弁別した方 三角形を弁別した方第３時 第４時 第５時

法から、二等辺三角形をかく 法から、二等辺三角形をかく 法から、二等辺三角形をかく

方法について話し合う。 方法について話し合う。 方法について話し合う。

正三角形をかく方法 正三角形をかく方法 正三角形をかく方法第４時 第５時 第６時

について考え、作図する。 について考え、作図する。 について考え、作図する。

形としての角の概念 形としての角の概念 形としての角の概念第５時 第６時 第７時

を理解し、角の大小を比べる。 を理解し、角の大小を比べる。 を理解し、角の大小を比べる。

いろいろな大きさの いろいろな大きさの いろいろな大きさの第６時 第７時 第８時

二等辺三角形や正三角形に共 二等辺三角形や正三角形に共 二等辺三角形や正三角形に共２
通する特徴を調べる。 通する特徴を調べる。 通する特徴を調べる。

三角定規を２枚組み 三角定規を２枚組み第７時 第８時

合わせて正三角形や二等辺三 合わせて正三角形や二等辺三次
角形を作る方法を考える。 角形を作る方法を考える。

１辺の長さを決め、第８時

いくつものいろいろな二等辺

三角形を作図し、分類する。
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６年算数科 「平均」の実践

●平均を求める式や表やグラフを用いて課題解決する活動

◇問題文の読ませ方や事象をイメージ化させるための実践

本単元では、平均の意味やその求め方の学習をする 「平均」ということば自体は、。

、 。 、「 」身長や体重等で 子どもたちは日常的に使っている場合が多い その意味では 平均

の学習はまったく新しい内容とはいえない面もある。

しかし、これらの経験は「平均を求めよう」と特に意識されたものではなく、また、

求めた平均の値の意味を深く理解しているわけでもない。

ここでは 「ならす」ことを具体的に経験させることをしたい。水、ジュース、牛乳、

などをコップでならしたことがある児童もいると思われる。その具体的操作から、グラ

フをならしていく操作に移行させる。

次に「平均値の増減」から考えさせる方法もあることを知らせる。平均値から、プラ

、 。 、 。ス マイナスで表現していくことの意味をつかませたい その後 式で考えさせていく

また、活用場面として、自分の歩幅を使ったさまざまな長さの測定を行ったり、資料

を比べる際に、平均の考え方を使ったりして調べる方法などについて学習していく。

１．学習課題をつかむ。

ある週の欠席者数の平均を調べたら、９人でした。金曜日の欠席者は何人でしょう。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

人 ７人 ５人 人 ？12 11

課題文をメモを取りながら聞き取り、要点を押さえる。

課題文を聞き取ることにより集中力を増し、自己解決への意欲を高める。

２．具体物などを使って課題解決する活動

① グラフをかく。 操作をしながら解決をはかる。

ブロックを使う。

② 平均値の増減をもとに数の操作をしながら解決をはかる。

月＋３ 火－２ 水－４ 木＋２ ＝－１

③言葉の式で考える。

平均値×５日 － 月曜～木曜の人数 ＝金曜の人数

④数式で考え、当てはまる数値の導く。

（ ＋７＋５＋１１＋□）÷５＝ ９12

平均の意味についての理解を深めるための活動であった。平均は、ばらつきのあるもの

をならしていくという考え方のもと具体的な操作を通して解決をはかっていた。しかし、

①、②、④の操作では課題解決できたものの、求める式を立てることができない 「操作。

活動」と「式に表す力」とが結びつきにくいことがある。

小学校の算数科では、１つ１つ理屈で考え、図や表をかいて目で確かめながら解いてい

く。一方、公式に当てはめ、式の変換などから機械的に計算する場面が少ない。この両方

の使い方ができるようしていくことが課題となった。
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（％）●チャレンジテスト 学力実態調査 の結果と考察（ ）

問題 観点 習得学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
２＋６ 和が１０以下 １年 ９２

加 ９＋４ 繰り上がり １年 ９７
法 50+70 何十の和 ２年 ８８
237+366 ３位数の加法 ３年 ９３ ８７ ９８ ９８
８－７ 繰り下がりなし １年 ８３
１４－９ 繰り下がり １年 ９５

減 120-60 何十の減法 ２年 ８２
法 130-74 ２位数の減法 ２年 ８７ ７６
500-127 ３位数の減法 ３年 ７５ ８４ ８６ ８６
７－２＋３ 混合式 １年 ９２
８×４ 乗法九九 ２年 ９５

乗 ７×９ 乗法九九 ２年 ９７
法 873×９ ３位数×１位数 ３年 ９０ ８６ ９２
24×53 ２位数×２位数 ３年 ７０ ９０ ８３

除 817÷4 3位数÷1位数 ４年 ９０ ５８
法 612÷18 ３位数÷２位数 ４年 ９０ ７５
題 ７－５ 減法の求差 １年 ７７
意 ４□５〉４７８ 数の大小 ２年 ７７
の 図形理解 直角の判別 ３年 ８０
読 0.5,0.8,1,1.2 小数の大小 ４年 ９７
解 90×(30+20) 混合式 ４年 ７０
長さと面積 かわり方 ５年 ７６
８＋５ 加法の立式 １年 ９２
２８＋３７ 加法の立式 ２年 ９５
８－２ 減法の立式 １年 ８５

文 ３４－１６ 減法の立式 ２年 ９２ ９７
１０５－１７ 減法の立式 ３年 ９８

章 1000－750 減法の立式 ３年 ８１ ９７ ９８ １００
４５×３ 乗法の立式 ３年 ９９

題 １．５×２８ 乗法の立式 ５年 ９０
２７０×４ 道のり ６年 ９３
24÷６ 除法の立式 ３年 ７８
５２０÷４ 除法の立式 ４年 ７８ ８２
１４÷0.4 割合 ５年 ５４

考察

１年…題意の読みが不十分で答え方がわからない。

２年…繰り上がりのある加法や繰り下がりのある減法の計算は身に付いている。

文章題では、題意の読みが不十分で答え方がわからない子がいる。

３年…２位数の減法の補充が必要である。

文章題では、立式はできているが、減法計算での誤答が多い。

４年…２位数の乗法計算・３位数の減法計算技能が身に付いていない。

除法の意味理解と計算方法の補充が必要である。

５年…小数の乗法の意味理解が不十分である。

除法の意味理解と計算方法の補充が必要である。

６年…除法計算の補充が必要である。

割合の考え方の補充が必要である。

対策

・計算技能が身に付いていない単元の補充的な指導を行う。

、 、 。・量と測定の領域では 量感覚を身につけられる活動を取り入れ 生活につなげる

・文章題に対する具体的方策を考える。

題意を読み取らせる手だて。 図や絵を活用し、数量関係をイメージ化。

答えの見当を立て、立式につなぐ。 文章題の学習場面を多くもつ。
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Ⅳ．成果と今後の課題
（１ 「活動的な学び」）

児童が主体的に活動し、自ら課題に向かい取り組ませるため、作業や体験などの算

数的活動を取り入れたり具体物、絵や図などを活用したりして、楽しく・分かりやす

い・感動のある学習にしていきたいと考えた。問題解決の学習過程の中で、各学年に

応じて算数的活動を工夫し児童の主体的な活動が中心になるよう取り組み、次のよう

な成果が見られた。

○ 調査や測定あるいはゲーム性があるなど、活動の楽しさや数理的な処理のよさに気

づくことができた。生活場面に密着した学習課題を取り上げ、ゲームを通して楽しく

数に慣れ親しむことができた。

○ 絵や図などを使って目で確かめながら課題解決していこうとする追求の場を設定す

ることができた。

○ 具体物などを使った作業的・体験的な活動を通して、抽象的なしくみや方法を自分

で見つけていくことができた。しかし、具体的操作で学習した考え方と立式とをつな

ぎにくいといった課題を残した。

（２ 「協同的な学び」）

個々の活動の時間を確保するとともに他とかかわりあう場面を設定し、互いの考え

を認め合ったり互いに教え合ったりしながら、友だちの考えやよさに学んだりできる

よう取り組んだ。

○ ゆったりとした雰囲気の中で課題に対して、じっくりと考え、自分なりの考えをま

とめることができた。友だちの考えとの違いやよさに気づき、より高次な考え方を導

き出すことができた。

○ 子どもの習熟度や学習のペースに合わせた指導過程を組織し、個に応じた学習を進

めることができた。計算や作業に時間がかかる子に対して、じっくりと取り組むため

の配慮を心掛けた。

○ 個々の考えを出し合いながら、互いに学び合い、高め合う学習場面を展開し、みん

なで学ぶことの楽しさを実感することができた。

（３ 「生活に生きる学び」）

日常の生活経験を生かし見当をつけたり感覚的に判断したりし、自分の生活の中に

算数を生かしたりできるようにした。算数で学習したことが生活の中で直面した問題

の解決に生かされることによって、学習が意味あるものとなり、算数のよさを実感す

ることができると考え、学習と生活を結びつくよう実践した。

○ 日常生活に結びついた身近な学習の題材を取り上げ、学習意欲を高め課題に向かう

姿勢が高まった。日常経験していることをもとに、考える糸口になることが多くあっ

た。

○ 算数で学習でしたことを使って、身の周りの物の測定・作図・数の処理などが生活

場面に生かされるようになってきた。

こうした「３つの学び」の実現をめざし 「確かな計算力 「式に表す力 「生活に生、 」 」

」 、 。 、かす力 をつけるため 個に応じた指導など多様な指導形態を工夫してきた その結果

「少人数授業は楽しい 「算数がちょっと好きになった 」という子どもたちの声を聞。」 。

くことができるようになった。一方、繰り返し練習しないと計算方法を忘れてしまった

り、答えは求められるが式に表したりできないという課題も残されている。

しかしながら、この「３つの学び」を実現することにより、子どもたちの主体的な学

びが育ち、考える道筋を明確にすることができるようになった。この学びを繰り返し繰

り返し行うことが、基礎・基本の確実な定着につながるものと考える。


