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は じ め に

今日 「学力向上」が大きな学校教育課題となっており、子どもの学力を確かなものにし、

ていくには、学習指導法改善が第一というのが大方の受け止めになっている。

確かに 「教師は授業で勝負する 」の通り、教師は自らの永遠のテーマに立ち向かうこと、 。

が求められるし、教育（指導）の個別化は 「わかる・できる」に向けての日常の営みでな、

ければならない。また、このことに教師は無頓着であるはずはなく、むしろ粉骨砕身、個別

支援にあの手この手の工夫の毎日である。

少人数指導の在り方研究も、加配教員の配置や指導体制の組織的な見直しと相俟って、

指導と評価の一体化を進める校内研究の重要な柱となり、目下、習熟度別編成指導の工夫

に向けた新たな実践段階を迎えているところである。

さらには、計算等の反復習熟練習が脳の前頭前葉のはたらきを活性化するのに有効である

ことが科学的に裏付けられ、こうしたドリル学習が一時的流行のものとしてあるべきはないと

いうことも明らかになり、一単位時間の展開の工夫にも手応えと確かな展望が感じられるよう

になった。

しかしながら、現在、学ぶ子どもの姿がまだまだ皮相的としか捉えられないことに大きな

指導の「壁」を意識せざるをえないところに、今日の教育の本質的（根元的）な難しさがあ

るように思われる。

私どもは、平成１５・１６年度の２年間における「学力向上フロンティア事業」の取り組みを通

して、学習指導法改善を、単に教育方法論としてだけではなく教育目的論として捉えるべき

であることを痛感するに至った。すなわち、少人数化を中心とした指導形態の工夫や教材の

論理を単純明解にする工夫もさることながら、より大切にしなければならないのは、感性や

注意集中力等が個々に鈍化している子どもたちを、学齢本来の発達の域に立たせることに主

力を注ぎ、子どもの「発達と心理」の面での学びの土台づくりに向けた学校挙げての組織的

・体系的な探究が必要であると理解した。すなわち、学力の個人差を発達の差と捉え、同

学年の中に異学年の子どもが混在していると見るがごときの指導対応（個別化）が、高学年

になればなるほど強く求められるということである。

、 、本校におけるこの事業の取り組みは ようやく緒についた段階といわなければならないが

今後は重点教科（算数科）にとどまらず、全ての教育活動において取り組むべきであること

は確かであると思われ、大きな山を前にして立つの観がある。

子どもたちの学力実態の細かな分析をもとに、これからの教育課程経営の抜本的改善への

挑戦を続けなければならない。

研究の推進に当たり、県・市教育委員会をはじめ、懇切丁寧なご指導を賜った多くの関係

、 。者の皆様に心より感謝申し上げるとともに 引き続きよろしくお願いを申し上げる次第である

平成１７年１月

校 長 箕 浦 捨 夫
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Ⅰ 研究主題
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Ⅱ 主題設定の理由

学力向上フロンティア事業の１年次である昨年度は、これまでの取り組みを土台としながら

学力向上をめざした算数科での指導体制と研究体制の確立に向けた研究が中心であった。

本校は、児童数１０００名を越える大規模校である。少人数指導を中心とした多様で柔軟な指

導体制の工夫を進めることが、本校の授業改善に向けた主要な課題である。大規模校であ

るがゆえに指導者も多く児童の実態に応じた学習形態がとりやすいという面がある一方で、

児童の見取りや指導者間の連携、学習場所の確保等の面では、大規模校であるがゆえの問

題点も浮き彫りになった。試行錯誤する中で、学級少人数指導体制を中心としながら学年少

人数指導体制も取り入れて指導することが、本校にとって個に応じたきめ細かな指導を進め

るためにより効果的であることがわかってきた。昨年度の研究は授業改善に向けた大枠を見

定めるものであったといえる。

本年度は、学習指導の具体的な内容に踏み込んでいかなければならないと考える。児童

が「学ぶ楽しさや充実感を味わうことができる学習」をつくりだすことによって学習意欲を高

め、児童のその主体的な学習への関わりが学習習慣の確立や確かな学力につながるものと

確信する。そのためには、授業の中で個に応じたきめ細かな指導をいかに進めていくか具体

的な実践を通して研究を進める必要がある 「さらなる指導体制の工夫」や「学びが連続す。

る単元構成と学習形態工夫 「評価の工夫」等の視点で授業改善に取り組んでいきたい。ま」

た、授業を取り巻く「教職員研修の充実」や「保護者との連携」等といった視点でも取り組

みを深めていきたいと考える。

Ⅲ 研究の内容と方法

(1)研究目的

これまでのＴＴ等による指導法の経験や昨年度の研究成果を生かし、少人数集団による学

習指導の積極的な推進を含め、児童の学力向上に関わる学習指導体制の工夫、授業改善、

教職員研修等に取り組むことによって、個に応じたきめ細かな指導を進める。

このことにより、児童一人ひとりの確かな学力の定着と学習習慣の確立を図るとともに、学

ぶ意欲の向上を図る。

(2)研究仮説

少人数学習指導の工夫や個に応じたきめ細かな学習指導等の授業改善と学習環境の

整備などの充実を図れば、児童が主体的に学習に取り組み学習習慣や確かな学力を身

につけることができるだろう。

(３)めざす子どもの姿

算数科での研究を通して、めざしたい子どもの姿を次のように設定した。
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学校教育目標

「多様な学びの積み重ね」を通して、次なる子どもの育成をめざす

◎ 真剣に学び、自分の力を伸ばそうと努力する子ども

◎ 「いのち」を大切にし、みんなと共に心を磨き合う子ども

◎ めあてを持って自ら鍛える子ども

児童合い言葉

かがやく瞳・はずむ声

研究でめざしたい子どもの姿
○学ぶ楽しさを味わう子ども

○進んで基礎・基本を身につける子ども

○学んだことを進んで活用し、筋道を立てて考える子ども

○互いに認め合いながら、進んで学び合う子ども

(４)研究内容

○児童の実態や学習状況に応じた柔軟な学習指導推進のための指導体制の工夫

○学びが連続する単元構成と指導形態の工夫

・少人数学習指導を生かした学習指導の改善

・ＴＴを生かした学習指導による学習指導の改善

・多様な手法を生かした総合的な学習指導の改善

○基礎基本の徹底

○学習に集中し互いに高め合おうとする学習態度の育成

○児童の学習意欲を高め深く考えさせる教具の工夫

○児童の学習状況を確かに見取る評価方法の工夫

○学習を見通し学習意欲を向上させる環境の工夫

○保護者との連携の強化

○教職員研修の充実

○研究評価の工夫
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(５)研究方法

学力向上推進委員会（校長、教頭、教務、少人数加配）を設け、学力向上に関する実践

研究の推進を図る。また、学力向上推進委員会を受けて少人数学習推進委員会（教務、各

学年主任、少人数加配）を開催し具体的方針を検討する。その方針のもとに各学年部で具

体的実践研究を進める。

具体的には以下の要領で実践し、研究を進める。

①少人数学習指導の取り組みについて

○実施学年

全学年（１年はＴＴを基本とする）

○少人数学習指導を行う教科

算数科（１年は複数指導加配により全領域で実施、２年は「数と計算」を中心とした単

元とするが児童の実態や単元の特性に応じて実施、３年～６年は全単元を対象とするが

児童の実態や単元の特性に応じて実施）

○少人数学習指導者

担任、少人数加配教員、教務部、複数指導加配（１年）

※本校は学級数が多いので、少人数指導加配教員だけでなく教務等も含めた指導体制

をとり、効率的な指導を確立していく。

○指導方法

１年はＴＴによる指導、２年は単元に応じてＴＴ等による指導、中･高学年は児童の実態や

学習内容に即し多様な指導法の一つとして学習形態を工夫した少人数学習指導を行う。

具体的には担任、教務、少人数加配教員が協力して次の事項を行う。

ア、指導計画や指導案の作成

イ、必要な教材教具の作成

ウ、少人数学習集団の編成

エ、学習カルテ（評価）の作成と個に応じた支援のあり方の検討

○少人数学習集団の編成

少人数学習集団の編成に当たっては、子どもの実態や学習展開に応じて学ぶ意欲が

高まるよう習熟度別グループ編成を中核とするが、等質グループ編成、学級一斉授業

等も取り入れる。

習熟度別グループ編成にあたっては、個別の指導も取り入れながら子どもにグループ

を選択させる。

②補充指導の取り組みについて

○補充指導

・各学年で月ごとに裁量の時間や補充指導枠の時間を中心に補充指導計画を立て

実施する。

・長期休業中に補充指導を実施する。

③朝学習「長小タイム」等の取り組みについて
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○長小タイム（朝の１５分学習）

・計算問題、漢字学習、読書に取り組む。

・児童の学習意欲を高めるための指導の工夫をする。

○「長小タイム」計算・漢字プリントの整備

○授業の中での繰り返し練習

。（ 、・算数科の授業のはじめに毎回５分間程度の計算練習を実施する １００マス計算

プリント等）

④授業研究と研修会の実施および「学力向上推進委員会だより」の発行

○複数指導および少人数指導等学習形態を工夫した研究授業の実施

○算数科に焦点を当てた研修会の実施

○学力向上に関する情報交換を目的とした「学力向上推進委員会だより」の発行

⑤保護者との連携強化

○補充指導における保護者の希望聴取

○学校だより「開知」への学力向上に関する記事「学力向上シリーズ」の掲載

(6)研究推進体制

校長

教頭

全体研究会

学力向上推進委員会（校長、教頭、教務）

少人数学習推進委員会（教務、少人数指導加配教員、各学年主任）

各学年部会

①全体研究会

○学力向上に関わる全体研修会や共通理解を行う。

○授業研究などの研究協議会や研修会を行う。

②学力向上推進委員会

○学力向上に関する研究推進の全体計画の企画運営をする。

○研究活動の連絡・調整をする。

○研究資料等の収集を行う。
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③少人数学習推進委員会

○学力向上推進委員会をうけて少人数学習推進委員会を開催する。

・少人数指導の具体的実施方法についての検討

・少人数指導の取り組みの評価

・その他、公開授業の実施に関する事項等、必要に応じて開催する。

④各学年部会

○単元の進め方、学習形態、編成等を検討する。

○児童の学習状況や指導内容について日々の連携を行う。

( )研究計画7

（１学期） 4･5月；具体的実施方法について

実施についての検討

７月；補充指導「のびのび学習」準備

１学期の取り組みの反省について

２学期の取り組みについて

（夏季休業期間中 ；教材教具の作成）

研修会の実施

（２学期） １０月；研修会の実施

（２学期末） ；２学期の取り組みの反省について

３学期の取り組みについて

（３学期） １月；公開授業の実施

研修会の実施

（３学期末） ；実践のまとめ

評価、来年度に向けて



Ⅳ 研究の実際

１ 授業づくり
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(1) 指導体制の工夫

本校は児童数１０００人を越える大規模校である。昨年度は、興味・関心や学習状況、

習熟度等の児童の実態に応じて柔軟な指導形態が設定できるように、算数科で少人数指導

を実施した。実施にあたり、次のような指導体制をとった。

少人数指導の指導時間および少人数グループ数

１年 （複数指導加配の指導実施計画による）

２年 各学級週２時間

３～６年 各学級週５時間（５年のみ９グループ、他の学年は８グループ）

３学年以上の学年において、学年で統一して同一時間に一斉に実施する。

その結果、次のような効果があった。

各学年８～９のグループでの少人数指導の効果

・学級を越えて児童の交流が生まれ学習に活気が出た。

・単元末の発展学習等では、児童の興味・関心に応じた多様な課題を設定す

ることができた。

・習熟度別少人数指導を場合、児童の実態の応じた課題を設定し、児童に選

択させることができた。



- 8 -

一方、課題も多かった

各学年８～９のグループでの少人数指導の問題点

・８～９グループが同一時間帯に教具を使用するため教具が不足した。

・８～９グループの教室の確保が難しかった。また、算数科の学習に適した

教室ばかりではなかった。

・８～９グループの進度を調整するために、児童の取り組みにあった応じた

柔軟な指導をすることが難しかった。

・８～９人の指導者が日々の授業について打ち合わせをする必要があったた

め協議時間を設定することが困難であった。

・５学級の児童がグループ間を移動するため、関心・意欲・態度の評価につ

いて担任と少人数指導担当者との連携が難しかった。学習カルテの活用の

工夫が必要であった。

昨年度前半の学年算数科の取り組みの成果を生かし、さらにきめの細かな指導の推進を

図るために、指導体制の強化を行った。昨年度後半より次のような体制で少人数指導を実

施した。

○指導方法

１年はＴＴによる指導、２・３年は単元に応じてＴＴ・少人数等による指導、

４～６年は児童の実態や学習内容に即し学習形態を工夫した少人数学習指導を、

学級担任と当該学級担当の少人数学習指導者との２名で行う。

○少人数学習指導時間

・１年 （複数指導加配の指導実施計画による）

・２・３年 週２時間

・４～６年 最大週５時間

その結果、次のような成果があった。

学級２名体制（指導者固定）での少人数指導の効果

・一人ひとりの児童の変容について２名の指導者で継続して見取ることがで

きるようになり、児童理解も深まった。

・児童の学習状況により、柔軟な指導ができるようになった。たとえば、児

童の理解が不十分な場合は、２人の教師で連携をとって指導計画等を変更

しながら授業を進められるようになった。

・教師間の打合せが効率的に進められるようになった。

少人数グループ数が少なくなったことによって、児童の選択肢が少なくなった。今後、

単元によっては学年少人数指導をいかに取り入れていくかが課題である。
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(2)学ぶ楽しさや充実感を味わうことができる授業の創造

① 学びが連続する単元の開発と指導形態の工夫

子どもたちが主体的に学習に取り組むためには、学習活動に次のような要素が必要だと

考える。

○子どもが自分なりに取り組み、それが一人ひとりのよさや特性を生かし多様な結果

を生むような課題や活動がある。

○一人ひとりの取り組みの共通点や違いを確認・検討し、新たな課題を見つける活動

がある。

○子どもが学習状況や興味・関心に応じて自分に合った学習活動や課題が選択でき

る。

○子どもに学習の計画や解決の見通し、学習の出口が見える。

子ども主体の学習を成立していくためには、上のような要素が授業の中に必要である。

このような授業をつくっていくためには、導入段階での体験的な活動を大切にしたい。導

入段階で学習内容に興味・関心を持ち、課題を発見し、解決への見通しや学習計画を持つ

ことが、子どもにとって「学びが連続する」学習になるかどうかに大きく関わっているよ

うである。さらに、一人ひとりに応じた学習を進めていくためには、指導形態を工夫し個

に応じた学習が進められるような支援をしていく必要がある。

本校では算数科を中心に学習内容や児童の実態等に即して個に応じたきめ細かな指導が

できるよう、低学年では「複数指導 、中学年・高学年では「少人数指導」を中心に取り」
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入れて指導形態の工夫を行っている。一斉指導では「複数指導」を取り入れて 「習熟別、

」「 」「 」「 」グループ編成 集団間等質グループ編成 課題別グループ編成 方法別グループ編成

「習熟度を加味した課題別グループ編成」等の少人数指導グループ編成を組み合わせて、

指導形態を工夫している。

それぞれのグループ編成には○のような特性があるととらえている。また、編成にあた

っては※のような配慮をしている。

〈習熟度別グループ編成〉

○ より個に即した指導に適している。

○ 単元の終末段階の習熟段階に設定すると学習内容の定着を図りやすい。

○ 児童間に学習内容の習熟度に大きな差があり個別の支援がかなり必要な場

合は、単元のはじめ段階から設定すると学習意欲が高まり学習が深まりやす

い。

※ 習熟度別グループ編成にあたっては、高学年では個別の指導も取り入れな

がら学習中の自己評価や確認テストをもとに児童にグループを選択させるこ

とを基本とし、自己決定する場を設ける。

、 。※ コースに分かれるときは それぞれのコースについて説明する場を設ける

〈集団間等質グループ編成〉

○ 児童相互の交流を深めながら学習を進めるのに適している。

○ 児童相互の教え合い協力することをねらう学習に有効である。

○ 正確な図形をかくことなど教師が児童の取り組みを詳しく見取るのに有効

である。

※ 基本的に教師がグループ編成を決定する。

〈課題別グループ編成〉

○ 応用・発展的な学習に適している。

○ 学習したことを生かすことによって、学習意欲を喚起することができる。

※ 課題別グループ編成にあたっては、児童の興味・関心をもとに児童にグル

ープを選択させることを基本とし、自己決定する場を設ける。

※ コースの設定にあたっては、児童の興味・関心をふまえ発達段階に応じた

内容を設定する。また、それぞれの課題の内容についてグループ編成までに

十分説明する場を設ける。

〈方法別グループ編成〉

○ 学習課題に対して多様な解決方法がある場合に適している。

○ 児童一人ひとりのこれまでの学習経験を生かすのに適している。

※ 課題別グループ編成にあたっては、児童の学習経験等をもとに児童にグル

ープを選択させることを基本とし、自己決定する場を設ける。

児童の実態や学習内容に応じてそれぞれの指導形態の特徴を生かし組み合わせているこ

とによって、さらに個に応じたきめ細かな指導ができるようになる。複数指導や少人数指

導を進める場合に、教師間の情報交換はもちろんのこと、児童相互の情報交換をしていく

ことが学級として学習を進めていく上で必要となる。特に、少人数で学習を進めている場

合、他のグループでどのような学習をしてどのような成果や課題があったか、グループ間

で情報交換することが学級の一体感と支え合う雰囲気を生むものと考える。
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② 課題意識を生み思考を助ける教具の工夫

子どもの実態や単元の学習内容に応じて、子どもの課題意識を引き出したり児童の操作

を通して思考の助けとなったりして、主体的に課題に取り組めるような教具を工夫してい

くことも、学ぶ楽しさや充実感を味わうことができる授業づくりにとって重要であると考

える。

子どもの主体的な学習を引き出す教具には、次のような要素を備えていることが必要で

あると考えた。

・学年や発達段階に応じて児童の興味や関心を引きつけるものであること。

・児童に課題意識を持たせるものであること。

・児童の発想で自由に操作が可能であること。

・学習の内容や原理が反映されていること。

・試行錯誤が可能であり、試行したことが記録等で残ること。

教具にこのような要素が備わることによって、学びが連続する主体的な学習につなげて

いくことができるであろう。

次に、２年生の例で見ていきたい。

「新しい計算を考えよう（かけ第２学年 算数科

算 」学習の第１次導入において 「 何個ずつのい） 、『

くつ分』の意味を理解し、かけ算で表現することが

できる 」ことをねらいに、教具の工夫を行った。。

「かけ算」の学習で課題を持たせるためにロボッ

ト（写真前項上）を作成し、そのロボットが口から
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入れる物によって出してくる異なる玉の数を調べるという

学習活動を設定した。そして、児童が自分なりに操作活動

ができるように一人ひとりに玉を表す丸いカード（写真前

） 、 、 、 、項下 と記録用の緑 青 桃 黄色の記録カードを準備し

新しい数え方を見つけたら緑から順番に記録カードに書き

込むようにした（写真左 。）

その結果、次のような成果が得られた。

・ロボットが提示するやいなや児童はロボットに集中した。

・ロボットの口に入れる物によって出てくる玉の数の違いに気づき、数えてみたいと

いう意識が起こり 「玉の数を工夫して数えよう 」という課題が児童自身に生まれ、 。

意欲的に学習に取り組んだ。

・丸いカードを使って、自分なりに課題に取り組んだ。

・色違いの記録カードを用意することによって、もっと違う数え方がないかと多様な

考え方を見つけていった。

・記録カードの色によって児童の学習状況が教師にも把握しやすかった。

また、教具づくりを主な学習活動として取り入れ、個のよさを生かしながら主体的な学

習をつくりだす試みも行った。４年生の例で見てみる。

第４学年 算数科「およその数で表そう」の学習では、学習内容の理解と学習意欲を高

めるために「がい数マシーン」づくりの学習活動を取り入れた。学習を進めながら、四捨

五入の機能を「がい数マシーン」に持たせるためにどうすればよいか、話し合い活動を持

ちながら工夫していった。

この学習では、次のような成果があった。

・この取り組みにより子どもたちは、算数科の授業を楽しみにするようになっていっ

た。

・学習を進めるとともに「がい数マシーン」が改良

され、目に見える形で学習成果が積み上がってい

くことに成就感を持つことができた。

、・一人ひとりの思いや考えを出し合っていくことが

。さらによいものしていこうという意欲が高まった

・ がい数マシーン」の構造を工夫する中で、四捨五「

入の仕組みが理解でき定着していった。

児童の発達段階に応じた教具づくり活動の開発も今後の課題といえる。

「がい数マシーン」の構造の検討
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③ 個の見取りと評価方法の工夫

複数指導や少人数指導等

を実施していく中で、児童

の学習状況や学習内容の習

得状況を的確に見取り指導

者間で情報交換していくこ

とが、一人ひとりの学びを

支援をしていく上で大きな

課題となる。そこで、児童

の学習状況の見取りと情報

交換を的確に行うための工

夫をしてきた。

大規模校である本校で

は、多くの指導者が学習に

かかわるため的確な見取り

をして記録として残していくために、座席表（写真右）を活用している。１時間の授業ご

記録用座席表
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とに評価の観点を決め、座席表に記号

などを用いて簡単に記入している。ま

た。気がついたこともメモ書きし、そ

の後の学習の支援や指導者間の情報交

換、教材研究に活用している。

さらに、複数指導における個の見取

りでは座席表を利用するほか学級名簿

（写真右）に直接記号やメモ書きで書

き込み２人教師が授業後見取ったこと

を情報交換し評価する中で次の授業の

支援について検討する方法も取り入れ

ている。

一人ひとりの学習状況や思考の変

化、習熟の度合いが一目で分かるよう

に、教師が見取ったことを一覧表（写

真下）にまとめていくと効果的である。

また、重点単元にした学習は、時間毎の「確認テスト （写真下）を行っている。その」

時間に学習した内容の問題を２問から４問程度のテストを授業の終末段階で児童に実施し

ている。その時間毎の「確認テスト」の中には、児童が学習への取り組みを自己評価する

アンケートもあり、学習につまずきや意欲をなくしている場合には、次の学習でどのよう

な支援をしていくか指導者間で検討をするのに効果があった。

児童数が多い本校にとって、児童の考え方や学習状況をいかに把握して授業を行うかが

記号を使った記録 メモによる記録

見取った内容の一覧表時間毎の「確認テスト」
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。 、 。 、重要な課題である そこで 授業の構造を取り入れた 授業の終末段階で課題提示を行い

その課題について自分なりの考え方や解決の見通しをノートやワークシートに書かせて提

出させておく。それをもとに教材研究を行うようにした。事前に児童の考え方や学習状況

を把握しているため、一人ひとりのつまずきやよさをとらえることができた。次時の授業

では座席表にそれぞれの児童の状況を記入しているために、個別の支援を的確に行うこと

ができたり話し合い活動では意図的な教師の指名により考え方の交流が深まったりした。

このことにより、授業の質が格段に高まっていった。また、グループの編成を替える時も

担当の教師が事前に児童の考えを把握するのに有効であった。

これまでの授業

課題提示→試行→解決→確認 教材研究 課題提示→試行→解決→確認

授業 授業

→

授業展開の工夫

解決→確認→課題提示→試行 教材研究 解決→確認→課題提示→試行

個の見取り

一人ひとりの学

習状況や学習内容

の習得状況を把握

し、日常の授業や

補充指導に生かす

ために児童一人ひ

とりの「学習カル

テ （写真次項）」

を作り活用してい

る。昨年までは自

由記述式の「学習

カルテ」であった

が記録する観点が

教師によってまち

まちであったり記

録するのに手間が

かかったりするこ
単元末の「確認テスト」
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とからあまり活用されていなかった。そこで、本年度から各学年の単元毎に重要問題を４

問設定し単元末に「確認テ

スト （写真上）を実施し、」

その結果を記入している。

「学習カルテ」末尾には授

業等において得られたその

児童についての情報を書き

込めるスペースを設けてい

る さらに 全校児童の 学。 、 「

習カルテ」をコンピュータ

（ ） 、上で一覧表 写真下 にし

どの児童がどのような内容

でつまずいているか一目で

。分かるように工夫している

このことによって、新しい

単元に入るときや補充指導

をするときに事前に児童一

人ひとりの学習状況を把握

することができ指導計画が

立てやすくなった。
児童一人ひとりの「学習カルテ」

全校児童の「学習カルテ」の一覧表の一部
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(3) 学習態度と集中力の育成

本校の学力に関するの課題の一つとして「学習に取り組む姿勢の問題」が大きく、とりわけそ

、 。の個人差が顕著であることを重く観て 学習態度や追求姿勢の深まりを図るよう取り組んできた

教師や友だちの話を誠実に聴き学習に取り組む児童の育成や、児童が主体的そのために、

に進める算数科学習をめざし

。て日常の指導を強化している

そのために、各学級において

聞く・話す・話し合うなどの

学習活動の中で学習態度や集

中力を育てるための工夫につ

いて、教師間の情報交換を行

ってきた。たとえば 「学力向、

」（ ）上推進委員会だより 写真右

等で、各学級の取り組み等を

交流してきた。

そして、学級みんなですば

らしい学習をつくり上げてい

こうとする機運が生まれてき
「学力向上推進委員会だより」の記事の一部
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た。たとえば、授業の終わりに当番の児童が１時間の学習の感想を述べるようなルールを

つくったり、教師が授業に終わりに児童の学習ぶりを評価し認めていくような場を作った

りといったその学級なりの取り組みが生まれてきた。

また、児童の「集中力の強化」と「学習へ取

り組む姿勢の形成 「計算技能の向上 「脳の活」 」

性化」を図るために、算数科の授業のはじめ５

分間（実質３分程度 、学年の発達に合わせて既）

習の計算プリント（ 長小タイム」プリント）や「

１００マス計算プリント、今学習している内容

のプリントなどを使って計算練習を実施してい

る。なお、このプリントは約３００種類を印刷

して、いつでも使えるようにしている。このよ

うに、授業のはじめに計算練習をする意義を児

童に理解させることによって、その後の授業が

落ち着いた雰囲気で始まり集中力も高まってき

ている。

その結果、みんなで協力して学習を深めてい

こうという落ち着いた雰囲気が出始めてきてい

る。また、その計算練習の結果をグラフなどの

（ ）記録にとらせておくことによって 写真前項上

意欲的な姿が見られてきている。特に、算数科

の授業では欠かさず実施することによって自分

の力を試すことを楽しみにして、記録を伸ばす

ために朝食や睡眠時間に気をつかう児童も出て

きている。さらに、家庭学習でも練習しようとプリントを持ち帰る児童も増えてきた。

この計算練習の効果が認められるようになってきている。しかし、５分間で実施するこ

とが難しいことが、授業の中で本時の学習内容を扱う時間を十分確保するように配慮しな

ければならない。

学習プリントを持ち帰る児童

計算練習に集中する児童 長小タイムで読書に集中する児童
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(4) 基礎・基本の徹底

授業で学習している時の学習内容に対する理解や技能の習得についてはある程度成果が

上がってきているが、既習事項の定着度の課題が残ることが学力調査の結果からわかって

きた。また、算数科は系統的に学習を積み上げていかなければ新しい学習内容の理解や技

能の習得が難しいことから、基礎・基本の育成を図っていく取り組みを重視してきた。

補充指導

・授業の単元末の時間に学習を終えた内容について理解や技能の習得が不十分な場

合に実施している。

・月曜、火曜、木曜、金曜の６校時を補充指導枠として、学年を中心に計画をたて

補充指導を実施している。この時間には少人数加配教員２～３名が担任とともに

指導に当たるようにしている。

夏休み「のびのび学習」

・夏季休業中には「のびのび学習 （写真前項上）と名付けて希望者を対象に補充」
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指導を５日間実施している。本年度はのべ約２０００人の児童が参加した。子ど

もたちが意欲的に学習に取り組めるように各学年の発達段階に応じて工夫してい

る。学習状況が一目でわかるようなカードを用意したり、課題が達成できる毎に

シールを貼ったりしている。

・ のびのび学習」を実施するにあたり保護者にアンケートをとって児童一人ひと「

りについての希望を聞いている。その希望と児童の実態とを吟味して学習計画を

立てている。さらに、学習した内容や学習状況について保護者と連携を図るため

「のびのび学習カード」を使って連絡をとっている。また、各学年の「のびのび

学習確認テスト」を作成し 「のびのび学習」最終日に実施し５日間の効果を見、

取っている。

朝学習「長小タイム」

・児童の基礎学力の定着と自学する力の向上を目指して 朝学習 長小タイム １、 「 」（

５分）を続けてきている。火曜日は計算問題、木曜日は漢字学習、月・水・金曜

日は読書に取り組んでいる。児童が自分の課題に応じて学習が進められるように

したいと考えた。そこで、児童が自由に問題プリントを選べるよう、各学年の学

習内容に応じた問題を作り 「長小タイム」プリントとして用意している。さら、

に、学年の実態に応じて問題プリントの内容を改善したり、学習の系統性を図る

ために新たな問題プリントを作成したりしている。そのほか、学力調査の結果で

正解率の低い内容については、学年に応じて問題プリント「 算数」をWeekend
作成し毎週末の家庭学習の課題とし習熟を図っている。

「長小タイム」計算プリントリスト

対象学年 ﾌﾟﾘﾝﾄ番号 問 題 内 容
１年 ア－１ １位数＋１位数

ア－２ １位数－１位数
ア－３ ２位数までの繰り上がりのあるたし算
ア－４ ２位数までの繰り下がりのあるひき算
ア－５ 連続するたし算・ひき算
ア－６ 連続するたし算・ひき算の混合

２年 イ－１ ２位数＋２位数（繰り上がりなし）

「 」自分のペースで進める のびのび学習「のびのび学習」がんばり表 「のびのび学習」プリント
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イ－２ ２位数＋１・２位数（繰り上がりあり）
イ－３ ２位数－１・２位数（繰り下がりなし）
イ－４ ２位数－１・２位数（繰り下がりあり）
イ－５ ２位数＋２位数＝３位数
イ－６ ３位数－１・２位数＝２位数
イ－７ 九九

３年 ウ－１ １位数×１位数、何十・何百×１位数、１・２位数×何十
ウ－２ ２・３位数×１位数、２位数×２位数の筆算
ウ－３ １・２位数÷１位数（余り無し）
ウ－４ １・２位数÷１位数（余りあり）
ウ－５ ３位数±１・２・３位数の筆算
ウ－６ ２位数±２位数、２位数×÷１位数

４年 エ－１ 大きい数
エ－２ ２位数÷１位数の筆算
エ－３ ３位数÷１位数の筆算
エ－４ 小数のたし算・ひき算
エ－５ ２位数÷２位数・３位数÷２位数
エ－６ 四捨五入、仮分数・帯分数 （ ）のついた問題、

５年 オ－１ 小数×整数、整数×小数
オ－２ 小数・整数×÷整数、整数×÷小数
オ－３ 平行四辺形の面積・三角形の面積
オ－４ 分数±分数（同分母 ・整数÷整数＝分数）
オ－５ 百分率
オ－６ 円周・円の面積

６年 カ－１ 倍数・約数
カ－２ 分数±分数（異分母）
カ－３ 平均
カ－４ 速さ・道のり・時間
カ－５ 分数×整数、分数÷整数
カ－６ 真分数×真分数、真分数÷真分数
カ－７ 比
カ－８ 直方体・立方体の体積

「長小タイム」計算プリント
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・その他、次のような「長小プリント」を自作した。

○１００マス計算（たし算、ひき算、かけ算） ６３種類

（ 、 、 ）○５０マス計算 たし算 ひき算 かけ算

２４種類

○漢字プリント ４７種類

・ 長小タイム」に使用する問題プリント約３００「

種類は印刷し、いつでも活用できるようにして

いる（写真右 。また、児童が意欲的に計算練習）

に取り組めるように、数種類の記録用紙も準備

した。

・学習結果を記録するカードを３種類用意して、

児童が自由に使えるようにした。

○点数を記入する

「記録カード」

○時間や点数を折れ線グラフに表す

「グラフカード」

○指導者が合格のチェックを入れる

「ぐんぐんカード （６種類）」

長小タイム」プリントの活用方法・「

「長小タイム」で使用する。使用するにあたっては、指導者が既習事項の定着を

図るために学級の児童全員に同一プリントをさせたり児童の一人ひとりの課題に

、 。 、応じてプリントを選ばせたりして 児童の実態に応じて工夫している そのほか

次のような場で使用している。

○算数科の授業のはじめ５分間の計算練習

○学級や学年ごとに補充指導

○夏季休業中の補充指導「のびのび学習」

○家庭学習など児童の自主的な活用

このような取り組みを進める中で、計算練習に意欲的に取り組む児童が増え

自主的に問題プリントを持って帰り家庭学習に役立てようとする姿が見れるよ

うになった。

「長小タイム」プリントのキャビネット
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(5) 学習環境の工夫

学習環境、特に廊下や教室の掲示、教室に備えている文具や画用紙等は児童の学習への

興味・関心を引き出したり、思考や学習活動の助けとなったりして、児童の主体的な学習

を支える働きがある。このことに、着目し工夫している。

授業において、今までの学習状況が一目でわかるように掲示をしていくことにより学習

のふり返りができ、既習事項を使いながら新しい考えを生み出すのに有効にはたらいた。

学習の足跡を積み重ねて流れとして教室の中に残していくように工夫している。

伴って変わる量の学習 伴って変わる量から比例を見つける学習
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たとえば、６年生の「比例」の学習では、様々な伴って変わる量の学習からそれぞれの

規則性を学習した。その後、比例の関係を見つけその性質を理解する学習では、前時の学

習内容と話し合いの結果を記録してある掲示物（写真前項下）から比例の特徴を見つけ出

すことができた。

また、児童の漢字や計算、図形等の学習に対す

る興味や関心を高めるために 「長小タイム」プリ、

ントのキャビネットがある児童用昇降口に「学習

コーナー」を設けている。キャビネットの上を利

用して掲示物を工夫している 「長小タイム」のプ。

リント等の内容が一覧できるようにし必要なプリ

ントがすぐに見つかるようにしている。児童は自

分でプリントを探して、学習を進めている児童も

増えてきている。さらに、保護者が来校した折り

に持って帰る方も多くなっている。

さらに 算数科や国語科の学習に興味を持たせるために 図形クイズ 漢字クイズ 写、 「 」「 」（

真前項上）などの掲示をしている。答

えが分かった児童は解答用紙に書いて

投函し、次の日に正解者の指名を掲示

するようにしている。多くの児童が新

しい問題が掲示されるのを楽しみにし

ている 「長小タイム」プリントのキャ。

ビネット周辺に多くの児童が集まるよ

うになってきた。あまり算数科が好き

でなかった児童もこのクイズをきっか

けに漢字や計算プリントを持ち帰る姿

が見られるようになってきた。

掲示している「長小タイム」プリント

プリントを持ち帰る児童掲示物でプリントを探して持ち帰る保護者

「学習コーナー」に集まる児童
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２ 研修の充実・保護者との連携

算数科を窓口に校内研究を実施している。校内研究では算数科の授業をいかに組織して

いくかを中心に研究授業を実施し講師を招いて授業研究を進めている。また、学力向上推

進委員会を核として授業をは

じめ学力向上の取り組みを支

えるための環境作りを行って

いる。中でも教職員の学力向

上に向けた意識改革を重視し

ている。

年度初めに実施しした学力

調査の分析（写真右）を通し

て、本校児童の学力に関する

実態把握と指導方針の検討を

約３ヶ月にわたり行い、全職

員に課題意識の共有化を図っ

てきた。 学力調査を分析した資料の一部意識調査を分析した資料の一部
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また、学力向上推進への教職員の

意識の高揚と情報交換を図るために

「学力向上推進委員会だより」を発

行している。その内容は学力向上に

向けた取り組みの確認と今後の方向

性の共通理解に向けた掲載をしてい

る。また、それぞでの教師の指導技

術や各学年・学級での実践事例の交

。 、流のも紙面上で行っている さらに

先進校の訪問や書籍で得た情報や感

想の紹介なども掲載している。

学力向上の推進に関する学校の取り組

みは、保護者の理解と協力を得て効果的

にはたらくものと考えている。そこで、

学校の取り組みのねらいと内容、児童の

実態を保護者に積極的に知らせていくよ

うにしている。

たとえば、学力向上に関する記事を定

期的に学校だより「開知 （写真上）に」

掲載している。また、その内容は学校

のホームページにも公開している。さ

らに、学級・学年通信等へも学級・学

年の取り組みに応じて掲載していくよ

うにしている。児童一人ひとりの学習

状況や指導方針については家庭訪問な

どで保護者との連携を図っているとこ

ろである。
学校だより「開知」の学力向上コーナー

本校職員に配布している「学力向上推進委員会だより」

個別懇談会の後、学習プリントを持ち帰る保護者

学習習慣をつけるための学級通信
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３ 研究評価の工夫

、「 」「 」「 」「 」本研究に関する評価は 学力調査 児童の意識調査 教職員の意識調査 外部評価

の４つの内容で行っている。

学力調査と児童の意識調査を毎学期実施しそれらの結果を比較検討している。１学期に

は市の統一学力調査を実施した。また、２・３学期は

本校独自の学力調査を行っている。調査問題は学力向

上推進委員会が原案を作り各学年で検討し作成したも

のである。問題作成にあたっては、市の学力調査と整

合性を持たせるために市の学力調査問題を精査した。

また、期待点を低学年は８０点、中・高学年は７０点

に定め問題づくりを行った。

平成１６年１学期の学力調査では、まだまだ充分な

。 、成果が現れているとは言い難い状況であった しかし

平成１６年の１２月に実施した学力調査では２つの学

年が期待点を大きく上回り、３つの学年が期待点をク

リアすることができた 算数の勉強がよくわかる 算。「 」「

数の勉強は楽しい」と答えた児童は大幅に増え、算数 自作の学力調査問題
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科に対する意欲は高まってきていることがわかった。また、本校独自の学力調査問題を作

成する取り組みの中で、教師は現在の児童の姿を厳しくとらえ学力向上への意識が高まっ

ていった。

学力向上推進委員会は学力調査で得られたデータを加工・分析し、全教職員に配布して

いる。データを分析する中で様々なことがわかってきた。たとえば、朝食を毎日しっかり

食べている児童ほど学力が高いこと、読書をしている児童ほど国語科はもちろん算数科の

学力が高く特に算数科でその傾向が顕著であること等がわかってきた。そこで、基本的生

活習慣の指導の重要性を再認識し保護者の理解と協力を求めたり、読書指導にさらに力を

入れたり等、研究の取り組みを深めてきた。

本校では各学期毎に学校評価を実施してい

る。その機会に学力向上推進委員会を中心に教職

員に対するアンケートを実施し、学年会と全体会

を持って学力向上推進の取り組みについてふり返

りを行い、今後の取り組みについて方針を決定し

ている。研究を進める中で教職員に対するアンケ

ートの内容も改善してきている。以前からの質問

項目に下位の項目をつけより具体的な評価ができ

るよう工夫してきた。また、ＰＴＡを対象に外部

による学校評価を年度末にお願いしている。

その他、評価の資料として「確認テスト」

の自己評価欄の記述等も参考にすることによ

って、学力調査やアンケートではわからない

具体的な評価をしている。たとえば、学校評

価から教師は少人数指導を実施することによ

って児童の変容がとらえやすくなり、個に応

じたきめ細かな指導が充実してきたととらえ

ていることがわかった。そのことが右の児童

の感想から具体的に読み取れる。児童の感想

等を研究の評価資料として分析することによ

って、少人数指導、特に習熟度別グループ編

成では、児童の実態に応じて発展的な学習を

設定しやすくなり学習意欲を向上させていること、少人数指導をすることによって児童相互の交

流がしやすく協力して学習活動が進められやすくなったこと、さらに児童のつまずきや取り組み

を見取りタイミングよく支援できるようになったことで意欲が向上したこともくわしくわかって

きた。

このような評価の資料を学力向上委員会で加工・分析して全教職員に配布している。これをも

、 。とに各学年で研究の取り組みを評価し全体会で検討し 学力向上推進計画を見直し改善している

学校評価の学力向上に関する項目の一部

「全員の身長で２０００㎝もあるなんて

予想もしませんでした。こんなに大きく

なると世界中の人の身長をたしてどれぐ

らいいくか調べてみたいです。とっても

授業が楽しかったです 「ぼくは、少人。」

数だけでなくクラスのみんなの身長を合

わせたりする勉強もしたいです 「小数。」

。を勉強して身長に小数点があると知った

楽しかった 」。

（４年生「小数のたし算」の感想）



４ 授業の実際
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なかよし学級の実践

単元名 「大きな数」１．

ねらい２．

、なかよし学級の４人の児童は、年齢も２年生から６年生。発達的な力も幅広く

個々の様子がかなり違う。いずれの児童も学級内ではリラックスして過ごしてい

るが、根気よく物事に取り組む事が苦手という共通点が見られるが、明るく元気

に生活している。

また、どの児童も生活経験が不足しがちで、遊びや日常のマナー・ルールを

理解できないでいることが多いので、人にも場の状況にも沿った行動をとること

が難しい。学級内では、ようやく誘い合って遊べるような関わり合いが見られる

ようになってきたが、言葉の理解や物事を表現する力が未熟であるため、なか

なか活動が持続しない。

そのため本学級では、一緒にする活動を通して、周りの様子に目を向け 「子、

どもができること、できそうなこと」を学習の場に設定し 「まず自分でやってみ、

よう、もっと○○してみよう」とする子どもの姿を引き出していきたいと考えてき

た。中には教師の支援が不可欠で、周りへ依存してしまうことが多い児童もいる

ため、個々への支援や関わりがどうしても不十分になってしまうことが多い。

以上のことをふまえて、算数科では２つのグループを編成し、それぞれの課題

に応じた学習をしている。そのうち週３時間は、担任以外の指導者も加わり、２

名の指導者がそれぞれの指導にあたりながら学習をしている。このことにより、

子どもたちは通常の学習時間よりも集中して課題に向かうことができるようになっ

た。また 「やり遂げた、出来た」というような達成感をもてる学習の場にもなっ、

てきている。こうした学びから、もっと数や図形についての知識を身につけ、そ

れらを生かしていけるようになってほしいというねらいを持ってきた。

これまでに子どもたちは、４位数までの整数について、数の表し方、数の大小、

構成、順序、それぞれの位の大きさの関係について学習してきている。この単元

では、さらに数範囲を万の位をもとにして千万の位まで広げる。また、 １ ０ ０倍、

１ ０ ０ ０倍、1/10などの大きさについての理解を深めていく。

しかし、ここで学習する数の大きさは、子どもたちの日常経験からすれば親し

みの少ない物であるだけに実感できにくい。

そこで、一方的に知識を与えていくのではなく、発達の力に合わせながら、算

数的活動を取り入れ、作業的・体験的な活動や具体物を使った活動を積極的に

取り入れた学習の場を設定することを大切にしてきた。

この少人数学習でも ①活動内容の工夫 ②場の配置、道具や材料の工夫

③関わりの工夫を考え、一人ひとりの活動について「できる状況づくり」に努め

ながら取り組むことを考えてきた。そうして、生活上のテーマに沿った自然で実

際的な活動を繰り返しながら、仲間や教師と共に感じ合い、わかり合い、支え合

うことができればと願っている。
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単元目標３．

千万の位までの概数について、その表し方や構成を理解し、数の概念について理解を深める。

〔関心・意欲・態度〕 千万の位までの大きな数に関心をもち、進んで数を書いたり

読んだりしようとする。

〔数学的な考え方〕 千万の位までの数の表し方を、既習の一万まで数の仕組み(十

進位取り記数法)から類推して考える。

。〔表現・処理〕 千万の位までの数を読んだり書き表したりすることができる

〔知識・理解〕 千万の位までの数について、その表し方の仕組みや数の系列、

順序、大小などを理解する。

４．算数科における子どもの実態 課題別学習 Aグループ

〈 引き出したい子どもの姿 〉

・目当てや見通しをもち、自分から意欲的に活動に取り組む姿

・自分なりの方法で精一杯活動する姿

・友だちや教師と仲良く関わりながら、一緒に活動に取り組む姿

子 ど も の 実 態 大切にしたいこと

・定規やコンパスを使って三角形や四角 ・課題の提示は説明を小分けにしたり、最小限に

形、円などの作図が出来るようになってき したりする事、順序を確認してから取り組むとよ

A た。始めは出来ないとイライラしていた いことなどの助言をしている。

が、手順を示して繰り返して取り組んだと ・学習が負担にならないように、学習内容を予告

ころ 「僕もできるようになった」と、自信 し見通しを与え、到達目標を一緒に設定しなが、

が持てるようになった。 ら取り組む。

児 ・概数の考え方や大きな数の読み方について ・できたという実感を持たせるよう楽しんで学習で

学習すると、解らないと諦めてしまう。 きるように、図に表したり作ったりするような作業

・かけ算やわり算の筆算などは繰り返して練 的な活動を仕組むようにしたい。

習して身に付いてきた。計算力も早く、仮
商を立てるわり算でも間違えることなく正
確に解くことができる。しかしその一方、
単元から離れると、一度覚えた学習も忘
れてしまうことがある。
・コンパスや定規を使いながら三角形、四 ・かけ算や簡単なわり算に挑戦しながら、九九を

B 角形、円などの作図ができるようになっ 確実にしたい。

た。 ・算数学習への興味が広がり始めてきたので、毎

・かけ算は十分に覚えていない九九がある 日のドリル学習などで定着をはかりながら自信を

が、意欲的に学習している。 持たせるようにする。

児 ・自分の考えを声に出して表現することが苦手 ・生活に使える物、必要頻度の高い事柄を学習に
である。 取り入れていくようにする。
・文章問題の読み取りは難しく、図を書いて様 ・10ずつのかたまりにしていく活動や、友だちと協力し
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子を表しても立式出来ないことが多い。 て数えていくなどの活動をしながら、身近に大きな
数を実感できるようにさせたい。

５．単元の指導計画

時 目 標 学 習 活 動 関 思 表 知 主な評価規準

心 考 現 識

１ ・一万の位までの数 ・絵を見て、入場券の枚数 ○ 関 束ごとに数える良

の読み方、書き方、 を数える。 さに気づき、数え

構成を理解する。 ・24153の数構成と命数法を ようとしている。

まとめる。 知十万未満の数の読み

・入場券の数を数字で表 方や書き方、数の構

す。 成を理解している。

・用語「一万の位」を知 ○

る。

２ ・十万、百万、千万 ・一万を10個集めた数を ○ 考一万から千万の数の

・ の数のしくみと千万 「十万」といい 「100000」 表し方のしくみも１０個、

３ の位までの読み方、 と書くことを理解する。 分の関係になっている

書き方、構成を理解 ・一万から千万の数の表し ことをとらえている。

（

本 する。 方のしくみを考え、それぞ 表千万の位までの数を

時 れ10個分の関係になって 読んだり書いたりでき

いることをまとめる。 る。

）

・一万の位の左から順に ○

「十万の位・百万の位・

千万の位」ということを知

る。

４ ・一億未満の数につい ・身近なところから大きな数 ○ 関身の回りにある物を数

て、理解を深める。 を探し、読んだり書いたり えたり、意欲的に探し

する。 たりしようとしている。

５ ・数の相対的な大きさ ・14000は1000を何個集め ○ 考数を相対的な大きさ

について理解する。 たかを考える。 でとらえている。

・数直線に表された数 ・数直線に表された数を読 ○ 表数直線に表された整

を読んだり数を直線 んだり、数を直線上に表し 数を読んだり、数直

上に表したりする。 たりする。 線上に整数を表したり

できる。

６ ・整数を１０倍、１００倍 ・20の十倍の数を考える。 ○ 知10倍した数はもとの

・ した数の表し方を理 ・もとの数と十倍した数の並 数に０を１個つけた数に
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７ 解する。 び方を比べる。 なることを理解してい

・整数を１０でわった数 ・25の十倍の数を考える。 る。

の表し方を理解す ・200を10でわった数を考え ○ 知100倍した数はもとの

る。 る。 数に０を２個つけた数

・もとの数と10でわった数の になること、１０でわっ

並び方を考える。 た数はもとの数の一

の位の０を取った数に

なることを理解してい

る。

８ ・学習内容をふり返 ・練習問題をする。 関自分の課題に対して

り、自分の理解を確 ・確認テストをする。 ○ ○ 一生懸命取り組んで

認する。 ・自己評価をする。 いる。

考学習したことを活用し

て発展的に考えてい

る。

６．子どもたちの学習の姿から

一万までの数を読んだり、書いたり、数構成を考えたりする。①

・身近にある本の数や、収穫した野菜の数などを数えながら、具体物を

準備し大きな数を量として実感できるようにしたところ、楽しんで数え

ようとする姿が見られた。

・これまでの学習を受けて、位取り板や数字カードを使ってそれぞれの位

に対応させながら数字を記入することを繰り返しながら、読んだり書い

たりできるようにした。

十万、百万、千万の数の表し方の仕組みを考える。②

ここでは位取り表を利用し、そこに数字を書いた。特に空位がある場合・

には、０を書くというように注意をさせた。なかなか量感を持ちにくいの

で、身の回りにある数をタイル図に書き直して視覚化したり、10のかた

まり、100のかたまり、1000のかたまり・・・というような図を協力しな

がら貼っていったところ、お互いに確かめ合ったり、手分けして数えたり

するような姿が見られた。

・数を書いたり読んだりする学習は、折に触れて反復練習をする機会を設

けることが必要であった。教師がいつも問題を出すのでなく、子ども同

士が読み手と書き手を交代しながら学習することで、クイズ感覚で楽し

みながら学習できた。

③千万までの数を読んだり、書いたり、構成を考えたりする。

・大きな数になると、その大きさの感覚がなかなかとらえにくい。そこで

実際に自分たちで大きな数を作ってみるという活動を取り入れて、図に

表したり、具体物を用いて調べたりできるようにした。
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数の相対的な大きさについて理解する。④

・０から９までの数字カードを、どれも １回ずつ使って １ ０けたの数をつくる

ゲームをしながら、数を読んだり書いたりすることや、数の大小を比較

すると、どんな大きさの数字も表せることに気づくことができた。

７．考察

この単元の学習では、感覚を持ちにくい大きな数の表し方について、図に書い

たり作ったりするなどの作業的な活動を多く取り入れた。これにより、これまでの

、一万までの数から十万までの数へと範囲が広がり、大きな数の読み方や書き方

数の構成などについての理解を深めることができてきた。

こうした大きな数になると、一人ひとりが具体物を直接数えることができない

ので、量感としてとらえることが難しくなってくる。ここでは実際に大きな数を作

ってみるという活動を取り

入れた。 １ ０ずつのまとまり

をマスに書いてつないで数

えたり、友だちと協力して

数えたり書いたりしていく

活動を繰り返しながら、よ

り身近に大きな数を実感

し、理解を深めていくこと

が出来たと考えている。

また、自分の考えを数字

や絵で位取り表に書くこと

で、読みにも自信がつけら

れたのではないかと思わ

れた場面もあり、大きな数

の構成を具体物を用いて自

分で調べようとしたこと

は、これからの学習へとつ

ながる大切な学びの場で

はなかったかと思う。

指導者にとって一人ひと

りにあった学習の場を準備

することはそれだけ負担が

大きいが、日頃から算数的

活動を積極的に授業に取り

入れ、活動自体を楽しめる

ような機会をたくさん与え

ていくことの価値を痛感し

た 「大きな数が読めた」。

「書けた」という気持ち

を、次の学習へとつないで

いきたい。 中には様々なプリントが準備してある

教室にある算数ロッカー
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なかよし学級では、この単元に限らず、教室の中に算数のロッカーを設け、各単元別のプリ

ントを常に用意している。子どもたちが学習につまずいたとき、すぐに以前の学習に戻って復習

できるようにという配慮である。少しでもつまずいたり、わからないことがあるとすぐに学習を離

れてしまう傾向のある子どもにとって、この準備はとても効果的である。また、意欲のある時に

は、子ども自身で好きなプリントを選び、学習を進める姿も見られる。算数が身近なものであ

ると感じられるような、環境設定が、子どもたちの学力向上にも繋がっているのである。
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第１学年の実践

主な指導形態 複数指導

１．単元名 「ひきざん」

２．ねらい

減法計算は、これまでに１位数から１位数をひく計算や１３－３などの計算で、いずれも繰り下

がりのない場合を扱ってきた。また、たしざんでは１位数に１位数をたして繰り上がりのある加

法を指導したが、ここではその逆の減法、すなわち１１から１８までの２位数から１位数をひいて

繰り下がりのある減法について指導する。繰り下がりのある計算はこれが初めてであり、減

法計算の基礎として１学年の重要な内容である。さらにこの繰り下がりのある計算は、日常生

活での重要性という点から考えても繰り上がりのある計算と同様、現在の社会において必要

不可欠な計算能力であると言える。

本単元では、日常生活の中で繰り下がりのある計算を使う場面が分かり、それを使うこと

ができるようになることがねらいである。繰り下がりのある計算の考え方には減加法と減々法

の２つがあるが、減加法が比較的児童に理解されやすい考え方であり、減法の筆算にも連動

することが多いため、減加法の考え方を確実に出来るようにすることからその手順をていねい

に扱っている。

子どもたちは、明るく元気で意欲的である。既習の学習も未習の学習も進んで取り組み、

自分なりの考えを堂々と発表できる。

しかしながら、自分の考えを発表し終えると他の友達の考えを聞かなかったり、あまり深く

考えないで数字だけを単純に操作してしまったりする面がある。また、計算問題をすらすらと

出来る子どももいれば、簡単な計算にも時間がかかり、指やブロックなどを使ってもなかな

か理解できない子どももおり、学力面で差ができつつある。

そこで、実生活に即した問題場面を設定し、繰り下がりのある減法を子どもたちの身近な

課題にさせることで、どの子もが関心を持って取り組めるようにした。

繰り下がりのある減法との出会いを、お店やさんごっこという形にした。これは、買い物と

いうものが子どもたちの生活に一番身近で関心の持てることだと考えたからである。

お店やさんの活動は、自分が品物を選んでお小遣い帳で計算するという一連の活動が生

み出す体験の中で、ひき算の計算を行うようになる。導入部分でお店やさんの活動に浸り切

らせることで、そこで出会った問題は自分の問題として強い課題意識となる。今までに学習し

た計算では解決できない問題に出会ったとき、どうすればお店の人に支払えるかを交流しあ

いながら、様々な考えの中からみんなでよりよい方法を見つけ出し、その便利さに気づくこと

で実生活の場面でも使いたいと思わせることができるようにと考えている。
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３．指導内容の系統

１年 ２年 ３年

のこりは いくつ １０こがなんこあるか 暗算で計算しよう

ちがいはいくつ な？

・２位数－２位数の暗

・ ・数の構成に基づく減 算減法の意味、記号

法計算（－，＝）

・１位数－１位数

たし算とひき算のひっ

ひき算のひっ算 算

１０よりおおきいかず

・２位数－１，２位数の ・３位数－ 位数1,2,3
・１３－３などの減法 減法 の減法

・減法の筆算形式

・求小

ふえたり へったり そろばんで計算しよう

・３口の加法、減法と ３けたの数 ・珠算の減法

混合

・数の構成に基づく減

法計算

本単元 ひきざん

・繰り下がりのある減 たし算とひき算のひっ

法計算の考え方と習 算

熟

・３位数－１，２位数＝２

位数の減法

たしざんとひきざん

・順序数の減法 たし算とひき算

・異種量の減法

・加法逆の減法

４．単元目標

○１１～１８から１位数をひいて繰り下がりのある計算のしかたを理解し、それを用いることが

できる。

〔関心・意欲・態度〕 数の構成や１０の補数などの学習経験を生かして、１１～１８か
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ら１位数をひいて繰り下がりのある計算のしかたを進んで考

えようとする。

〔数学的な考え方〕 １８までの数の補数や１０の補数に着目して計算のしかたを考

えたり説明したりすることができる。

〔表現・処理〕 １１～１８から１位数をひいて繰り下がりのある計算ができる。

〔知識・理解〕 １１～１８から１位数をひいて繰り下がりのある計算のしかたが

わかる。

１．単元の指導構想

複数指導（全１４時間）

・お店屋さんごっこで課題を見つける。

・繰り下がりのある減法のやり方で、１０のまとまりに着目して考えることができる。

・ １１～１８）－１位数で繰り下がりのある ・ １１～１８）－１位数で繰り下がりのある（ （

計算（減加法）のしかた考える。 計算（減々法）のしかたを考えとその

練習をする。

・計算カードやゲーム活動による減法計算の練習をする。

・お店屋さんごっこで学習したことを生活で使えるようにする。

６．単元の指導計画

時 目 標 学 習 活 動 関 思 表 知 主な評価規準

心 考 現 識

１ ・品物を自分で ・お店やさんで買い物 ○ 関既習事項を使い

選んでお小遣い をする。 ○ 買い物をすることが

帳で計算する体 できる。

験の中で、ひき 表お店やさんごっこ

算の計算を行う が終了した後、ど

ことができる。 のようなことで困っ
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たか発表できる。

２ ・ １１～１８）－１位 ・ １１～１８）－１位数で ○ 考繰り下がりのある（ （

数で繰り下がり 繰り下がりのある計算 ひき算のしかたに

～

５ のある減法で、 （減加法）のしかた考 ついて、１０のまとま

被減数を分解し える （本時１/２） りに着目して考えて。

て計算する方法 ・ １１～１８）－１位数で いる。（

（減加法）につ 繰り下がりのある計算 ○ 表減加法による計

いて理解する。 （減加法）の練習をす 算のしかたを理解

る。 している。

６ ・ １１～１８）－１位 ・ １１～１８）－１位数で ○ 表減加法による計（ （

。・ 数で繰り下がり 繰り下がりのある計算 算が確実にできる

７ のある減法で、 （減々法）のしかたを ○ 知減数が の8,7,6
被減数を分解し 考えとその練習をする 場合でも１０のまとま。

て計算する方法 ・文章題を解決する。 りから１位数をひけ

（減々法）につ ばよいことを理解し

いて理解する。 ている。

８ ・減法の計算能 ・計算カードやゲーム ○ 考減数の大きさに

力を高める。 活動による減法計算の 関係なく、１０のまと

～

1 練習をする。 まりからひくことに

3 着目して考えてい

る。

○ 知減々法による計

算のしかたを理解

している。

知１１～１８から１位数

をひく繰り下がりの

ある減法計算が確

実にできる。

１４ ・学んだことを ・プリペイドカード（お ○ 関学んだことを遊

使って買い物ごっ 金を使わない）で買い びの中で生かすこ

こをすることがで 物をする。 とができる。

きる。

７．本時の目標

○１３から９をひく繰り下がりのある減法のやり方で、１０のまとまりに着目して考えることがで
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きる。

８．本時の評価規準

関 １０の補数に着目して、１１～１８から１位数をひく繰り下がりのある計算のしかたを考えよ

うとしている。

考 繰り下がりのあるひき算のしかたについて、１０のまとまりに着目して考えている。

表 減加法による計算ができる。

減加法による計算のしかたを理解している。知

９．本時の展開（本時２／１４時間）

学習のねらい 学習活動 支援・評価

１、前時の買い物 ・前時の困ったことを思い出す。 ・相談コーナーの中の繰

の学習を思い出 り下がりの計算を取り上

す。 ・お小遣い帳に書いた式の計算の げ、みんなの課題として

仕方が分からないよ。 提示する。

１２－７＝？

１１－３＝？

１５－８＝？

２、本時の課題を ・本時の課題を知る。 ・前時でお店やさんごっ

理解する。 こをした時の、ある子ど

１３－９の計算の仕方を考えよう。 ものお小遣い帳を見せ

る。

・お小遣い帳に従って、

黒板にお金で順に操作し

ていく。

関本時の学習課題を理解

している。

３、１３－９の計算方 ・１３－９の計算方法についてブロックを ・１０円玉の代わりに１０の

法について自分な 使って考える。 かたまりのブロック、１円

りに考えることが 玉をばらのブロックで考

できる。 える。

・ブロックの動かし方が

わからない子には、前時

のお店やさんごっこでどう

やって買ったかを思い出
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させる。

４、１３－９の計算方 ・自分の考えを発表する。 ・発表したやり方を自分

法について考えを ★１３の１０と３をつなげて、はしから１つ でも実際にブロックを動

交流することがで ずつひいていくと 残りは４ 数えひき かして確かめさせる。、 。（ ）

きる。 ○○○○○○○○○○○○○ ・減加法については、１０

★１０の中から９をひいて残りの１と別にし から９をひいた時の残り

ておいた３をたすと 残りは４ 減加法 が１になる所で、頭で計、 。（ ）

○○○○○○○○○○ 算することで数えなくても

○○○ ９が取れることの鮮やか

★１３の１０と３を別にして、３をまずひい さに着目させておく。

て 足りない６を１０からひいて残りは４ ・減々法については後の、 。

（減々法） 小単元で扱うので、子ど

○○○○○○○○○○ もから出てこない場合は

○○○ ここでは扱わない。

・どの方法も、答えが正

しく求められたことを積極

的に認めるようにする。

考繰り下がりのあるひき

算の仕方について１０のま

とまりに着目して考えてい

る。

５、１０のまとまりか ・どのやり方が一番早いかを話し合う ・板書と自分で確かめた。

ら９をまとめてひく ことから比較させる。

方法がより手際が ・１０のまとまりから９をま

よいことが理解で とめてひく方法がより手

。きる。 際がいいことをおさえる

６、１２－９を１０のま ・１２－９の計算をブロックを使って答え ・操作の仕方が分からな

とまりからひいて を出す。 い子には、黒板の３つの

計算できる。 やり方を思い出させる。

・最終的には１０のまとま

りからひけるようにする。
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1０．資料

おこづかいちょう

１ねん くみ なまえ

かったもの ねだん し き のこったおかね

① えん えん

② えん えん

③ えん えん

④ えん えん

⑤ えん えん

⑥ えん えん

⑦ えん えん

⑧ えん えん

⑨ えん えん

※おさいふの中のお金とちゃんとあっているかな？ たしかめよう

１．考察1
、 。本単元では 単元のはじめと終わりに買い物ごっこを設定して学習を進めていくようにした

品物を自分で選んでお小遣い帳で計算する体験の中で、ひき算の計算単元の導入では、

を行うようにした 「お店やさんごっこをしよう 」と子どもたちに持ちかけ次のように買。 。

い物ごっこをした。

① クラスを半分にして、お店やさん役とお客さん役に分かれさせる。

② 買い物をするごとにお小遣い帳に記入させる。

・お小遣いの最初のお金を１人１９円（１０円玉１枚，１円玉９枚）にする。

・繰り下がりのないひき算から、途中で繰り下がりのあるひき算に出会うようにする。

③ 買い物をしていく中で、困ったことが出て来たときは、相談コーナー（Ｔ２）へ行っ

て相談させる。そのとき相談内容は下のようなものが出るようにした。

・繰り下がりの計算の仕方がわからない。

・お店やさんにおつりがない。

・どうやって払えばいいかわからない。

・お店やさんにおつりがない場合については、相談コーナーで両替が出来るようにして

おく。

・数えひきなどの払い方が出てくるように、両替が出来るのはお客さん役のみにする。

・Ｔ２は相談コーナーに来た子どもの相談内容を記録しておき、後（本時）で振り返れ

るようにする。

④お店やさんごっこが終了した後、困ったことはあったか、どんなことを相談に行ったか

などを発表させる。

・計算方法のことが出てきたら、次の時間でみんなで話し合うことを伝える。それ以外
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はこの時間中に解決しておく。

さらに、単元の終末ではお金を使わないプリペイドカードを使って導入と同じように買い物

をする活動を設定した。この段階では、お金を使わずにプリペードカードにすることによって具

体物を使わずに計算で求められるように工夫した。

この買い物ごっこの活動を入れることによって、どのように支払いをしたらいいのか、はた

してこの品物は買えるのかどうか、といった問題が出てきた。この活動を設定することによっ

て、子どもたちに課題意識が生まれ、それ以降の学習に目当てが出来た。どのようにひき算

をしていくかと考える学習も主体的に取り組むことができた。さらに、終末でも同じような買い

物ごっこをすることによって学んだことを使える楽しさを知ることができたものと考える。

１年生は担任と複数指導加配教員とできめ細かな学

習指導を行えるように工夫している。本時の授業では１

３－９の答えを導くのに子どもたちはいろいろな方法で

試行錯誤するであろうと考えた。その考え方を子ども

たちの操作活動の様子から見取っていく必要がある。

見取ったことを踏まえて１０の固まりを意識させるような

話し合い活動に進めたいと考えた。そこで、２人の教

師が一人ひとりの子どもの操作を見取り互いに情報交

換を行いながら授業を進めた。ここでは、記録をする

のに座席表が効果的であった。

１３－９の答えを導くのに子どもたちにお金にかえてブ

ロックを使わせた。一人ひとりが自分なりに考えて学

習することがでいき、隣同士で考えを交流させるのに

も有効だった。ただ、１０の固まりを意識させるために

は１０のつながっているブロックを渡して、１０のばらば

らのブロックと置き換える作業させた方がよかった。

１３－９の計算方法の求め方を説明した子どもの中

に、１０の固まりの中から９を一つずつひいて１を残し

その１を３にたした子どもがいた。教師はこの方法を

一つ一つひいていく数えびきととらえたが、１０から

９をひいた１をたしていることから減加法ととらえた

方がよかった。子どもたちの学習を見取りそれをど

う評価するかが課題として残る。

子どもの操作活動を見取る

ブロックを使って考える

１３－９の求め方をみんなに説明する



- 43 -

第２学年の実践

主な指導形態 複数指導

１．単元名 「新しい計算を考えよう（かけ算 」）

２．ねらい

かけ算は算数、そして数学の学習を進める上での基礎となるべきものである。また日常生

活の中にも多くのかけ算を見出すことができ、身近な問題でもある。そのため、かけ算の意

味の理解と技能は、すべての子どもにとって必ず身に付けさせるべきものである。

これまで１年生では「１０を６個集めた数が６０である」というように１０をひとまとまりにして総

数を求めるという経験を具体的操作活動を通して学習している。また日常生活でも、２ずつや

５ずつ数えるということをし、かたまりで数えることの便利さを感じており、乗法の素地となる

経験をしてきている。

本単元ではこれらの経験をもとにして、物の総数を「何個ずつの何個分」としてとらえ、そ

れを○×△＝□と表現できることをねらいとしている。この過程の中で乗法にすることですっき

りと簡単に表現できることを知り、算数のよさや便利さを感じることができるものである。

子どもたちは素直で明るく前向きである。復習プリントにも進んで取り組んだり、問題に対

してひとり一人が自分なりの考えを見出したり、問題の意味を考えながら進めようとする態度

も育ちつつある。

しかしながら、場面場面で集中力が続かなかったり、ひとつのやり方の発見で満足してし

まう面があり、課題である。そのため子どもたちが引きつけられるような授業の工夫や実生

活に即した問題を出すことが大切である。そうすることで、主体的に進んで学習していくよう

な子どもにしたい。

算数科の授業を計画する上で次の点に配慮した。

①考える力を育てる単元構成

算数科の学習の中で基礎的な学習とともに大切なのが、考える力である。考える力を育て

ることで、これからの算数科の学習をより豊かにすることができる。子どもたちは既習事項を

生かして新しい解き方を考え出したり、具体物の操作による試行錯誤から答えを発見したりし

て、自ら学ぶ学習の基本を身に付けていくだろう。そのため一人ひとりが考える場を授業に

設けるようにした。

②子どもの興味関心や実生活との関連

子どもの興味関心にあった課題を設定することで、課題解決に向かう子どもたちの意識も変

わってくる。また実生活と結びつけた課題は、子どもたちにとってイメージしやすく、理解の

手助けとなる。２年生の子どもたちにとって、お買い物など実生活と絡んだ課題は、興味関

心を持って取り組める題材でもある。また日常生活に隠れている様々な算数に気づく機会とも

なり、算数の楽しさやよさを感じることができると考える。そのため、この単元の中にも実生

活と絡んだ活動を取り入れた。

③具体性から抽象性へとつなげる
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具体物の操作は、式化の意味理解を手助けする大切な活動である。具体物を使うことで新

しいいろいろな考えが生み出され、学習、交流が活発になる。また算数の苦手な児童にとっ

ても試行錯誤をしながら答えへとたどり着ける救いともなる。この段階を経て式化などの抽象

的操作を取り入れることで、算数の便利さを感じ、意味理解も深められると考えた。そのた

め、各時間、単元の各次を具体性から抽象性という流れで構成した。

④主体的に学び、コミュニケーションによって思考が高まる工夫

子どもたちの主体性を生かすことで学ぶことの楽しさや充実感を感じると考える。また学習

も活発になるだろう。そしてそれぞれの考えを全体の場で交流することで理解が広がり、友

だちの姿から僕も頑張ろうという励みにもなる。そのためそれぞれの授業の中で交流ができ

る場を設けるようにした。

３．指導内容の系統

１年 ２年 ３年

１０よりおおきいかず 本単元 かけ算( ) かけ算1

、 、・２ずつまとめて数え ・乗法の意味の理解 ・被乗数 乗数が０
ること ・積の求め方 １０の乗法

・５，２，３，４の段の ・乗数の積の変化の
九九の構成、記憶と適 関係

２０よりおおきいかず 用 ・乗法の交換法則
・乗数と積の大きさの ・被乗数、乗数が未

・数の構成に基づく 考察 知数の式の、未知数
数の数え方 の求め方

かけ算( )2
かけ算の筆算( )1

・６，７，８，９，１の段 かけ算の筆算(２)
の九九の構成、記憶と
適用 ・２，３位数×１位数の
・乗法について成り立 計算
つ性質 ・乗数の筆算形式
・九九の活用 ・乗法の結合法則と
・九九のきまり その活用
・乗法の交換法則 ・２位数×２位数の計
・倍の概念の理解 算

・２，３位数×１位数の
暗算

わり算

・倍の第一用法
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４．単元目標

乗法の意味について理解し、それを用いることができる。

〔関心・意欲・態度〕 乗法に関心を持ち、物の個数をとらえるときに進んで乗法を

用いようとする。

〔数学的な考え方〕 乗法九九が用いられる場合について 「１つ分の大きさ 「い、 」

くつ分」をとらえて、全体の個数の求め方について考える。

〔表現・処理〕 乗法が用いられる場合を具体物や式で表すことができる。

乗法九九（５、２、３、４の段）を構成し、確実に唱えること

ができる。

〔知識・理解〕 乗法が用いられる場合を理解する。

乗法九九（５、２、３、４の段）の構成のしかたを理解する。

５．単元の指導構想

複数指導（２０時間）

・ 何個ずつのいくつ分」の意味を理解しする。「

・かけ算で表現することができる。

・５の段・２の段の九九を ・３の段の九九を構成す ４の段の九九を構成する

構成するとともに、記憶し るとともに記憶し活用で とともに、記憶し活用で

活用できる。 きる。 きる。

６．単元の指導計画

時 目標 学 習 活 動 関 思 表 知 主な評価規準

心 考 現 識

１次 「何個ずつの ○ 表数量の関係を

１・２ いくつ分」の ３０個の○の数を工夫して 「単位の大きさ」

意味を理解 数えよう。 の「いくつ分」と

し、かけ算で とらえることがで

表現すること ①○をいろいろなくくり方をして きる。

ができる。 工夫して数える （多面的に見。

る力）

②数え方の工夫について交流し、

同数累加とそれ以外の数え方に

分ける （コミュニケーション）。
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③身の回りにある「何個ずつの

いくつ分」と表現できる物に気

づく。

３･４ ○ 表乗法の場面を式

身の回りに隠れたかけ算を見 に表したり、式を

つけよう。 読んだりすること

ができる。

①「何個ずつのいくつ分」で表

現する復習をする。

②校内で「○個ずつが○個分で

全部で○個」と表現できる物を探

し 言葉でプリントに書き込む 実、 。（

生活との関連・具体物・主体的

活動）

③探してきた「○個ずつが○個

分で全部で○個」という表現を

かけ算になおす。

④見つけたかけ算を交流する。

（コミュニケーション）

５･６ ○ 知数量の関係を

６×３の答えを求めよう。 「単位とする大き

」 「 」さ の いくつ分

①６×３の答えを自力解決し、そ ととらえて、それ

の意味ややり方をノートに書く。 を簡潔に表したも

（数学的思考・論理的思考） のが乗法の式で

・６×３を「○個ずつが○個分」 あることを理解し

の表現になおす。 ている。

・おはじきなどの具体物を用意し ○ 表乗法の答えを被

たり、図を書かせる。 乗数を乗数の数だ

け累加する方法で

求めることができ

る。

２次 ５の段・２の ○ 知５の段の九九の

１･２ 段の九九を構 （子どもたちが探してきた５個 構成のしかたを理

成するととも ずつの具体物）がだんだん増 解している。

に、記憶し活 えていくと、どうなるだろう。 ○ 表５の段の九九を
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、用できる。 唱えることができ

①５個ずつが１個の場合をかけ算 それを用いて身の

になおして考える。 回りの問題を解決

。②３個から先の答えを自力解決 することができる

し、その意味ややり方をプリント

に書く （数学的思考・論理的思。

考）

・ ○個ずつが○個分」の表現に「

注目する。

・おはじきなどの具体物を用意し

たり、図を書かせる。

③考えの交流をし、５の段の九九

を完成させ、暗記する （コミュニ。

ケーション）

３ ○ 考５の段と同じ考

（子どもたちが探してきた２個 えを用いて２の段

ずつの具体物）がだんだん増 の構成を考えるこ

えていくと、どうなるだろう。 とができる。

○ 知２の段の九九の

①２個ずつが１個分、２個分の場合 構成のいかたを理

をかけ算になおして考える。 解している。

②３個から先の答えを自力解決 ○ 表２の段の九九を

、し、その意味ややり方をプリント 唱えることができ

に書く （数学的思考・論理的思 それを用いて身の。

考） 回りの問題を解決

「 。・ ○個ずつが○個分」の表現に することができる

注目する。

・おはじきなどの具体物を用意し

たり、図をかかせたりする。

③考えの交流をし、２の段の九九

を完成させ、暗記する （コミュニ。

ケーション）

３次 ３の段の九九 ○ 考乗法について成

１ を構成すると ●とりじゃんけんゲームをし り立つ性質を用い

ともに記憶し よう。 て、九九の構成の

活用できる。 しかたについて考

①●とりじゃんけんゲー方を理解 えている。
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する。 ○ 表３の段の九九を

、・２人組でじゃんけんをし、勝っ 唱えることができ

た方がアレー図の黒丸を縦横斜 それを用いて身の

めのどの方向でも良いので３つ囲 回りの問題を解決

。むことができる。黒丸の数が点 することができる

数となるため３の段のかけ算にな

る。

●●●●●●●●

●●●●●●●●

●●●●●●●●

●●●●●●●●

●●●●●●●●

②何回かゲームをし、得点をか

け算で求める （数学的思考・論。

理的思考）

③点数とその求め方を交流し、３

。の段のかけ算九九を完成させる

暗記する （コミュニケーション）。

４次 ４の段の九 ○ 考乗法について成

１･２ 九を構成す 箱に詰まった●は全部で何個 り立つ性質を用い

るとともに、 でしょう。 て、九九の構成の

記憶し活用 しかたについて考

できる。 ①紙で隠された部分 えている。

● も考えながら、●全 ○ 表４の段の九九を

、● 部の数を求めるという 唱えることができ

● 問題の意味を把握す それを用いて身の

●●●● る。 回りの問題を解決

、 。●●●● ②答えを自力解決し することができる

分」の表せる。

・おはじきなどの具体物を用意し

たり、図を書かせる。

③考えの交流をし、その他の４の

段についても考えて４の九九を完

成させ、暗記する （コミュニケー。

ション）
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７．本時の目標

○３０個のボールをいろいろなまとまりにわけて工夫して数えることができる。

８．本時の評価規準

関 ・乗法に関心を持ち、物の個数をとらえるときに進んで乗法を用いようとしている。

、 。・かけ算に関心を持ち 身の回りからかけ算で表せるものを進んで見つけようとする

考 ・数量の関係を「１つ分の大きさ」の「いくつ分」ととらえることができる。

・乗法を用いて身の回りの問題を解決することができる。

表 ・ １つ分の大きさ」の「いくつ分」ととらえたものを乗法の式で簡潔に表現できる。「

・乗法九九（５、２、３、４の段）を構成し、確実に唱えることができる。

・乗法が用いられる場合を理解できる。知

・乗法九九（５、２、３、４の段）の構成のしかたを理解できる。

９．本時の展開（本時／時間）

学習のねらい 学習活動 支援・評価

１ 課題をつかみ ○ロボットから出てくるボールの ○Ｔ１．問題提示－３個、５個、． 、

自力で解決す 数を数える。 ３０個とボールを取り出す。

る。 ・ 次は何個だろう？いっぱい出 ○Ｔ１．ロボットから出てくる○

てきた。 の数を少しずつ増やしていくこ

。 。 、 、いくつあるんだろう 知りたい とで 数える楽しさを感じさせ

数えたい。 活動に慣れさせる。

・３０個あったよ。 ○Ｔ１Ｔ２．ロボットから出てきた

・１個ずつ数えた （日常での経 ボールと同じだけの具体物を。

験） 子どもたちに配る。

・既習事項を生かして１０個ずつ ○Ｔ１．ボールの数を求めること

数えた （わかりやすさ） に意識をおいていた子どもたち。

に、まとまりで数えた子どもの

意見を紹介することで、まとま

りで数えると分かりやすいという

視点を与える。

２、まとまりを考え ○まとまりを考えてボールの数を Ｔ１．記録用の数えプリントを多

て数えることが 数える。 数用意し、いろいろな視点から

できる。 数えられるようにアドバイスし、

やり方を書き込ませる （プリン３０個のボールの数をまとまり 。

トを多数用意し、色を変える）で数えよう。

Ｔ１．具体物を用意して、操作さ

・１個ずつ数えたよ。２個ずつ数え せながらいろいろな数え方に気
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たよ （日常からの経験から） づかせる。。

・５個ずつでも数えられるよ。１０ Ｔ１Ｔ２・・・机間巡視し、数え

個ずつでもできた （わかりやす 方を一人ひとり確認とともに、。

さ・既習事項から） 問題の理解できない児童への

・３個ずつでも数えたよ。６個ず 対応をする。

つでもできるよ （新たなまとまり ◎新たなまとまりの分け方であ。

の分け方） る３個ずつと６個ずつの分け方

・１５ずつでも数えられるよ。 に重点を置き、その意見が出

・３０個ずつ数えたよ。 るような手立てをする。

・４つずつが７つとのこりが２こで３ ３個ずつのまとまりの視点

０だよ （発展的なまとまりの分け ・１０個ずつの３個分に分けて横。

方） 向きにきれいにならべたもの

を、縦向きに見ることで３個の

まとまりに気づかせる。

６個ずつのまとまりの視点

・５個ずつの６個分に分けて横

向きにきれいにならべたもの

を、縦向きに見ることで６個の

まとまりに気づかせる。

３、それぞれの考 ○まとまりにして数えた数え方を Ｔ１．黒板上で操作できる具体

え方を交流す 発表し、考えの交流をする。 物を用意し、発表しやすい環境

る。 ・何個のいくつ分という見方に気 を作る。

付く。 Ｔ１．子どもたちから出たまとま

りの数え方を具体的操作で共

通体験することで、ひとり一人

の理解を深めさせる。

Ｔ１．いろいろな視点からの数え

方が出るように意図的に指名す

る。

Ｔ１Ｔ２．何個のいくつ分という表

し方を理解できるようにする。

Ｔ１．資料を活用することで、何

個のいくつ分の表現が理解し

やすいようにする。

（Ｔ２個別対応）

関自分の意見を意欲的に発表

できる。

考何個ずつの何個分を理解し

ている。
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４、身の回りにあ ○身の回りにある「何個ずつの何 Ｔ１ 「何個ずつの何個分」と表．

る物を「何個ずつ 個分」に気付く。 現できる物が身の回りにあるこ

の何個分」で数え とに気付けるように例を示し、

ることができる。 何個のまとまりで数えると便利

かをわかるようにする。

（ブラックボックス）

知身の回りにある「何個ずつの

何個分」の例を理解できる。

５、本時の学習に ○本時のふりかえりをする。 ・自己評価カードを用意するこ

ついてふり返り自 とで本時の学習における子ども

己評価ができる。 の思いをくみ取る。

．考察10
２年生の算数科

の授業は週２時間

の複数指導を行っ

ている。本時は単

元の導入段階で操

作活動も設定し、

多様な考えがでる

ようにした。一人ひ

とりの学習状況を見

取りそれぞれの考

えを交流させること

が重要となる。そ

こで、この時間は

複数指導の授業形

。態をとることにした

「３０個のボールの

数をまとまりで数え

よう 」というテーマ。

。 。で学習を設定した 多様なボールの数え方が子どもたちで見つけていくようにしたいと考えた

子どもたちがボールの形のカードを使って自分なりの考え方を見つけている時に一人ひとりの

考え方を見取っていき、その後の話し合いによる交流場面で生かしていきたいと考えた。２人

の教師で記号を使いながら座席表に子どもの考え方を記入し互いに連携をとりながら指導を

進めた。話し合いの場面では見取ったことをもとに指名し多様な考え方を交流させることがで

きた。

子どもの考え方を見取る
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本時では、自作のロボット（口に物を入れると下からボール

が多数出てくる）を用意した。授業のはじめに布でおおわれた

。 。ロボットを出した 子どもたちは何があるのか興味津々であった

布をとったときは子どもたちの歓声が上がった。さらに、口の中

に物を入れるとボールが出てくることに驚いた。何回か出してい

るうちにボールの数の違いに気づき数に着目していった。このロ

ボットは子どもたちを集中させ課題意識を持たせることに有効で

あったと考える。

さらに、いろいろなまとまりで数の数え方を考えさせるために

ボールの形のカードを一人に３０枚ずつ用意した。このカードは

子どもたちの思考を助け多くの考え方を見つけさせることができ

た。さらに、見つけた考え方を記録する「数えプリント」も用意

した。このプリントは緑、青、桃、黄の４色にし、見つけた順番

に色を変えていくようにした。色を変えることによってもっと違う

考え方を見つけようと意欲的に学習に取り組むことができた。また、色によって学習が進んで

いない子どもを見つけやすく個別指導がしやすくなった。ボールのカードはこの後の学習で何

回も使うことができた。

単元を通してじゃんけんゲー

ムやかくされた●の数を見つけ

る活動など興味を持って学習が

できるように単元指導計画を組

んだ。また、具体的な作業から

抽象的な思考への学習を繰り返

しながら九九の内容を進めた。

そのことによって子どもたちに考

える力と交流する力がついてい

った。

かくされた●を見つけて数えるプリントじゃんけんゲームのプリント

自作のロボット

記録するプリントカードを使って考える
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第３学年の実践

主な指導形態 ＴＴによる指導

１．単元名 「１００００より大きい数をしらべようー大きい数のしくみー」

２．ねらい

この単元の学習内容は、千万の位までの数について学習する。まず千万の位までの大き

な数に関心を持つこと。次にその表し方を、一万までの数のしくみから考えて十進位取り記数

法によって表せることを知ること。また、千万の位までの数を読んだり書き表したりすること。

さらに、その数の構成、系列、順序、大小、それぞれの位の大きさの関係について考えるこ

と。これらの学習を通して、数のしくみは、一、十、百、千が繰り返されて上の位へと変わ

っていくと言うことを理解することになる。

２学年では 「３けたの数 「４けたの数」について学習してきている。ここでは、数の命数、 」

法、記数法、位取りの原理、数の構成と相対的な大きさ、系列、順序、大小、数の構成に

基づく加減計算等の内容の学習をしている この学習を受けて３学年の学習をし ４学年の 大。 、 「

きい数のしくみ」へと繋がっている。こうして、十進数は、数詞が少なくてすむように工夫さ

れていることに気づき、生活に必要なほとんど全ての数を読んだり書き表したりすることが出

きるようになっていくのである。

以上のことをふまえて、本単元では、命数法を導入として大きな数を数えることからはじめ

た。数を数えるときには、今までと同じように、１０ずつのまとまりで数える原理を生かして数

えるようにした。数の束をイメージさせたり、方眼の小黒板を使ったりして、また、位取りの

表をいつも用意したりして、大きな数の位をわかりやすくし、数を読んだり書いたりするときの

抵抗をなくすようにしたいと考えた。しかし 「千万」という数に対する抵抗は子どもたちにと、

って意外と大きいので、数を構造的にとらえさせるためにも数直線を用いることにした。数直

線の概念は１学年から使っているので、大きな数も同じように大小や順序などが考えられるか

らである。ここでは、数直線の見方を確認するとともに、最小目盛りの表す数の大きさを押さ

えてから読むという習慣を確立するように注意した。

このように本単元の学習は、算数の学習で扱う数について「大きい数のしくみ」を調べるこ

とを通して整数の表し方や構成を理解し、数の概念についてより理解を深め、４学年、さらに

はその先へとよりよく繋がることを願っているのである。

本単元では、ＴＴを取り入れて一通りの学習をする 「大きい数のしくみ」の学習は、子ど。

もたちにとってはそれほど難しい単元ではないが、具体物を用いたり、操作活動を取り入れ

たりすることは難しいので、理解を助ける場面や個別指導の必要な場面では協力して指導を

することにした。
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３．指導内容の系統

２年 ３年 ４年

３けたの数 本単元 大きい数のし 大きい数のしくみ

くみ

・１０００までの数の命 ・千万の位までの数の ・億、兆の位に及ぶ

数法、記数法 命数法、記数法 数の命数法、記数

・位取りの原理 ・数の構成と相対的な 法

・数の構成と相対的 大きさ ・数の構成と相対的

な大きさ ・数の系列、順序、 な大きさ

・数の系列、順序、 大小 ・十進位取り記数法

大小 ・整数を１０倍、１００倍 と十進構造の意味

・数の構成に基づく した数と、１０でわっ

加減乗除 た数の大きさ

４けたの数

・１００００までの数の

命数法、記数法

・数の構成と相対的

な大きさ

・数の系列、順序、

大小

４．単元目標

千万の位までの整数について、その表し方や構成を理解し、数の概念について理解を深め

る。

〔関心・意欲・態度〕 千万の位までの大きな数に関心を持ち、進んで数を書いた

り読んだりしようとする。

〔数学的な考え方〕 千万の位までの数の表し方を、既習の一万までの数のしく

みから類推して考える。

〔 〕 。表現・処理 千万の位までの数を読んだり書き表したりすることができる

〔知識・理解〕 千万の位までの整数について、その表し方やしくみや数の

系列、順序、大小などを理解する。
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５．単元の指導構想

ＴＴによる指導（８時間）

・一万の位までの数の読み方、書き方、構成を理解する。

・十万・百万・千万の数のしくみと千万の位までの読み方、書き方、構成を理解する。

・一億未満の数について、理解を深める。

・数の相対的な大きさについて理解する。

・数の系列、順序、大小についての理解を深める。

・整数を１０倍した数の表し方を理解する。

・整数を１００倍した数、１０で割った数の表し方を理解する。

・確認テストをする。

６．単元の指導計画

時 目 標 学 習 活 動 関 思 表 知 主な評価規準

心 考 現 識

１ ・一万の位まで ・絵を見て、入場券の ○ 束ごとに数える関

の数の読み 枚数を数える。 よさに気づき、数

。方、書き方、 ・２４１５３の数構成と命 えようとしている

構成を理解す 数法をまとめる。 十万未満の数知

る。 ・入場券の数を数字で ○ の読み方や書き

表す。 方、数の構成を

・用語「一万の位」を 理解している。

知る。

２ ・十万・百万・ ・一万を１０個集めた数 ○ 考 既習の１００００

千万の数のし を「十万」といい、 までの数のしくみ

～

３ くみと千万の 「１０００００」と書くこ から類推して、

位までの読み とを理解する。 一万から千万の

（

本 方、書き方、 ・一万～千万の数の 数のしくみも１０個

時 構成を理解す 表し方のしくみを考 分の関係になっ

る。 え、それぞれ１０個分 ていることをとら

）

の関係になっている ○ えている。

ことをまとめる。 千万の位まで表

・一万の位から左から の数を読んだり

順に「十万の位、百 書いたりできる。

、 」万の位 千万の位

ということを知る。
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４ ・一億未満の数 ・一億未満の数を探 ○ 一億未満の数関

について、理 す。 を探そうとしてい

解を深める。 る。

５ ・数の相対的な ・１４０００は１０００を何個 ○ 考 数を相対的な

大きさについて 集めた数かを考え 大きさでとらえて

理解する。 る。 いる。

・数の系列、順 ・数直線に表された数 表 数直線上に表

序、大小につ を読んだり、数を数 された整数を読

いての理解を 直線に表したりする ○ んだり、数直線。

深める。 上に整数を表し

たりできる。

６ ・整数を１０倍し ・２０の１０倍の数を考 ○ １０倍した数は知

・ た数の表し方 える。 もとの数に０を１

７ を理解する。 ・もとの数と１０倍した 個つけた数にな

・整数を１００倍し 数の並び方を比べ ることを理解して

た数、１０で割 る。確認テストをす いる。

った数の表し る。 １００倍した数は知

方を理解する ・２５の１０倍の数を考え もとの数に０を２。

る。 個つけた数にな

・２５の１００倍の数を考 ること、１０でわっ

える。 た数はもとの数

・２００を１０でわった数 の一の位の０をと

を考える。 った数になること

。・もとの数と１０でわっ を理解している

た数の並び方を考え

る。

８ ・学習内容の理 ・練習問題に取り組 ○ 関自分の課題に対

解を確認する む。 して一生懸命取。

り組んでいる。

○ 考学習したことを活

用して発展的に

考えている。

７．本時の目標

○・十万・百万・千万の数のしくみと千万の位までの読み方、書き方、構成を理解する。
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８．本時の評価規準

関 一万の位より大きな数に関心を持ち、一万～千万の数のしくみを調べようとしている。

考 既習の１００００までの数のしくみから類推して、一万から千万の数のしくみも１０個分

の関係になっていることをとらえている。

表 千万の位までの数を読んだり書いたりできる。

一万～千万の数のしくみを理解している。知

９．本時の展開（本時２／８時間）

学習のねらい 学習活動 支援・評価

１ 課題をつかみ ○ 一万より大きい数に関心を持つ。． 、

自力で解決す 前の時間に一万の位までの数を勉強 関 一万より大きい数に

る。 しましたが、これよりもっと大きい数 関心を持ち考えようと

を知っていますか。 している。

（ ）観察･発言・ノート

２．一万より大き ○一万より大きい数を調べよう。 考 既習の読み方と結び

い数のしくみを ○問題文を読み、課題をつかむ。 つけて考えている。

（ ）調べようという 観察･発言･ノート

課題をとらえる 東京都の人口は何人ですか。 ○机間指導で一人ひとり。

この数の読み方を調べましょう。 の考え方や方法のよさ

を見つけ励ます。

１１６８０４９０人

○一万を１０個集めた数は、何と言えば 関 一万の位より大きな

よいでしょうか。 数に関心を持ち、一万

～千万の数のしくみを

一万を１０個集めた数を十万といい、 調べようとしている。

１０００００と書く。 ○既習の一万の位までは

読めるが、それ以上は

○１０万を１０個集めた数は、何と言えば 未習なので、さらに上

よいでしょうか。 の位の必要性に気づか

せる。

十万を１０個集めた数を百万といい、

１００００００と書く。

○一万の位の左を、順に十万の位、百

万の位、千万の位という。 ○位取りの表を使い位や

読み方を確認する。
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３．一万～千万の ○東京都の人口 １１６８０４９０人は 「千 知 一万～千万の数のし、

数の表し方をま 百六十八万四百九十」人と読むこと くみを理解している。

とめる。 ができる。 ○４桁ごとに「一、十、

百、千」の繰り返しに

なっていることに気づ

かせ、千万の位までの

数のしくみについて把

握させる。

（観察・発言）

４．適用問題を解 ○練習問題をする。 表 千万の位までの数を

決する。 読んだり書いたりでき

る。

．考察10
指導体制については、担任との打ち合わせの時間が少ない中でも学習内容や展開につい

て連絡を取ったり、物の準備や役割分担について協力的に行うことができた。特に、操作を

伴う学習活動や体験的な学習活動の時にはＴＴの指導体制が有効であった。

また、学級での学習のルールが確立するにつれて子どもたちと落ち着いて学習することが

できた。特に、学級担任のふだんの学級経営の成果が、クラスのいい雰囲気を作り、子ども

たちも安心して間違えられたり、失敗が許されたりして、おおらかで伸び伸びとした中にも子

ども同士が支え合い、教え合い共に学ぶという姿が見られた。

授業初めの１００マス計算では、毎時間実施することで子どもたちもタイムが速まったり成績

がよくなったりと成果が自分で確認でき意欲的に取り組むことができた。時には、速くできた

子どもが先生役をする姿も見られた。継続することの良さが感じられたが、さらにひと工夫し

て次年度へ繋げたい。例えば、プリントを配る時間を短縮するために１学期分予め配っておき

結果の記録も一目で分かるようにする。問題の工夫をする。

「大きい数のしくみ」１００００より大きい数を調べようの学習を通して、子どもたちは、２学

年までに学習したことを思い出しながら、また、そのことを生かしていろいろな大きい数につ

いて調べることができた。はじめは、なかなか位を意識することができなかったり、大きな

数が読めなかったりしたが、位取りの表を使ったり、ノートの数字に補助の線を書き入れたり

するうちに徐々に大きな数も読んだり書いたりすることが出きるようになってきた。実際に新聞

で大きな数を調べたときには、人やお金に関係する事柄が多いことにも気付くことができた。

数の構成では 「○○を○個集めた数」という捉え方で数の大きさ、合成、分解等その意、

味を理解することができた。

しかし、学習後に行った確認テストを見てみるとその時には理解して分かっていたことでも

しばらくして確認すると理解が不十分な子どももいた。今後の課題としては、百マス計算だけ

でなく学習したことをいろいろな機会に絶えず反復練習をして忘れないように、定着させる工

夫も必要になってくるのではないだろうか。
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第４学年の実践（１）

主な指導形態 学級内集団一斉学習および習熟度別グループによる少人数指導

１．単元名 「わり算の筆算を考えよう」

２．ねらい

わり算のわる数が１位数の筆算については、すでに学習をしている。本単元のわる数が２位

数のわり算の場合にも、商を求めるときには 〈たてる 〈かける 〈ひく 〈おろす〉の４操作、 〉 〉 〉

を繰り返して計算を進めていくことは同じである。しかし、わり算の筆算で躓いている子ども

たちはずいぶん多い。本単元に入るまでのプレテストでもわる数が１位数の筆算で正確に計算

ができない子どもが多かった。

教科書を見ると〈たてる 〈かける 〈ひく 〈おろす〉の操作を強調する指導方法になって〉 〉 〉

いる。子どもたちは、このわり算の筆算の計算のマニュアルを覚えることが筆算の学習になっ

てしまっていて、その手順を忘れると計算ができなくなってしまうため、プレテストでもできな

い子どもが多かったのではないかと思われる。そのために、本単元では、筆算の手順を強

調するよりも実際の具体物を通して筆算の仕組みを理解することに力点を置いた。そうすれば

手順を忘れても自分で考え出すことができるし、また、筆算形式の仕組みやそのよさを感じ

ることができると考える。また、わられる数が４位数になっても５位数になっても、わる数が３

位数になっても４位数になっても発展的に自分で答えを導き出すことができると考える。

、 〈 〉 。 、本単元では わる数が１位数の学習よりも商を たてる 段階が複雑になる この理由は

わる数が１位数の場合には 〈たてる〉は１回で決まるのに、わる数が２位数になると、仮商を、

、 、 。たて それを修正して真商を求めるようになり 商の求め方が試行錯誤的になるからである

商の見当をつけるとき、全く当てずっぽうでは、修正回数が多くなってしまう。できるだけ真

商に近い仮商のたて方と確実なその修正の仕方が２位数でわるわり算では大切である。この

ような求め方は、はじめてで不慣れな作業であるので、子どもたちにとっては、理解しにくく

慣れるのに時間を必要とすることと思われる。特に、個人差が出てくる点にも配慮して進めて

いきたい。

わる数が２位数のわり算の前段階として仮商を求めるときに必要な何十÷何十、何百÷何十

などの計算の仕方の学習をする。つまり６０÷２０が６÷２のように既習の１・２位数÷１位数の計

算に帰着させることによって商を求めていくことを理解する。

なお、わり算の性質（わる数、わられる数に同じ数をかけても、同じ数で割っても商は代

わらない）は、１０の束などの具体例を通して理解することになる。

わる数が２位数で、商が２位数になるわり算の筆算の方法を学習する。ここでは、最初に

商のたつ位の理解が特に重要である。始めから形式的に指導するのではなくて、具体的な場

面や数感覚をもとにして、最初に商のたつ位が判断できるようにすることが大切である。そし

て、筆算の形式的処理のよさを理解させたい。

わり算については 「わる数とわられる数に同じ数をかけても同じ数でわっても商はかわら、
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ない」というきまりがある。このきまりは具体物を操作しながら理解させたい。そして、末尾

に０のついたわり算の答えを工夫して求めさせたい。

これは、５年生の小数のわり算でも用いられる。このきまりの理解は、言葉だけでなく、簡

単な場合のわり算を通して理解することを大切にしたい。

あまりのあるわり算については、０を消して計算した場合、あまりの数に消した０の数だけ０

をつけることを検算（わる数×商＋あまり＝わられる数）を通して確かめることができる。

本単元では、２位数÷２位数の基本的な内容な学習までは、学級一斉学習をする。そこで

は、商の見当をつけてから仮商をたてて真商を求める基本的な内容をＴＴによって１人ひとりの

子どもが理解できるようにしていきたい。その後、学級内の習熟度別の学習にして、仮商を

立てて仮商を何回か修正していく子どもたちにとっては、難しいと感じる本単元の重要な学習

内容を個々の子どもたちが確実に身につけられるようにしたい。子どもたちは、プレテストや

単元の初めの理解度を自己評価し、じっくりコースとどんどんコースを自己決定させる。じっ

くりコースは、個々の子どもたちの学習状況をよりよく把握している学級担任が担当し、どん

どんコースは、担任外の教師が担当することにする。

３．指導内容の系統

３年 ４年

わり算 わり算の筆算 小数のかけ算とわり算

・除法の意味と演算記号 ・２～３位数÷１位数の筆 ・整数、小数÷整数（商が

・九九を１回適用する除 算形式 小数）の計算と筆算形式

法計算 ・乗除混合、連除の式

の計算方法

・倍と除法の意味の拡張 小数のかけ算とわり算

あまりのあるわり算 ・１位数でわる除法の暗

算 ・小数でわる除法の意味と

計算

・九九を１回適用する叙 ・整数、小数÷小数の計算

法計算 本単元 わり算の筆算 と筆算形式

・答えの確かめ方

・あまりの意味 ・何十でわる除法

・ 商 「積」の用語 分数と小数「 」

・２～３位数÷２位数の筆

算形式 ・整数の除法の商は、分

・除法の検算の仕方 数を用いるといつも１つの

・仮商の立て方と修正の 数として表せること

意味

・除法について成り立つ

性質
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４．単元目標

筆算形式による２～３位数を２位数で÷除法計算の仕方について理解し、それを適切に用

いる能力を伸ばす。

〔関心・意欲・態度〕 除数が２位数の除法計算の仕方を既習の除法計算の仕方

をもとに進んで考えようとする。

〔数学的な考え方〕 見積もりをもとに、仮商のたて方や修正の仕方について考

える。

〔表現・処理〕 除数が２位数の除法計算を筆算で正確にできる。

〔知識・理解〕 除数が何十の除法計算の仕方を理解する。

除数が２位数の除法の計算の仕方を理解する。

５．単元の指導構想

学級内集団による一斉学習 （３時間）

・何十でわる計算（あまりなし）の仕方を理解し、その計算ができる。

・何十でわる計算（あまりあり）の仕方を理解し、その計算ができる。

・ 商 「積」について知る。「 」

・２位数わる２位数（仮商修正なし）の筆算の仕方を理解し、その計算ができる。

・わる数×商＋あまり＝わられる数の関係を理解し、検算ができる。

じっくりコース どんどんコース

・具体物を使いながら２位数÷２位数や３ ・具体物を使いながら２位数÷２位数や３

位数÷２位数の仕方を考える。 位数÷２位数、４位数÷２位数の仕方を

・除法について成り立つ性質を理解する 考える。。

。・末尾に０のある数の除法の簡便な計算 ・除法について成り立つ性質を理解する

の仕方とあまりの求め方を理解する。 ・末尾に０のある数の除法の簡便な計算

・学習内容を身につけるため、練習問題 の仕方とあまりの求め方を理解する。

をする。 ・様々な問題にチャレンジをする。

・学習内容の理解を深め、算数への興味

を広げる。
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６．単元の指導計画

時 目 標 学 習 活 動 関 思 表 知 主な評価規準

心 考 現 識

１ ・何十でわる計 ・６０÷２０の仕方を考 ○ １０を単位として、関

算の仕方を理 える。 何十でわる計算 あ（

解し、その計 ・上記の計算練習をす まりなし）の仕方を

算ができる。 る。 考えている。

○ 何十でわる計算表

（あまりなし）が

できる。

２ ・何十でわる計 ・９０÷２０の計算の仕 ○ 何十で割る計算表

算 あまりあり 方を考える。 （あまりあり）がで（ ）

の仕方を理解 ・ 商 「積」について きる。「 」

し、その計算 知る。 ○ 何十でわる計算知

ができる。 ・計算練習をする。 （あまりあり）の仕

。方を理解している

３ ・２位数÷２位数 ・８７÷２１の筆算の仕方 ○ ２位数÷２位数の関

・ （仮商修正な を考える。 計算の仕方を考え

４ し）の筆算の ・８７÷２１の筆算の仕方 ようとしている。

仕方を理解し をまとめる。、

その計算がで ・８７÷２１の計算の検算 ○ 考 除数が何十の

きる。 をする。 場合の計算をもと

・わる数×商＋あ ・計算の練習をする。 にして、２位数÷２

まり＝わられる 位数（仮商修正な

数の関係を理 し）の筆算の仕方

解し、除法の を考えることができ

検算ができる る。。

５ ・２位数÷２位数 ・８６÷２３の筆算の仕 ○ 考 仮商の立て方、

の筆算で、過 方を考える。 修正の仕方を筋道

大商を立てた ・除数を２０ 切り捨て を立てて説明してい（ ）

ときの仮商修 と見て商の見当をつ る。

正の意味とそ ける。 ○ 表 過大商を立てた

の仕方を理解 ・過大商の場合仮商 ときの仮商修正が

する。 修正（１回）の仕方 できる。
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を理解し、計算の練

習をする。

・８１÷１２の筆算の仕方

を考える。

・過大商の場合仮商

修正（２回）の仕

方を理解し計算練習

をする。

６ ・２位数÷２位数 ・７８÷１９の筆算の仕方 ○ 考 仮商の立て方、

の筆算で過小 を考える。 修正の仕方を筋道

商を立てたと ・除数を２０と見て商の を立てて説明してい

きの仮商修正 見当をつける。 る。

の仕方を理解 ・過小商の場合の仮 ○ 表 過大商を立てた

する。 商修正の仕方を理解 ときの仮商修正の筆

し 計算練習をする 算ができる。、 。

・８１÷１２の筆算の仕方

を考える。

・過大商の場合の仮

商修正２回の仕方を

理解し、この型の計

算練習をする。

７ ・２位数÷２位数 ・７８÷１９の筆算の仕方 ○ 考 仮商の立て方、

の筆算で過小 を考える。 修正の仕方を筋道

商を立てたと ・除数を２０ 切り上げ を立てて説明してい（ ）

きの仮商修正 とみて商の見当をつ る。

の仕方を理解 ける。 ○ 表 過小商を立て

する。 ・過小商の場合の仮 たときの仮商修正

商修正の仕方を理解 の筆算ができる。

し、この型の計算練

習をする。

８ ・除数を切り捨 ・８７÷２５の計算の仕 ○ 仮商を立てやす関

て、切り上げ 方を考える。 い除数の処理の仕

の両方による ・除数を切り捨てた 方を考えようとして

仮商修正の仕 （過 大商）場合と切 いる。

方を比較し、 り上げた（過小商） ○ 考 過小商と過大商

自分の考えや 場合の筆算の仕方を のそれぞれの仮商

すい除数の処 比べる。 修正の仕方を比べ
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理の仕方を考 ・自分が仮商を立てや ている。

える。 すい除数の処理の仕

方を考える。

９ ・３位数÷２位数 ・３１７÷３２の筆算の仕 ○ 表 ３位数÷２位数＝

＝１位数の筆算 方を考える。 １位数の筆算ができ

の仮商の立て ・計算練習をする。 る。

方を理解し、

その計算がで

きる。

・学習内容に習 ・ 練習」をする。 ○ 表 ２～３位数÷２位10 「

熟する。 数＝１位数の筆算が

できる。

・３位数÷２位数 ・３４５÷２１の筆算の仕 ○ 考 既習の計算をも11
＝２位数の筆 方を考える。 とに筆算の仕方を

算の仕方を理 ・３４５÷２１の筆算の仕 考えている。12
解し、その計 方をまとめる。 ○ ３位数÷２位数＝知

算ができる。 ・計算練習をする。 ２位数の仕方を理解

（本時） している。

・商に０がたつ ・９４１÷２３の筆算の仕 ○ 表 ３位数÷２位数＝13
場合（商が何 方を考える。 ２位数の筆算がで

十）の簡便な ・計算練習をする。 きる。

筆算の仕方を ○ 商に０がたつ場知

理解する。 【発展】 合の簡便な筆算の

・４位数÷２，３位数の 仕方を理解してい

計算の仕方を考え る。

る。

・除法について ・１５０÷５０＝３と１５÷５ ○ 考 具体的な場面14
・ 成り立つ性質 ＝３、３０÷１０＝３の から、被除数、除

を理解する。 関係を調べて除法の 数と商の関係を考

性質をまとめる。 えている。

○ 除法の性質を理知

解している。

・末尾に０のある ・２７００÷４００の計算 ○ 表 末尾に０のある15
数の除法の簡 の仕方を考え、末尾 数の除法の簡便な
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便な計算の仕 の０のある除法の簡 計算が正確にでき

方とあまりの求 便な計算の仕方と、 る。

め方を理解す あまりの求め方をま

る。 とめる。

・学習内容の理 ・ たしかめ をする ○ 外国のわり算の16 「 」 。 関

解を確認する ・ チャレンジ」世界の 筆算の違いを見つ。 「

・学習内容の理 国々の計算の仕方を けようとしている。

解を深め、算 比べる。

数への興味を

広げる。

７．本時の目標

○３位数÷２位数の筆算の仕方を理解し、その計算ができる。

８．本時の評価規準

関 ３位数÷２位数の計算の仕方を意欲的に考えようとしている。

考 既習の計算の仕方をもとに筆算の仕方を考えている。

表 ３位数÷２位数＝２位数の筆算ができる。

３位数÷２位数＝２位数の筆算の仕方を理解している。知

９．本時の展開（本時１１／１６時間）じっくりコース

学習のねらい 学習活動 支援・評価

１ 課題をつかみ、 ○問題文を読み、課題をつかむ。 ○具体物であるお金を貼

立式する。 付し 「両替」を子ど、

３４５円あります。このお金を２１人で もたちがしやすいよう

同じ金額になるように分けます。一 にする。

人いくらもらえるでしょう。 ○机間巡視をし、一人一

人の考えや方法のよさを

○立式し、各自で解いてみる。 見つけ励ます。

課題に対して意欲的関

に取り組んでいるか。

（ノート・観察）

考 既習事項を使って考

えようとしているか。

（ノート・観察）

○３位数÷２位数なのに前時に学習した ○本時の課題をはっきり
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のと違うことに気づく。 持たせる。

２ それぞれの考 ○自分が考えた筆算を説明する。 ○筆算と「お金」をつな

え方を交流し、 げながら説明させること

３４５÷２１の仕方 により筆算の仕組みや

を知る。 〈たてる 〈かける 〈ひ〉 〉

・１００円玉３つは、２１人に分けられな く 〈おろす〉を実際にお〉

いので百の位には答えがたたない。 金を分配する操作から考

えさせる。

１

○児童が「お金」を使っ

て十分説明できないとき

・百円玉を十円玉に両替すると３４個に は、教師が援助すること

なり、十円玉３４を２１人に分けると３４ で筆算形式の仕組みがし

÷２１で十の位に１がたつ。 っかり捉えられるようにす

１ る。

○お金の具体物を使い、

２ １ ３百円を１０円玉３０個に両

１ ３ 替の操作をする。

・一人１０円玉１個を２１人に分けると１× 考 お金の分配をもとに

２１で２１個使い１３個余る。 筆算形式を考えようとし

ている。

（ ）・１０円玉 ３個を２１人に分けられない 観察・発言・ノート1
ので１０円玉 ３個を１円玉に両替する1
と１３０個、それに始めからあった５円

を加えると１円玉が全部で１３５個にな

る。

筆算形式の仕組みを知

１ ６ 理解している。

（観察・発言・ノート）

２ １

１ ３ ５

１ ２ ６

９

・１円玉１３５を２１人に分けると１３５÷２１＝

６あまり９で一人６円ずつ分けられて

９円余る。

２１ ３４５

２１ ３４５

２１ ３４５

２１ ３４５
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３ 商のたつ位置に ○３位数÷２位数の計算練習をする。 表 ３位数÷２位数の計算

注意をして計算 ・教科書の練習問題をする。 問題ができる。

練習をする。 ・みんなで答えを合わせる。 （ノート）

○児童に黒板で説明しな

がら解答させることで、

確実に理解ができるよう

にする。

４．３位数÷２位数 ○プリントの練習問題をする。 ○プリントを用意し、でき

の計算の習熟を ・自分で答あわせをしてどんどん次の る児童には、次々と取り

図る。 プリントに取り組ませる。 組ませる。

○教師は机間巡視をし

て、躓いている児童の指

導をする。

９．本時の展開（本時１１／１６時間）どんどんコース

学習のねらい 学習活動 支援・評価

１ 課題をつかみ、 ○問題文を読み、課題をつかむ。 ○具体物であるお金を貼

立式する。 付し 「両替」を子どもた、

。３４５円あります。このお金を２１人で ちがしやすいようにする

同じ金額になるように分けます。一 ○机間巡視をし、一人ひ

人いくらもらえるでしょう。 とりの考えや方法のよさ

を見つけ励ます。

○立式し、各自で解いてみる。 課題に対して意欲的関

に取り組んでいるか。

（ノート・観察）

考 既習事項を使って考

えようとしているか。

（ノート・観察）

○本時の課題をはっきり

○３位数÷２位数なのに前時に学習した 持たせる。

のと違うことに気づく。

２ それぞれの考 ○自分が考えた筆算を説明する。 ○筆算と「お金」をつな

え方を交流し、 げながら説明させること

３４５÷２１の仕方 により筆算の仕組みや

を知る。 〈たてる 〈かける 〈ひ〉 〉

２１ ３４５
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・１００円玉３つは、２１人に分けられな く 〈おろす〉を実際にお〉

いので百の位には答えがたたない。 金を分配する操作から考

えさせる。

１

○児童が「お金」を使っ

て十分説明できないとき

・百円玉を十円玉に両替すると３４個に は、教師が援助すること

なり、十円玉３４を２１人に分けると３４ で筆算形式の仕組みがし

÷２１で十の位に１がたつ。 っかり捉えられるようにす

１ る。

○お金の具体物を使い、

２ １ ３百円を１０円玉３０個に両

１ ３ 替の操作をする。

・一人１０円玉１個を２１人に分けると１× 考 お金の分配をもとに

２１ で２１個使い１３個余る。 筆算形式を考えようとし

ている。

（ ）・１０円玉 ３個を２１人に分けられない 観察・発言・ノート1
ので１０円玉 ３個を１円玉に両替する1
と１３０個、それに始めからあった５円

を加えると１円玉が全部で１３５個にな

る。

筆算形式の仕組みを知

１ ６ 理解している。

（観察・発言・ノート）

２ １

１ ３ ５

１ ２ ６

９

・１円玉１３５を２１人に分けると１３５÷２１＝

６あまり９で一人６円ずつ分けられて

９円余る。

３ 商のたつ位置に ○３位数÷２位数の計算練習をする。 表 ３位数÷２位数の計算

注意をして計算 ・教科書の練習問題をする。 問題ができる。

練習をする。 ・みんなで答えを合わせる。 （ノート）

○児童に黒板で説明しな

がら解答させることで、

確実に理解ができるよう

２１ ３４５

２１ ３４５

２１ ３４５
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にする。

４．３位数÷２位数 ○プリントの練習問題をする。 プリントの問題に意欲関

の計算の習熟を ・自分で答えあわせをしてどんどん次 的に取り組んでいるか。

図る。 のプリントに取り組ませる。 （観察・プリント）

○４位数÷２位数の問題に

も取り組ませる。

○どんどんコースなの

で、プリントを用意し、で

きる児童には、次々と取

り組ませる。

．考察10
４年生の１学期に学習した「わり算の筆算」で２～３位数÷１位数の計算問題がプレテストで

十分できていなかったことから、わり算の筆算形式が十分子どもたちに定着していないことが

分かった。そこで、本単元では 〈たてる 〈かける 〈ひく 〈おろす〉の計算のマニュアル、 〉 〉 〉

を覚えさせることよりも筆算の仕組みをしっかり子どもたちに理解させたいということに大きな

力点を置いて指導をした。

そのために教科書では、色紙を使った問題を取り上げているが、子どもたちが普段使って

いるお金の方が「両替」ということで一つ下の位に換算しやすいと考え、お金を使うことにし

た。

お金を使って両替をしながら「分ける」ことを考えることにより、１０円玉１個を２１に分けるか

ら１×２１で１０円玉が２１個必要であり、１円を６個を２１に分けるから６×２１で１２６円必要になるという

ことで〈かける〉ことの意味や〈ひく〉ことの意味、そして〈おろす〉ことの意味をよく理解

することができた。子どもたちは 「なるほど 「あーあ、そうか」等の声が聞こえてきて、筆、 」

算形式のよさを感じたり、仕組みをしっかり理解できたと考える。また、本単元での重要な指

導内容である答えを立てる位置についても 「今十円玉を分けているから、十の位に答えがた、

つんだよ」などの発言が子どもから聞こえ 「お金」を操作することにより、答えがたつ位置、

についても子どもたちの理解が深まったと考えられる。

発展の過程で、子どもたちがさらに桁数の多いわり算に取り組んだときには、答えが空位

になるところも抵抗なく理解していたのもそのためだと思われる。

教科書の「チャレンジ」に「世界の各国のわり算を調べてみよう」という学習ある。子ども

たちは、いろいろな国の筆算形式に大変興味を示し、それぞれの筆算の仕組みを理解するこ

とができた。そして、筆算形式の理解が深まった日本式のよさや愛着を感じ「やっぱり日本

のやり方がよいわ 」という声も聞こえた。。

本事例は「どんどんコース」での学習であり、さらに桁数が多いわり算にも取り組んだ。し

かし、桁数が増えても、千円札では、配れないから百円玉に両替して ・・・１万円札では配、

れないから・・・・と子どもたちは、どんどんと大きな桁数にも楽しんで挑戦することができ

た。これはやはり子どもたちが筆算の計算の仕組みを〈たてる 〈かける 〈ひく 〈おろす〉〉 〉 〉
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というマニュアルを覚えさすことにねらいをおいた指導では子どもたちの考えを広げていくこと

はできなかったと考える。また、ある一定期間おいた後でも、子どもたちは、仕組みをしっ

かり理解することにより、忘れてしまってできないということは避けられると考える。また、５

年生で学習する小数のわり算においても、ここで学習したことがしっかり生きて次の学習に生

きてくると思う。
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第４学年の実践（２）

主な指導形態 学級内集団間等質グループおよび習熟度別グループによる少人数指導

１．単元名 「およその数で表そう」

２．ねらい

この単元の学習内容は、日常生活にさかんに用いられている概数に気づかせること、概数

の意味を理解すること、概数を表す方法を理解すること、概数を用いてグラフをかく等の概数

を活用することがある。これらの学習を通して「数は正確でなければ意味がない」という固

定的な見方から、数をもっと「流動的に広く、幅のあるもの」としてとらえることができる。さ

らに、概数を活用することで、分かりにくかった数の大きさのおよその大きさが分かるように

なるといった経験を通して、見積りの力をつけることができる。見積りの力がつけば、演算

決定の際にとても役立ち、問題の構造をとらえることもできるようになる。

年では「たし算とひき算のひっ算」で、加法や減法の見積りをしてきている。また「か3
け算」のひっ算では、乗法計算の積の見積りをしてきている。 年では「 けたでわるわり4 2
」 、 、 。算 の仮商を立てる際には 被除数と除数をおよその数にし 商を見積ることが重要になる

本単元で概数の意味や表す方法、概数の活用の仕方を学習した後、 年生では、概数を5
用いた和や差の見積り、わりきれない商の概数での表現、複雑な形の面積の概測等に発展

していく。

以上のことをふまえて、本単元での発展内容として、概数を使って資料をもとにグラフに表

す学習、具体的場面でどの程度の概数にするかを判断・処理する学習を通して、概数への

理解を深め、概数を活用する力や見積りの力をつけていきたいと考えた。

また、子どもたちの学びが単元を通して主体的につながっていくように教具「がい数マシ

ーン」作りを取り入れたい。学んだことが工夫しながら教具として目に見える形にしていくこと

によって、学習への意欲的な取り組みと学習内容の定着が図れるのではないかと考えた。

本単元では、集団間等質グループでの少人数指導で一通りの学習をする。概数は子ども

たちにとっては身近であるが、その考え方を理解するのは難しい。確認テストをしながら一人

ひとりの学習状況を見取っていくためには一斉指導よりも少人数指導が有効であると考えた。

一通りの学習を終えてから確認テストをし、自已評価に基づいて、習熟度を加味した課題別

のグループを再編成をする。その際、基礎・基本を身に付けることをねらいとしたじっくりコ

ース(内容は、振り返りチェックテストの問題の見直しを中心とするが、類題もやる)、十分に

学習が達成できている子どものためのどんどんコース(内容は今まで学習したことを活用し解,
決することが中心)の２つのコースがあることをあらかじめ知らせておく。

全体の指導の重点は子ども自らが課題意識をもち、向上しようと意欲をもって学習に取り,
。 、 。組むことにある そのためコースを選ぶ際は 子どもの自己評価をできるかぎり尊重していく

指導者としては、子ども一人ひとりの考えのよさやつまずきをとらえ、その子どもに合った支

援をしていく。つまずいている子どもには図で示す等の支援をしていく。ほぼ学習内容がで,
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きるようになった子どもには しっかりと定着するように学習内容をいろいろな場面で活用する, ,
ように支援していく。十分に学習内容が達成している子どもには発展的に考えていけるような,
支援をしていく。

じっくりコースでは、数の大きさを考えず形式的に概数にしようとする傾向がある。もとの数

の大きさに近い数でなければ意味がないことをしっかり指導する。したがって、数直線を用

いて近い数の見つけ方を考えたり数と数の間には多くの数があることを再認識させ、概数の, ,
意味や四捨五入の原理を自ら発見できるように指導する。

どんどんコースでは、適切に概数処理ができるので、数の和や差を求めたり積を求めたり

する場面で、どのように概数を活用するか自分なりにいろいろ考えて取り組むように支援して

いく。そして、概数にして計算するのはいいのか場合によってはだめなのか等概数に対して, ,
さらに課題意識をもつように指導したい。

３．指導内容の系統

３年 ４年 ５年

たし算とひき算のひっ わり算の筆算( ) だいたいいくらになる2
算 のかな

・仮商のたて方

・加法、減法の見積 ・概数を用いた和や

もり 差の見積もり

かけ算のひっ算( ) 本単元 がい数の表し 小数のかけ算とわり1
かけ算のひっ算( ) 方 算( )2 2

・乗法計算の積の見 ・概数の意味と表し方 ・わり切れない除法

積もり ・四捨五入の意味と方 の商を概数で表す。

法

・概数処理の種々の

表現方法 平行四辺形と三角形

・目的に応じて概数処 の面積

理してグラフに表すこと

・複雑な形の面積の

方眼による概測

４．単元目標

概数について理解し、目的に応じて用いることができる。

〔関心・意欲・態度〕 概数のよさに気づき、目的に応じて概数を用いようとする。

〔数学的な考え方〕 目的に応じて、概数で表す方法を考える。
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〔表現・処理〕 四捨五入して概数に表すことができる。

〔知識・理解〕 概数の意味と、四捨五入の原理と方法を理解する。

５．単元の指導構想

学級内集団間等質２グループによる少人数指導（５時間）

・概数についての興味関心を高める。

・概数の意味を理解する。

・四捨五入の意味と、その方法を理解する。

・四捨五入して概数にするときの表現のしかたや四捨五入するときに着目する位につい

て理解する。

・目的に応じて数を概数処理して、グラフに表すことができることを理解する。

・確認テストをする。

・自己評価を行い、自分の学習するコースを選ぶ。

じっくりコース どんどんコース

・数直線を用いて、確認テストでわから ・実際の資料をもとに、折れ線グラフや

なかった問題を中心に取り組む。 棒グラフをで表す。

・類題を解く。

６．単元の指導計画

時 目 標 学 習 活 動 関 思 表 知 主な評価規準

心 考 現 識

１ ・概数の意味を ・新聞記事の中の人 ○ 概数を用いるこ関

理解する。 数を使って、およそ とのよさに気づ

の数の表し方につい き、用いようとし

て考える。 ている。

・ がい数 の意味と ○ 概数の意味を理「 」 、 知

「約」を用いて表す 解している。

こと知る。

・ がい数マシーン」 ○ 関「がい数マシー「

が作れないか考え ン」を意欲的に

る。 作ろうとしてい
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る。

２ ・四捨五入の意 ・ 人と ○ 四捨五入して概168502 161562 表

味と、その方 人を概数で約何万人 数に表すことが

（

本 法を理解する と表すしかたを考え できる。。

時 る。 ○ 四捨五入の意味知

「 。

）

・ 四捨五入（切り捨 を理解している

て、切り上げ 」の）

意味を知り、その方

法をまとめる。

・ がい数マシーン」 ○ 考「がい数マシー「

のつくりかたを考え ン」の構造を考

る。 えている。

３ ・四捨五入して ・都市の人口を四捨五 ○ 概数にするときは知

概数に表すと 入して概数で表すし 何の位を四捨五

きの表現のし かたを考える。 入すればよいか

。かたや、四捨 ・四捨五入する場合 を理解している

五入するとき は、何に着目すれば

に着目する位 よいかをまとめる。

について理解 ・ がい数マシーン」 ○「

する。 の数直線の位取りを

どうしたらいいか考

える。

４ ・目的に応じて ・日本の小学生の数を ○ 表目的に応じて資

数を概数処理 表すには、数値をど 料の数値を適切

して、グラフに のように概数処理し に概数処理して

表すことがで たらよいか考える。 折れ線グラフに

きることを理解 ・資料の数値を概数に 表す。

する。 して折れ線グラフに ○ 考最大値がかける

表す。 ように、何の位

・どんな問題でも「が で四捨五入して

い数マシーン」が役 概数に表すか考

に立つか考えながら えている。

問題を解く。

５ ・学習内容をふ ・練習問題をする。 ○ 関自分ができるよ

り返り、自分 ・確認テストをする。 うになろうと、的

の理解を確認 ・自己評価をする。 確に自己評価し
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する。 ・コースの説明を聞 ている。

き、コースを選択す

る。

６ ・コース別学習 ・概数の意味を理解 ○ 関自分の課題に対

・ で基礎基本を し、位に気をつけて して一生懸命取

７ しっかり身につ 概数処理をする。 り組んでいる。

けたり、発展 ・概数の学習を活用し ○ 考学習したことを活

的に考えて学 て、資料をグラフに 用して発展的に

習したりする。 表したり、必要な数 考えている。

を求めたりする。 ○ ○ 表･知概数処理が

・ がい数マシーン」 できる。「

の改良に取り組む。

７．本時の目標

○四捨五入の意味と、その方法を理解する。

○四捨五入の方法を「がい数マシーン」の構造の中に取り入れる工夫を考える。

８．本時の評価規準

関 概数の表し方を考えようとしている。

「がい数マシーン」に四捨五入の仕組みを持たせようとする。

考 概数の表し方を数のしくみと結びつけて考えている。

表 四捨五入して概数に表すことができる。

四捨五入の意味を理解している。知

９．本時の展開（本時２／７時間）

学習のねらい 学習活動 支援・評価

１ 課題をつかみ ○問題文を読み、課題をつかむ。 ○学習したことを使って． 、

自力で解決す 「がい数マシーン」を

る。 次の人口をがい数で約何万人と 作っていくことを確認す

表す方法を考えよう。 る。

小平市 人 関概数の表し方を考えよ168502
日野市 人 うとしている。161562

（観察･ノート）

考概数の表し方を数のし

くと結びつけて考えて

いる。
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（ ）観察･発言･ノート

○机間指導で一人ひとり

の考え方や方法のよさ

を見つけ励ます。

○考えるきっかけの見つ

からない場合は数直線

で考えられないかアド

バイスする。

２．それぞれの考 ○それぞれの考え方について小グルー 表自分の考えを小グルー

え方を交流す プで交流し合う。 プのメンバーに、根拠

る。 を明確にして説明でき

る。

○グループの全員が話し

合った理由が説明でき

るよう目標を持って交

流させる。

３．グループで話 ○グループで話し合ったこと発表する 表概数が１６万になるか１７。

し合ったことを ・１６万か１７万かどちらに近いか考えれ 万になるかを、根拠を

発表する。 ばよい。 明確にして説明するこ

・１６５０００より大きいか小さいかで１６万 とができる。

に近いか１７万に近いかがわかる。 （観察・発言）

・数直線で考えるとどちらに近いかわ ○説明がうまくできない

かりやすい。 ときは、代わりに他の

児童が説明するように

促す。

４ 数値を変えて ○人口の数値をいろいろ変えた場合に 考１６万と１７万のどちらに． 、 、

１６万と１７万の間 概数がどのようないなるか調べる。 近いかは、千の位の

の数を概数にす 数字だけで決まること

る。 １６３５６２人、１６３９８６人、１６５５０２人 を考えている。

○数直線で１６万人に近い

・１６３５６２は１６万人に近いから約１６万。 か１７万人に近いか確認

・千の位が３なので百の位や十の位が させる中で、千の位に

どんな数でも１６万人の方に近いから 着目すればよいことに

約１６万人。 気づかせる。

・１６５５０２人だと１６万人と１７万人の真ん

中より１７万人の方に近いから約１７万

人。
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・千の位の数字で約１６万人になるか約

１７万人になるか決まる。

○ぴったり１６５０００人の場合どうすれば ○１６５０００人の場合どう

よいか考える。 すればよいかを考えさ

せる中で、四捨五入の

考え方へ導く。

○１６５０００ぴったりの場

合は、約１７万になると

いう約束があることを

知らせる。

５．四捨五入のし ○四捨五入のしかたについて考え発表 知四捨五入のしかたを理

かたを理解す する。 解している。

る。 ・１６万と１７万の真ん中より大きいか小 （観察・発言）

さいかで約１６万になるか約１７万にな

るかが決まる。

・千の位までの数が５千より大きいか

小さいかで約１６万になるか約１７万に

なるかが決まる。

・千の位の数が０，１、２、３、４の時は

約１６万、５，６，７，８，９，の場合は

約１７万になる。

「 」 「 」「 、 、○ 四捨五入 および 切り上げ 切 知 四捨五入 切り上げ

り捨て」の用語と意味を理解する。 切り捨ての用語を理解

している。 （観察）

６ 「がい数マシ ○「がい数マシーン」について四捨五 関「がい数マシーン」の．

ーン」について 入ができる構造を考え発表する。 構造について考えようとし

四捨五入ができ ・５を境に玉が転がるようにすればどう ている。

る構造を考える か。 ○これからも改良してい

ことができる。 ・５は切り上げになるような工夫はない く意欲を持たせる。

か。

．考察10
、 。４年生の子どもたちにとって 概数は身近なものである

子どもたちが読んでる本や会話の中でも頻繁に遭遇す

る。しかし、それらの概数についてしっかりととらえてい

るかというと非常に曖昧である。また、今までの正確な

数字と違い子どもたちにはとらえにくいものであった。本

単元の導入にあたり、新聞を使っておよその数を探す活動を行った。私たちの身の回りに概

（確認テストでの感想）

・新聞でおよその数をさがしたら

たくさんあったのでおどろきまし

た。ぼくは３６こも見つけました。



- 78 -

数がいかに多いか再確認させ、本単元の学習の位置づけをすることには効果があった。

本単元の学習内容の理解と学習意欲を高めるため

「 」 。に がい数マシーン 作りの学習活動を取り入れた

この取り組みにより子どもたちは、算数科の授業を楽

しみにするようになっていった。学習を進めるとともに

「がい数マシーン」が改良され、目に見える形で学

習成果が積み上がっていくことに成就感を持つことが

できたものと思う。また、一人ひとりの思いや考えを

出し合っていくことが、さらによいものしていくという

実感があったようである。実際、多くの子どもたちの

アイデアが生かされていった。特に、子どもたちがこ

、 。だわったところは 四捨五入の５の取り扱いであった

５を境にして玉が左に転がるか右に転がるかで切り上

げ切り捨ての機能を持たせた。しかし、５を尾根にす

るだけではちょうど５に切り上げの機能を持たせること

ができない。この５の位置をどういう構造にするかが

子どもたちの大きな課題となった。話し合いの結果、

５を中心に左の樋の上に右の樋をほんの少し重ねて固定することになった。そうすることによ

って、ちょうど５の位置に置いた玉は右の方に転がり切り上

げをする構造を持たせることができた。自分たちでこの方

法を見つけたとき、子どもたちは本当に満足した表情を見

せていた。

単元の終末段階で習熟度別少人数学習を取り入れた。

じっくりコースでは、いままで学習した問題を中心に練習

問題を自分のペースで取り組ませた。どの位で四捨五入

するかは問題文を正確に読まないと判断できない。本単

元の学習が苦手な子どもは、ゆっくり問題文を読みその意

味を理解していくことを指導していった。取り組んだ問題数は多くはないが、できた喜びを味

わうことができ、意欲につながった。また、どんどんコースの子どもたちは統計資料をグラフ

に表す学習を中心に学習を進めた。子どもたちにとって難しかったことは、グラフのめもりを

。 、 、どのようにとるかということであった 数値を概数で表し 最大値を探すことを発見してからは

意欲的に課題に取り組んだ。

この単元では、子どもたちの交流の場面を２段階で設定した。友だちとかかわりながら学

習を進めるという力がまだまだ弱いと感じたからである。話し合い活動では小グループでの

交流を行ってから、一斉学習での話し合いを持った。そうすることによって、全員参加の話し

合い活動に近づけることができた。みんなで学習を作り上げていこうとする雰囲気が高まって

きた。

課題としては、限られた時間でどのように体験的な活動を設定していくかが問題であった。

さらに、学習の習熟の時間をいかに生み出し、定着を図っていくかが今後の課題である。

「がい数マシーン」の構造の検討

Ｔ児の「がい数マシーン」の設計図

「５」の切り上げの構造
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第５学年の実践（１）

主な指導形態 学級内習熟度別グループによる少人数指導

１．単元名 「四角形をつくろう」

２．ねらい

四角形は日常的に親しみやすいものの形として、子どもの身の回りに多くの事例を見つけ

ることができる。三角形についても、身近な具体物を類別したり、構成したりする作業を通し

て、図形に対する親しみを深めながら、図形の特徴や性質を理解してきている。

これまで、2年生では四角形の概念を知り、3年生では長方形、正方形の性質を理解し、

そのことにより二つの直線の平行や垂直についての基礎となる経験をしてきている。

、 、 、 、本単元では 直線の垂直と平行について理解できるようにし そこに着目しつつ 正方形

長方形、台形、平行四辺形、ひし形を取り上げ、それらの四角形の性質をとらえることがね

らいである。これら四角形の辺の垂直、平行をもとにそれぞれの性質による弁別と作図を通

しての理解により、図形についての見方や感覚を豊かにするものである。

子どもたちは素直で、物事に対しねばり強く取り組む力がある。学習に対しても、例えば

プリントなど一言も声を発せず、一心に取り組むことができる。しかし、作図をしたり、計算

をするなど目標がはっきりわかっていて、簡単な作業には意欲的に取り組めるが、既習の知

識を使って新しいものを考え出したり、話し合う中から考えを練り上げるような思考する学習

には抵抗感がある。小数のわり算を学習した際にも、立式もせず、当然のように筆算でこう

なる～と、答えを求めることに始終する子もいる。

そこで、こういった子どもたちに、算数の考える楽しみを味わわせ、考える力をつけていく

。 、 、 、ことを重視したい この単元は 図形という視覚的に理解しやすく かつきまりを見つけたり

見つけたきまりを生かしていくような学習活動が組みやすい。そういった、自分の考えを出し

て友だちと比べあう中からより確かな考えへと高めていく学習活動を通して、考える楽しみ考

える力をつけさせたいと考える。

そのために、いったん教科書を離れ、子どもの思考活動にそった単元の展開を考えた。こ

のことにより、既習の知識を引き出しながら、より考えが練り上げやすい展開となり、子ども

たちに「わかった」と実感できる学習ができるのではないかと考えた。

以上のことをふまえて、本単元では、習熟度別グループでの少人数指導で学習する。四

角形は子どもたちの日常生活にとっては身近であるが、垂直・平行の着目を子どもたち自身

から出させるのは難しい。また、作図の作業の際は、能力の差が極めて出やすい単元であ

る。確認テストをしながら一人ひとりの学習状況を見取っていくためには、一斉指導よりも少

人数指導が有効であると考えた。コースを選ぶ際には、子どもの自己評価をできる限り尊重

していく。指導者としては、子ども一人ひとりの考えのよさやつまずきをとらえ、その子どもに

合った支援をしていく。つまずいている子どもには、三角定規などの道具を使い、垂直・平

行に着目して考えるよう支援していく。ほぼ学習内容が理解できるようになった子どもには、

しっかりと定着するように、学習内容をいろいろな場面で活用するように支援していく。十分に
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学習内容が達成している子どもには、発展的に考えていけるような支援をしていく。

じっくりコースでは、定規やコンパスをつかって正確な作図ができなかったり、各種四角形

。 、の性質がなかなか理解できないことが予想される 各種四角形の性質をしっかりと理解させ

作図に苦手意識を持たないように、子どものペースにあわせて丁寧に正確に作図できるように

支援していく。

どんどんコースでは、正しい作図ができるので、身の回りからいろいろな四角形を探し出

し仲間分けしたり、垂直・平行・辺の長さ・角の大きさなどに着目して、いろいろな図形を

組み合わせた形の作り方を自分なりに考えて取り組むよう支援していく。そして、図形に親し

み、その楽しさや不思議さを感得し、論理的思考力を伸ばしていきたい。

３．指導内容の系統

５年 ６年 中学

三角形と角 本単元 １年

垂直・平行と四角形

・二等辺三角形、正三角 ・線対称、点対称、正

形の概念、性質、かき方 ・直線の垂直・平行の 多角形

・形としての角の概念、 概念、かき方

大小関係 ・台形、平行四辺形、

・回転の角の大きさと単 ひし形の概念、性質、 ２年

位 かき方

・角のはかり方、かき方 ・対角線の概念 ・合同条件

・対頂角の性質

三角形の角の ３年

ひみつをさぐろう

・相似条件

・三角形、四角形の内

角の和

４．単元目標

直線の垂直、平行の位置関係や台形、平行四辺形、ひし形などの概念について理解し、

その弁別力、作図力を高めるとともに、これらを用いて図形の性質をとらえることができる。

〔関心・意欲・態度〕 垂直、平行や台形、平行四辺形、ひし形の性質を、既習の

図形の性質をもとにして調べようとする。

〔数学的な考え方〕 辺の並び方、辺の長さ、角の大きさに着目して、四角形の

性質について考える。
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〔表現・処理〕 垂直、平行や台形、平行四辺形、ひし形を弁別したり、か

いたりすることができる。

〔知識・理解〕 垂直、平行や台形、平行四辺形、ひし形の概念とそのかき

方を理解している。

５．単元の指導構想

じっくりコース どんどんコース

・作図の徹底。 ・各種四角形の作図、性質の理解と

・各種四角形の性質理解と弁別を ともに、それぞれの性質を生かし

中心に取り組む。 た作図の応用を多く取り組む。

垂直の概念と作図 ・垂直の概念と弁別

・垂直な直線の作図

平行の概念と作図 ・平行の概念と弁別

・平行な直線の作図

四角形の性質 ・四角形の弁別

台形、平行四辺形、ひし形、長方形、正方形

・四角形の性質

辺の交わり方、辺の長さ

四角形の作図 ・それぞれの性質を生かした作図

台形、平行四辺形、ひし形、長方形、正方形

６．単元の指導計画

時 目 標 学 習 活 動 関 思 表 知 主な評価規準

心 考 現 識
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１ ・垂直の概念を ・道路がいろいろな交 考角の大きさに着

理解し、その わり方、並び方をし 目して、直線の

弁別ができる ている絵地図を見る 交わり方につい。

活動を通して、小単 て考えている。

元の課題をとらえる 表垂直を弁別する。

・道のようすを直線で ○ ことができる。

表した地図上で、 知垂直の概念を理2
本の直線の交わり方 解している。

を調べる。

・ 垂直」の定義を知 ○ ○「

る。

２ ・垂直の概念の ・直線のない紙を折っ ○ 関紙を折って垂直

・ 理解を深める て、垂直をつくる活 を作ろうとしてい。

３ ・垂直な直線の 動に取り組む。 る。

ひき方を理解 ・垂直な直線のひき方 表垂直な直線をひ

する。 を考える。 くことができる。

・垂直な直線をひく。 ○ ○ 知垂直な直線をひ

くときの三角定規

の使い方を理解

している。

４ ・平行の概念を ・直線の並び方を調 関紙を折って平行

理解し、その べる。 をつくろうとして

弁別ができる ・ 平行」の定義を知 ○ ○ いる。。 「

る。 表平行の弁別をす

・紙を折って、平行を ○ ることができる。

つくる活動に取り組 知平行の概念を理

む。 解している。

５ ・平行な直線の ・平行な直線の幅を調 知平行な直線の間

間の距離は一 べる。 の距離は一定で

定であることを ・平行な 直線の等 あること、平行2
理解する。 距離性についてまと な直線は他の直

・平行な直線は、 める。 線と等しい角度

他の直線と等 ・平行な直線と、それ で交わることを理

しい角度で交 と交わる直線ででき 解している。

わることを理 る角度を調べる。

解する。 ・平行な直線は、他 ○

の直線と等しい角度
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で交わることをまと

める。

６ ・平行な直線の ・平行な直線のひき方 表平行な直線をひ

ひき方を理解 を考える。 くことができる。

する。 ・平行な直線をひく。 ○

７ ・四角形の概念 ・カードに線をひきな ○ 関いろいろな四角

・ を理解し、そ がら、いろいろな四 形をつくろうとし

８ の弁別ができ 角形をつくる。 ている。

る。 ・つくった四角形をグ ○ ○ 考いろいろな四角

（

本 ループ分けし、その 形を、その特徴

時 グループ分けの理 に応じて仲間分

由について交流する けしようとしてい

）

中から、それぞれの る。

四角形の定義につい 表向かい合う辺の

て絞り込んでいく。 関係について四

・最終的に仲間分けさ ○ 角形を分類でき

れた四角形につい る。

て 名称を理解する 台形の概念を理、 。 知

解している。

平行四辺形の概

念を理解してい

る。

９ ・平行四辺形の ・2枚の長方形の紙を ○ 考辺の並び方、辺

性質を理解す 重ねてつくった平行 の長さ、角の大

る。 四辺形について、特 きさに着目して、

・平行四辺形の 徴を調べる。 平行四辺形の性

かき方を理解 ・平行四辺形の性質を 質について考え

する。 まとめる。 ている。

・平行四辺形の性質を ○ ○ 表平行四辺形をか

利用して、平行四辺 くことができる。

形を作図する。 知平行四辺形の特

徴、性質を理解

している。

・ひし形の概念 ・同じ幅の長方形の2 ○ 考辺の長さ、辺の10
と性質を理解 つの紙枠を重ねてつ 並び方、角の大

する。 くった四角形につい きさに着目して、



- 84 -

・ひし形のかき て、特徴を調べる。 ひし形の性質に

方を理解する ・ ひし形」の定義を ついて考えてい。 「

知る。 る。

・ひし形の性質をまと 知ひし形の特徴、

める。 性質を理解して

・ひし形をかく。 ○ ○ いる。

・紙を つに重ねて折 ○ 関紙を使ってひし4
って、切り取るとひ 形をつくろうとし

し形ができる活動に ている。

取り組み、できるわ 表ひし形をかくこと

けを考える。 ができる。

、11 ・対角線の意味 ・各種四角形の頂点を 表対角線を用いて

・ を理解する。 直線で結び、その特 四角形をかくこと

・各種四角形の 徴を調べる。 ができる。12
対角線に関す ・ 対角線」の定義を ○ ○ 知対角線の意味、「

る性質を理解 知る。 性質を理解して

する。 ・各種四角形を 本の いる。1
対角線で三角形に分

けると、どんな三角

形ができるか調べ

る。

・合同な形について考

える。

・学習内容をふ ・練習問題をする。 ○ ○ 関自分ができるよ13
・ り返り、自分 ・確認テストをする。 うになろうと、的

の理解を確認 ・自己評価をする。 ○ 確に自己評価し14
する。 ている。

・学習内容の理 表各種四角形の性

解を深め、算 質を利用して、

数への興味を 四角形をつくるこ

深める。 とができる。

知いろいろな四角

形の性質を理解

している。

７．本時の目標

○いろいろな四角形を、その特徴に応じて仲間分けしようとすることができる。
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８．本時の評価規準

関 いろいろな四角形をつくろうとしている。

考 いろいろな四角形を、その特徴に応じて仲間分けしようとしている。

表 向かい合う辺の関係について四角形を分類できる。

台形の概念を理解している。知

平行四辺形の概念を理解している。

９．本時の展開（本時７／１４時間）

( )じっくりコース1

学習のねらい 学習活動 支援・評価

１．前時の学習を ○前時に学んだ垂直・平行の定義の復 ○垂直・平行を確認す

思い出す。 習をする。 る。

○四角形の性質を押さえ

るようにする。

２．課題をつかみ ○カードに線を引きながら、いろいろ ○作図の補助線が書か

。いろいろな四角 な四角形をつくる。 れたカードを用意する

形をつくる。 ○カードに線を入れなが

いろいろな四角形をつくって、仲間 らいろいろな四角形を

分けをしよう つくっていくようにさせ

る。

関いろいろな四角形をつ

くろうとしているか。

３．つくった四角 ○つくった四角形をグループ分けする ○できた四角形のうち、。

形をグループ分 ・直角の数 台形、平行四辺形、

けする。 ・平行な辺の組の数 ひし形、長方形、正方

・向かい合った辺の長さ 形を取り上げ、自分の

・向かい合った角の大きさ つくった四角形がどの

などでグループ分け グループに入るか分け

させる。

考四角形を角と辺に着目

しながら分類しようとし

ているか。

○画用紙を配布し、つく

った四角形を貼り、仲

間分けした理由を書か
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せる。

○机間巡視をして、仲間

分けの方法を一人ずつ

確認する。

４．それぞれの考 ○グループ分けの理由について交流す ○論理的な考え方や学習

えを交流する中 る中から、それぞれの四角形の定義 を進める上で全体の参

から、四角形の について絞り込んでいく。 考となる考え方をして

定義を導き出 いる子どもには、励ま

す。 して意見を述べるよう

に促す。

○一つの考えの紹介が終

わったら、全体でもそ

の考えに沿って、仲間

。分けをするようにする

○辺と角に着目させなが

ら、仲間分けを整理し

ていく。

○既習の並行について、

関連づけさせ、平行四

辺形を導かせる。

考向かい合う辺の関係

（平行）に着目できて

いるか。

５．仲間分けされ ○最終的に仲間分けされた四角形につ ○集合論の考え方に立

た四角形につい いて、名称を理解する。 ち、整理をしていくこと

て、名称を理解 ・長方形 で、子どもたちの考え

する。 ・正方形 をまとめていく。

・平行四辺形 表向かい合う辺の関係に

・台形 ついて四角形を分類で

・ひし形 きる。

台形の概念を理解して知

いる。

平行四辺形の概念を理

解している。

○学習の感想を書く。
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( )どんどんコース2

学習のねらい 学習活動 支援・評価

１．課題をつかみ ○長方形、正方形を つに分割し、再 ○一人分に長方形4つ、2
いろいろな四角 構成して四角形をつくる。 正方形4つとそれをは

形をつくる。 る台紙を用意する。

いろいろな四角形をつくって、仲間 ○黒板で操作の見本を行

分けをしよう い、長方形、正方形に

自分で好きなように、

、 、定規で一本 線を入れ

ハサミで2つに切り分

ける。

、○2つに切ったパーツを

裏返したり、向きを変

えたりして、新たな四

角形をつくることを理

解させ、自由につくら

せる。

関いろいろな四角形をつ

くろうとしているか。

２．つくった四角 ○つくった四角形をグループ分けする ○できた四角形のうち、。

形をグループ分 ・直角の数 台形、平行四辺形、

けする。 ・平行な辺の組の数 ひし形、長方形、正方

・向かい合った辺の長さ 形を取り上げ、自分の

・向かい合った角の大きさ つくった四角形がどの

などでグループ分け グループに入るか分け

させる。

考四角形を角と辺に着目

しながら分類しようとし

ているか。

、○ワークシートを配布し

仲間分けした理由を書

かせる。

○机間巡視をして、仲間

分けの方法を一人ずつ

確認する。

考角の大きさ（直角・垂

直）に着目して四角形
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を区分しているか。

３．それぞれの考 ○グループ分けの理由について交流す ○論理的な考え方や学習

えを交流する中 る中から、それぞれの四角形の定義 を進める上で全体の参

から、四角形の について絞り込んでいく。 考となる考え方をして

定義を導き出 いる子どもには、励ま

す。 して意見を述べるよう

に促す。

○辺と角に着目させなが

ら、仲間分けを整理し

ていく。

○既習の並行について、

関連づけさせ、平行四

辺形を導かせる。

考向かい合う辺の関係

（平行）に着目できて

いるか。

４．仲間分けされ ○最終的に仲間分けされた四角形につ ○集合論の考え方に立

た四角形につい いて、名称を理解する。 ち、整理をしていくこと

て、名称を理解 ・長方形 で、子どもたちの考え

する。 ・正方形 をまとめていく。

・平行四辺形 表向かい合う辺の関係に

・台形 ついて四角形を分類で

・ひし形 きる。

台形の概念を理解して知

いる。

平行四辺形の概念を理

解している。

○学習の感想を書く。

10．考察

、 、 。５年生の子どもたちにとって 四角形は日常生活の中にあふれた とても身近なものである

しかし、その中に隠された垂直や平行に着目するということは、ほとんどない。辺や角に改め

て着目し、四角形の中にも様々な種類があるということを発見するために、いったん教科書

の学習から離れ、自分の力で仲間分けをする活動を取り入れた。
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仲間分けでは、垂直・平行の復習

をしていても、やはりなかなかそれら

に着目した仲間分けのできない子ども

もいた。そういった子どもには、机間

指導する中で個別に指導した。まずは

自分でグループ分けを考え、友だちと

意見を交流することで、長方形、正方

形、平行四辺形、ひし形、台形の特

徴が明らかになっていき、次時での定

義を学んでいく学習へと繋げやすいも

のにすることができた。

この単元は、各種四角形の性質を学

ぶとともに、作図の力も要求される単

。 、元である 習熟度別少人数学習では

一人ひとりの子どもたちが自分でコー

スを選択し、自分のペースで学習を進

めることができるため、正確な作図が

苦手な子どもにとって、個別での関わ

りが可能な少人数学習は的確な指導

形態であるといえる。子どもたちが意

欲をもって学習に集中して取り組めたこ

とは、もっとも大きな成果である。積

極的に自分の考えや意見を発表できる

ようになってきた。また、普段とは違っ

た雰囲気で学習する中で、算数の楽し

、「 」さに気づき 算数が好きになりました

という感想を授業後の感想プリントに

書いた子どももいた。算数の苦手だっ

た児童も、大変前向きに取り組むよう

になってきた。特に、じっくりコースの

児童は、少人数の中でわかるまでじっ

くり学習し、成果を上げることができ

た。児童もよく質問するようになり、

学力とともに学習に対する意欲も高ま

っているように思う。算数の得意な子

どもや早くできた子どもは、友達に教

え合う姿も見られた。また、隣の友だ

ちとそれぞれの考えを交換し合い、自

じっくりコースでの四角形づくり

四角形の仲間分けの様子

仲間分けの交流
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分の考えと比べたりする

姿も見られた。単元の

最後に行う確認テストで

も、個々の子どもの理

解力向上が伺われ、満

点の答案を嬉しそうに見

せ合っている姿も見られ

た。

指導者側としては、

子どもの一人ひとりのつ

まずきを把握するため

に、毎時間一枚の座席

表を用意し、子どもの

様子を記録するように心

がけた。そしてそれを

次の時間の子どもの指

導に活用し、一時間ごと

の子どもの成長を記録

した。つまずきをしっか

りと次の時間でカバーし

ていくことで、子どもの

学力も定着し、効果的

な取り組みであったとい

える。

どんどんコースでの仲間分けの様子

どんどんコースの仲間分けの交流
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第５学年の実践（２）

主な指導形態 学級内集団間等質グループによる少人数指導

１．単元名 「分数をくわしく調べよう」

２．ねらい

４学年で学習した「大きさの等しい分数」は、長さやかさなどの量をもとに、その端数を

表す測定値としての意味が強かった。ここでは、量の単位を外して数直線上に分数を表すこ

とを通して、分数を数として抽象化し、整数、小数と同じ数としてとらえられるようにする。そ

、 、 。 、「 」 、して 異分母の分数の相等 大小関係の考察をする また 分数のたし算とひき算 では

同分母分数の加法、減法計算の一般的な方法を理解させ、その計算技能を身につけるように

する。同分母分数では、単位分数の何こ分と何こ分をたしたり、ひいたりすると考えることが

重要である。これは、既習の整数や小数の計算で位（単位）をそろえて行ったこととまったく

同じ原理であることに気づかせるようにしたい 「わり算と分数」では、整数のわり算の商は。

分数で表されることについて理解する。小数で商を表すと、わりきれずにあまりを出したり、

概数処理していた計算を分数で表すと、常に１つの数として正確に表せるよさを強調したい。２

を３等分すると児童は、単位の意識の薄さから と誤ることが多いので、具体量をもとにℓ ℓ

をとらえさせるようにする。さらに、小数倍などと同様に分数倍の意味についても理解ℓ

する 「分数と小数、整数の関係」では、分数と小数、整数の相互関係を理解する。３÷５の。

商である０、６も も数直線上では等しい大きさであること、及び分数を小数に、小数を分数

になおすことが理解できるようにする。これによって、必要に応じて計算をより効率的にできる

ようになり、分数、小数、整数を同じ数としてとらえることができるようになる。この除法の結

果を分数で表すことは、小数倍の見方を分数倍の見方へと拡張し、６年生の分数の計算へと

つなげていく。

以上のことをふまえて、分数の表し方やその意味についての興味・関心が高められるよう

に、生活と結びつけて問題提示していくことで、問題の意味がより確かにとらえられ、連続量

として実感できるのではないかと考えた。

また、子どもたちの学びが単元を通して、主体的に取り組めるように、操作活動を取り入

れながら進めたい。一人ひとりが色紙を使って、縦に切ることで量感をつかませたり、ケーキ

に見立てた円形の色紙を切って考えるようにさせたい。そうすることでよりねらいに迫れると考

えたからである。

本単元では、一斉指導（Ｔ・Ｔ）と、集団間等質グループでの少人数指導の時間を設定し

て進めた。各時間の初めには、今日のめあての確認と自己評価をすることを続けるように共

通理解していった。

2
3

1
3

3
5
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３．指導内容の系統

４年 ５年 ６年

分数 小数と整数のしくみ 分数のたし算とひき算

・分数の意味 ・小数の意味（小数 ・通分、約分

・真分数、仮分数、 第二、三位 、構 ・異分母分数の加減）

帯分数の概念 成、大小比較 計算

・同分母分数の大小 ・整数、小数の十進

比較 数としての統一

・仮分数と整数、帯

分数の相互関係

本単元 分数と小数

・分数の大小、相等

関係

・同分母分数の加減

計算

・整数の除法の商を

分数で表すこと

・分数と小数、整数

の相互関係

・分数と小数の大小

関係

４．単元目標

分数の意味や表し方についての理解を深めるとともに、分数、小数、整数の関係について

理解する。また、同分母分数の加減計算（真分数と真分数の加法と、その逆の減法）のし

かたを理解し、それを用いる能力を伸ばす。

〔関心・意欲・態度〕 ・整数についての除法の商は、分数を用いると常に１つの数

として表すことができることのよさが分かり、進んで分数

と小数、整数の関係を調べようとする。

〔数学的な考え方〕 ・同じ大きさの量を分数で表すときに、単位の分数をいろい

ろに変えることに着目して考える。

〔表現・処理〕 ・同分母分数の加減計算をすることができる。

・分数を小数になおしたり、小数、整数を分数になおしたり
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することができる。

〔知識・理解〕 ・同分母分数の加減計算のしかたを理解する。

・分数を小数になおしたり、小数、整数を分数になおす方

法を理解する。

５．単元の指導構想

・分数の表し方やその意味についての興味・関心を高める。

・真分数の相等関係を理解する。 一斉指導

。 （ ）・分子が同じ分数の大小比較のしかたを理解する Ｔ・Ｔ ２時間

・同分母の真分数どうしの加法計算のしかたを理解する。

・同分母分数の減法計算のしかたを理解する。

・学習内容に習熟する。

・整数の除法の商は分数で表せることを理解する。 （２通り）

・分数は分子を分母でわった商とみられることを理解する。

・分数倍の意味を理解する。

・整数の除法の商を小数と分数で表し、それらは等しいことを理解する。

・整数、小数、分数は１つの数直線上に表せることを理解する。

・確認テストをする。

・自己評価を行い、自分の理解度をはっきり持たせ、次時の活動に生かすためのめあ

てを持たせる。

学級内集団間等質２グループによる少人数指導

（ ）８時間

６．単元の指導計画

時 目 標 学 習 活 動 関 思 表 知 主な評価規準

心 考 現 識

１ ・真分数の相等 ・色紙を２等分、４等 考同じ大きさの分
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関係を理解す 分 ８等分 ３等分 数の存在につい、 、 、

る。 ６等分してその大き て、異分母の場

・分子が同じ分 さを分数で表す。 合にまで拡張し

数の大小比較 ・大きさの等しい分数 ○ て考えている。

のしかたを理 をさがす。

解する。 ・等分した色紙を横に ○ 分子が同じ分数知

２ ならべて分数の大小 の大小を比べる

を比べる。 には、分母の大

・分子が同じ分数は大 きさに着目すれ

きいほど小さくなる ばよいことを理

ことをまとめる。 解している。

考同分母の真分数

３ ・同分母の真分 ・ ＋ の計算のしか ○ どうしの加法計

算のしかたは、

数どうしの加 たを考える。 単位分数の何こ

法計算のしか ・同分母分数の加法 分ととらえ、既習

たを理解する 計算のしかたをまと の整数の減法計。

める。 算に帰着して考

えている。

４ ・同分母分数の ・ － の計算のしか ○ 考同分母の分数の

減法計算のし 減法計算のしか

かたを理解す たを考える。 たは、単位分数

る。 ・同分母分数の減法 の何こ分ととら

計算のしかたをまと え、既習の整数

める。 の減法計算に帰

着して考えてい

る。

５ ・学習内容に習 ・練習問題をする。 ○ 表同分母分数の加

熟する。 ・帯分数の加減計算 減計算（真分数

のしかたについて考 と真分数の加法

える。 と、その逆の減

法）ができる。

６ ・整数の除法の ・２ のジュースを３等 ○ 関除法計算の結果ℓ

商は分数で表 分すると１つ分は何 を積極的に分数ℓ

せることを理解 になるか考える。 を用いて表そうと

する。 （２このケーキを３人 ○ している。

3
5

4
5

7
5

4
5
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・分数は分子を で等分すると１人分

分母でわった はいくつのショートケ 表 整数の除法の

商とみられるこ ーキがもらえるのか 商を分数で表す

とを理解する 考える ） ことができる。。 。

・２÷３の商を小数で表

す。

・整数どうしのわり算

の商は分数で表すこ

とができることをまと

める。

７ ・分数倍の意味 ・４ｍ、２ｍは、３ｍの ○ 考 分数の倍につ

を理解する。 何倍にあたるか考え いて、整数や小

る。 数の場合をもと

・倍を表す数に分数を に発展的に考え

使うことがあることを ている。

まとめる。

８ ・整数の除法の ・３÷５の商を小数と分 ○ 関 計算の結果や日

商を小数と分 数で表し、０．６と 常の事象の処理

９ 数で表し、そ が等しいことを数直 に、分数を積極

れらは等しい 線で確かめる。 的に用いようとし

ことを理解す ・ 、 を小数になお ている。

、る。 すしかたを考える。 ○ 考 大小を比べたり

・整数、小数、 ・０．５、０．３７、３を 数直線上に表し

分数は１つの数 分数になおすしかた たりできることを

直線上に表せ を考える。 もとにして、小数

ることを理解す ・２、１．４、 、など ○ や分数も整数と

る。 の数を１つの数直線 同じ数として統合

上に表すことができ 的にとらえてい

るか考える。 る。

表 分数を小数や整

数になおすこと、

小数や整数を分

数になおすこと

ができる。

・学習内容の習 ・練習問題をする。 ○ 表整数の除法の商10
熟と、理解の ・確認テストをする。 を分数を用いて

3
5

3
4

2
9

4
5
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確認をする。 ・自己評価をする。 表すことができ

る。

７．本時の目標

○整数の除法の商は分数で表せることを理解する。

○分数は、分子を分母でわった商とみることもできることを理解する。

８．本時の評価規準

関 除法計算の結果を積極的に分数を用いて表そうとしている。

考 整数の除法の結果は、分数を用いると常に１つの数で表せることに着目している。

表 整数の除法の商を分数で表すことができる。

整数の除法の商は分数で表せること、分数は整数の除法の商とみることができること知

を理解している。

９．本時の展開（本時６／１０時間）

学習のねらい 学習活動 支援・評価

１ 課題をつかみ ○めあての確認をする。 ○日常生活の中で、ジュ． 、

立式する。 ○絵を見て、何をしている場面か話し ースなどをいくつかに

合い、課題意識を高める。 等分した経験も含めて

話し合わせ、課題への

関心を高めさせる。

２ ○既習事項から、除法でℓのジュースを３等分すると、１

立式することは比較的人分は何 になるでしょうか。ℓ

容易であると思われる

大きな２このケーキを３人で等分する

と、１人分はいくつのショ－トケーキ

がもらえるでしょうか。

○２÷３

２．自力解決して ○２÷３を計算して、１人分のジュースの ○いろいろな考えを認め

商を求める。 量を求める １人分のショートケーキ ていく。。（ ）

①２÷３＝０．６６６６６で、わりきれない。 関除法計算の結果を積極

的に分数を用いて表そ②２÷３＝０．６６６で、小数第３位

うとしている。を四捨五入して、０．６７ 。ℓ

③図をかいて考えて、２ を１ と１ に分 （観察・ノート）ℓ ℓ ℓ
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けて、１ を３等分した１つ分は ○①、②には小数で求めℓ ℓ

で、その２つ分だから たことを認めた上で、ℓ

商を正確に表す他の方

④３等分だから、２÷３ ＝ （ ） 法を考えさせるようにℓ

する。

○④は分数を用いて考え

③′円 形の色紙を使って３等分 たことを 認めた上

し、１人 分を求めて こ で、

＋ ＋ ＝１

で２にならないことに気

づかせるようにする。

３．それぞれの考 ○それぞれの考えを発表し 検討する 考 整数の除法の結果、 。

えを発表し、検 は、分数を用いると常

討し合う。 わり算の商を正確に表すにはどうす に１つの数で表せること

ればよいのでしょうか。 に着目している。

（ ）観察・発言

①小数で求めたけどわりきれなかっ

た。 ○友達の考えの中でよい

②小数で求めてわりきれなくても、四 点があったら、認め合

捨五入して表せばいいのだから、正 わせるようにする。

確でなくてもそれで十分だと思う。 ○商を正確に表すことを

③小数で表すとだいたいの量は分か 課題とすることを確認

るけど、正確ではないと思う。分数 させるようにする。

だときっちり表せると思う。

④ だとはじめ１ しかなかったこℓ ℓ

とになるのでちがうように思う。

４．商を分数で表 ○全員に分数で表わさせ

す。 ４÷３の商を分数で求めよう るようにする。

○４÷３の商を小数でも表

４÷３＝ してみて、分数の方が

正確に表せることに気

づかせるようにする。

1
3

1
3

1
3

2
3

1
3

1
3

1
3

1
3

4
3

2
3
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５．整数の除法の ○整数の除法の商は分数で表せること 整数の除法の商は分知

商は分数で表 をまとめる。 数で表せることを理解

せることをまと している。

める。 （ノート）

６．適用問題を解 ○練習問題をする。 表 整数の除法の商を分

。決する。 まとめた方法で解決する。 数で表すことができる

○確認テストをする。 （ノート）

○自己評価をする。 分数は整数の除法の知

商とみることができる

ことを理解している。

（ノート）

○整数どうしの除法の商

が分数で表せることの

逆の見方の問題がある

ことにも気づかせるよ

うにする。

．考察10
この単元の導入にあたり、とにかく日常生活の中で生かせ、量的なものがとらえられやす

い素材で考えさせたい、また、子どもの興味・関心が持続できるようにという思いからでき

るだけ一人ひとりに操作活動を取り入れ、思考の助けとなるようにしたが、子どもたちは、４

年で学んだ分数の理解が深まり、興味を持って、取り組むことができた。

色紙を１６等分したものを横に並べることで数直線との関わりがよりはっきり分かり、大小関

係もとらえやすくなった。

のジュースを３等分すると、１人分は何 になるでしょうか。Ａ、 ２ℓ ℓ

Ｂ、 大きな２このケーキを３人で等分すると、１人分はいくつのショ－トケーキがもらえるで

しょうか。

の課題で自力解決をさせた。多様な考えで、子どもの思考の交流ができたのは、Ａの課題

を与えた方である。Ｂの課題は、円形のケーキに見立てた色紙を切って考 えた児童が多

かったため、商が小数になると考えることはなかった。ほとんど１人分はこだと答えた。

、 。したがって 整数の除法の商を分数で表すよさに気づかせることには弱かったように考える

2
3
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第６学年の実践

主な指導形態 ＴＴによる指導

１．単元名 「箱の形を調べようー直方体と立方体ー」

２．ねらい

立方体や直方体では、子どもたちが持ってきた様々な箱を用いてこれらの立体の観察をす

ることから学習が始まる。まず、箱の面の形に着目して仲間分けをし、直方体、立方体の概

念をつかみ、その性質について学習する。また、見取り図を基に頂点、辺、面やそれらの位

置関係に着目したり、立体図形の頂点、辺、面と展開図との対応関係を正しくとらえることが

できるようにする。実際の箱を切り開くことによって展開図の意味の理解を助けることも試みた

い。さらに、自分が考えた展開図を切り取って組み立てたときに正しい直方体や立方体がで

きるかどうかでより理解を深めたり、確かめたりすることができる。その結果、立体図形を平

面状に表現することのよさに気付くようになっていく。

第 学年では 「かたちあそび」として取り上げ、直感的に理解させた。第 学年では、1 3、

箱の形をした物を観察したり、作ったりして立体図形の構成要素に着目することを学習してき

た。第 学年では、平面図形について四角形を取り扱い概念形成や性質を中心に学習した。5
、 、 。その経験の上に立って 第 学年では 直方体や立方体について詳しく学習することになる6

特に、その構成要素である面に着目したり、それぞれの構成要素の数に着目したりすること

を通して直方体と立方体の共通点や相違点を理解していくことになる。

以上のように立体をイメージするために具体物である箱を用意したり、模型を用意したりし

て、自分の手で触って確かめることを大事にした。また、実物を見ながら見取り図をかくこと

、 。を通して見えていない部分を想像したり考えたりすることで 空間概念を育てるように試みた

さらに、展開図をかくことで、立体図形の構成要素である面の大きさや形・面や辺や頂点の

数を意識しより確かなものへと繋げるようにした。言い換えるとこの単元では、いろいろな具

体的な操作活動を取り入れることによってより理解が深まっていくと考え、積極的に学習活動

に組み込むようにした。なお、立方体の展開図においては、いろいろな展開図があることを

子どもたちの力で考えさせたい。

本単元の中では、面や辺の垂直や平行の関係を考えることは抽象的になり抵抗のある子ど

ももいることが予想されるのでより具体物を使い色を付けたり記号をふったりしてよりわかりや

すく工夫していきたい。
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３．指導内容の系統

３年 ６年 中学

はこの形 本単元 直方体と立方体 １年

・直方体、立方体の ・直方体、立方体の概 ・空間図形

概念 念と性質

・直方体、立方体の ・見取り図の意味

面、辺、頂点の関 ・直方体、立方体の展

係の考察 開図

・展開図の素地 ・直方体の辺や面の位

置関係

体積

・体積の概念

・直方体と立方体の体積

の求め方と公式

立体を調べよう

・角柱、円柱の概念

特徴

４．単元目標

直方体、立方体の概念について理解するとともに、見取り図、展開図について理解し、

立体図形の観察と表現の能力を伸ばし、空間概念の基礎を養う。

〔関心・意欲・態度〕直方体、立方体の性質を、既習の図形の性質をもとにして調

べようとする。

〔数学的な考え方〕 立体図形の構成要素に着目して、直方体、立方体の特徴や性

質をとらえる。

〔表現・処理〕 直方体、立方体の展開図をかくことができる。

〔知識・理解〕 直方体、立方体の概念とその展開図の見方が分かる。また、

面や辺の垂直と並行の関係を理解する。
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５．単元の指導構想

ＴＴによる指導（７時間）

・直方体や立方体についての興味関心を高める。

・直方体・立方体の構成要素に着目して特徴や性質をとらえる。

・直方体・立方体の見取り図の意味を理解する。

・直方体・立方体の展開図の意味を理解する。

・直方体・立方体の見取り図や展開図がかける。

・面や辺の垂直と平行の関係を理解する。

・確認テストをする。

６．単元の指導計画

時 目 標 学 習 活 動 関 思 表 知 主な評価規準

心 考 現 識

・直方体・立方 ・身のまわりのいろい ○ 箱の形に興味を関

１ 体の概念を理 ろな箱を観察する活 持ち、進んでそ

・ 解する。 動を通して、単元の の特徴を調べよ

２ ・直方体・立方 課題をとらえる。 うとしている。

体の展開図を ・箱の特徴を調べる。 ○ 考 箱の形を、面に

理解する。 ・用語「展開図」を知 着目して直方体

る。 と立方体の つ2
・ 直方体 「立方体」 の集合に分けて「 」

の定義を知る。 とらえている。

３ ・直方体・立方 ・直方体や立方体の ○ 進んで直方体、関

体の特徴、性 面、辺、頂点につい 立方体の構成要

質を理解する ての特徴、性質を調 素を調べようとし。

べる。 ている。

・用語 平面 を知る ○ 直方体・立方体「 」 。 知

の特徴や性質を

理解している。

４ ・直方体の見取 ・用語「見取り図」を ○ 考見取り図や展開

・ り図について知 知る。 図で表すことを通

５ り、展開図を ・展開図をかき、それ して、辺や面の

かくことができ を切り抜いて直方体 つながりや位置
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る。 を組み立てる。 関係をとらえてい

・学習内容の理 ・いろいろな見取り図 る。

解を深める。 や展開図をかく。 ○ 直方体や立方体表

の展開図をかく

知ことができる。

直方体や立方体

の展開図は何種

類もあることを理

解している。

６ ・直方体の辺と ・直方体の辺と辺の交 ○ 直方体が積み重関

辺の垂直、平 わり方、並び方を調 ねられる理由を

行の関係を理 べる。 考えようとしてい

解する。 ・直方体の辺と面の交 る。

・直方体の辺と わり方を調べる。 ○ 直方体の互いに表

、 、面の垂直の関 垂直 平行な辺

係を理解する 垂直な面と辺を。

とらえることがで

きる。

７ ・直方体の面と ・直方体の面と面の交 ○ 直方体の面と面知

面の垂直、平 わり方、並び方を調 の垂直、平行の

行の関係を理 べる。 関係を理解して

解する。 いる。

○ 身のまわりの物関

、の辺や面の平行

垂直の関係に関

心を持ち、調べ

ようとしている。

７ ．本時の目標

○直方体、立方体の特徴、性質を理解する。

８．本時の評価規準

関 進んで直方体、立方体の構成要素を調べようとしている。

考 直方体と立方体の辺の長さや面の形の違いに気づいて、直方体と立方体の特徴を

とらえている。

直方体と立方体の面、辺、頂点の数を求めることができる。表

直方体・立方体の特徴や性質を理解している。知
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９．本時の展開（本時３／７時間）

学習のねらい 学習活動 支援・評価

．用語「平面」 ・直方体や立方体のまわりの様子を調 ○直方体や立方体の箱を1
を知る。 べる。 用意する。

２．直方体、立方 ○問題文を読み、課題をつかむ。

体を構成してい

る面、辺、頂点 直方体と立方体の面、辺、頂点 進んで直方体、立方体関

の特徴を調べ について調べましょう。 の構成要素を調べよう

る。 ・面の数 辺の数 頂点の数は としている。、 、 、

それぞれいくつありますか。 （観察・発言）

・形も大きさも同じ面は、それぞ 考直方体と立方体の辺の

れいくつずつ 何組ありますか 長さや面の形の違いに、 。

・長さの等しい辺は、それぞれい 気づいて、直方体と立

くつずつ、何組ありますか。 方体の特徴をとらえて

いる。

（観察・発言）

、表 直方体と立方体の面

辺、頂点の数を求める

ことができる。

３．直方体につい ○直方体について、 つの頂点に集ま ○実物に触れさせながら1
て、 つの頂点 っている辺の数 辺の長さを調べる 調べ学習をさせる。1 、 。

に集まっている ・ つの頂点に集まっている辺の数に1
辺の数、辺の ついて

長さを調べる。 ・１つの頂点に集まっている辺の長さに

ついて

４．直方体の大き ○直方体の大きさは、頂点に集まる辺 直方体・立方体の特知

さは、頂点に集 の長さで決まることを知る。 徴や性質を理解してい

まる辺の長さで る。

決まることを知 （観察・発言・ノート）

る。
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．考察10
授業の初めには、計算練習として100マス計算を取り入れた。最初のうちは集中して取り組

むことで計算力がつきタイムも少しずつ速くなり成果も上がっていた。このことは子どもたちも

実感するところである。また、授業の初めに計算をすることによって休み時間から算数の時間

へ頭を切り換えるのにも有効であった。しかし、ある一定の期間が経つとその伸びにも限界

が感じられた。このことは当然のこととも言える。ここでは、あえて川島先生のお話にもあっ

たように脳を活性化させることに意味があり、この意味を子どもたちにも知らせたうえで続けて

いきたい。

単元によっては、前時の学習内容の復習をかねてミニテストをＴＴで協力して実施した。ま

た、ミニテストは、繰り返すことで学習したことが定着し子どもたちの意識の中の「わかる」

から「できる」へと変わるきっかけになり少しずつ自信がついてきたように感じられた。ＴＴで

役割分担をして準備をしたり、採点をしたりして子どもたちに結果をすぐに知らせるとともに、

つまずいている子どもにはその場でやり直させ個別に指導するようにした。

学習環境の工夫としては、6年生では、算数の授業の足跡を掲示物として残していた。子

どもたちにとっては、前時の学習内容を思い出しやすく学習の流れの中で授業を理解しやすく

なるという利点があった。特に、その単元で新しく習った算数の用語や公式などは、子ども

、 。 、たちが掲示物を参考にしたり 発言の中で使っていたりして有効であった 指導者にとっては

子どもたちの理解が不十分と感じたときにすぐに前時の学習内容に返って指導できるという利

点があった。例えば、掲示物の内容を利用して問題を作り子どもたちに考えさせる場面であ

る。この時には、既習の内容でもあり考え方も掲示物を見るとよくわかるので子どもたちにと

っても大きな支援となっていた。

以上のようなことが、学習態度の育成や基礎・基本の育成にも相乗効果として働いていた

ように感じた。6年生ともなると算数では個人差が大きく指導上難しいこともあるが、算数の

苦手な子どもにとってもきめ細かな指導と支援によって頑張る意欲が続き困難なことにも立ち

向かえる力が少しずつ付いてきたように感じられた。

本単元のように、具体物を準備したり、具体的な操作活動を伴ったりする学習活動では、

物によって子どもたちの理解を助けることをねらっている。しかし、子どもたちがその学習活

動の意味やねらいを意識していないと物が有効に利用できなくなったり、かえって学習の妨

げになってしまったりすることがある。指導者側もそのことを意識して教材研究したり準備した

りするようにしなくてはならない。

最後に、子どもたちとの信頼関係を築くためにも学級経営が大切であり、学級の雰囲気作

りが大切であると改めて感じた。今後の課題でもある。
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Ⅴ 平成１６年度の研究の成果と今後の課題

昨年度の研究はこれまでの取り組みを土台としがら、学力向上をめざした算数科での指

導体制と研究体制の確立に向けた研究が中心であった。その中で、大規模校である本校の

指導体制のあり方が見えてきた。本年度は昨年度の研究の成果をふまえ、研究の視点を広

げ取り組みを積み上げてきた。

その結果を学力調査で見ると、年度当初にはどの学年も期待値程度しかとれていなかっ

たが、１２月の学力調査では、ほぼすべての学年で期待値を１０％から１８％上回る結果

となった。また、児童の意識調査から「算数の勉強がよくわかった 「算数の勉強が楽し」

かった」とこたえた児童が年度当初から１２月にかけて大幅に増加したことがわかった。

確かに、児童に数学的な学力がつき学習意欲が高まってきたことがうかがえる。

この児童の学力の向上と学習意欲の高まりは次のような成果から生まれてきたと考え

る。

個に応じたきめ細かな指導の充実

昨年度の研究から少人数指導が個に応じたきめ細かな指導にとって非常に有効であるこ

とはわかった。さらに本年度は、少人数指導や複数指導のそれぞれの指導形態の特徴を生

かしながら学習内容や児童の実態に合わせて指導形態を設定していくことで、さらに効果

的な学習指導にすることができた。取り組みの中で 「習熟度別グループ編成」や「集団、

間等質グループ編成 「課題別グループ編成 「方法別グループ編成」の特徴や配慮しなけ」 」

ればならないことが明らかになってきた。その結果、学びが連続する単元の構成を工夫し

柔軟な指導形態をとることができた。

さらに、個の見取りを的確に行い評価しタイムリーに支援していくシステムづくりを進

めた。座席表の活用、授業の終わりの「確認テスト 、単元末の「確認テスト 「学習カ」 」、

ルテ 、指導過程の工夫等により児童一人ひとりの学習状況の見取りがしやすくなった。」

また、それぞれの記録の仕方の簡素化も図ることができ積極的に活用されるようになって

きた。このような見取りと評価を行うことによって、より個に即した支援を行うことがで

きるようになってきた。

学習への集中力と学習態度の育成

授業のはじめの計算練習を続けることによって集中力がつき落ち着いた雰囲気で学習を

進めることができるようになってきた。学級の実態により計算練習に意欲を持たせるよう

工夫をしてきたことと、計算練習の意義を児童が理解するように指導してきたことで成果

をあげることができた。さらに 「聞くこと 「話すこと」や学習ルールの指導を継続する、 」

ことによって、みんなで協力しながら学習する雰囲気が醸成できてきたことが児童の学習

意欲の高まりにつながってきたと考える。学力調査や意識調査の結果を見ると学習への集

中力や前向きで誠実な学習態度が、予想以上に学力向上に大きな影響を与えていることが

わかってきた。
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基礎・基本の定着

「長小タイム」や補充指導、夏休み中の「のびのび学習 、家庭学習の充実といった取」

り組みを進めてきた。また、学習プリントや記録用紙の整備を進めてきた。その結果、計

算練習や漢字練習に意欲的に取り組む児童が増えてきている。家庭学習でも自主的に学習

を進めようとプリントを持ち帰る児童も多くなってきた。以前は面倒なことつらいことを

嫌って計算や漢字練習をあまりしなかったが、最近では目標を持って取り組む児童が増え

てきている。

学力向上への取り組みの広がり

学力調査や児童の意識調査の分析により、読書時間が学力に大きく関わっていることが

分かってきた。読書をするほど国語の力がつくことは予想できるが、それにも増して算数

の学力と関係が深いことがわかってきた。脳を活性化させたり、集中力をつけたり、学習

習慣をつけたりすることができるからであろうと推測される。そこで 「長小タイム」等、

で読書指導に力を入れてきたが、さらに一層取り組みの重点化を図っている。たとえば、

ボランティアによる読み聞かせで読書に興味・関心を持たせたり、異学年同士でペアーに

なり一緒に読書をしたりといった取り組みも工夫して読書の機運を高めている。

さらにデータの分析により朝食と学力に密接な関係があることがわかってきた。朝食は

毎日欠かさず摂ることが重要で、だいたい食べている児童と比べると学力に極端な差があ

った。そこで、学校だよりや学年・学級通信、懇談会等で保護者に啓発し、養護教諭と連

携をとりながら食習慣をはじめ生活習慣全般に指導の強化を図ってきた。児童も生活習慣

の重要性を認識し自主的に生活を立て直そうとめあてを持ってきている。

保護者との連携の強化

学力向上への啓発や学力向上に関わる資料の提供などを通して保護者と協力しながら学

力向上への取り組みができるようになってきた。家庭学習の充実や読書の習慣、基本的な

生活習慣の確立には家庭と連携をとりながら進めなければならない。学校での取り組みが

少しずつではあるが成果を上げてきているのも、家庭との連携が深まってきたからではな

いかと考える。学校を訪れる保護者が掲示物に目をとめたり、学習プリントを持ち帰った

りしている姿から学校の取り組みに関心が高まっていることがうかがえる。

本年度の研究をかえりみると、教職員や保護者の学力向上への意識がさらに高まり、い

ろいろな取り組みが有機的につながるようになってきたと考える。しかし、学習意欲の喚

起や基礎・基本の定着という観点で見てもまだまだ課題が残る。また、効果的な習熟度別

少人数指導や補充学習のあり方について研究を深める必要がある。授業の中で児童に学ぶ

楽しさや充実感が生まれるような学習を創り出せるように、授業研究を中心にした取り組

みも進めたい。具体的な実践を通してその取り組みを精査していくことがこれからの課題

である。そして、効果や問題点をもとにさらに改善していきたい。さらに、算数科を中心

に実践してきた成果を、他教科をはじめ学校教育全体に広めていく必要があると考える。
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お わ り に

平成１５・１６年度の２年間にわたり、文部科学省「学力向上フロンティア

スクール事業」の指定をいただき 『学力のより一層の向上を図るためのきめ、

細かな指導のあり方を求めて～算数科を通して～』のテーマの下に研究実践を

進めてまいりました。

これからの学校教育においては、基礎・基本を確実に身につけさせ、自ら学

び自ら考え、主体的に判断し、よりよく行動し、問題を解決する力などの「確

かな学力」を育むことが求められています。どの子にも基礎的・基本的な内容

を確実に身につけ、子ども一人ひとりのよさや可能性を伸ばすなど、個性を生

かす教育の実践を確立するためにも 「子どもが学ぶ楽しさや充実感を味わう、

ことのできる学習の創造～子どもが『わかった 『できた』をふやしていける』

授業をつくる～」をサブテーマとして揚げ、実践を積み重ねてきました。

この研究実践の取り組みの中で私たちの最大の収穫は、これまでの教師の意

識変革を求められたことであり、教師の授業改善への意識を高め、子どもの確

かな理解を促す授業づくりを試みることができたことです。教師から一方的に

指導するのでなく、常に子どもの学習状況を把握し、必要とあれば学年の配当

、 、教材にこだわらず繰り返し指導したり 補充や発展的な学習内容を工夫したり

抽い歩みではありましたが、私たちの研修は加速化したと言えます。

さらに、算数科の学習活動を通して、子どもが自ら思考し、その結果「わか

った 「できた」と実感し、学びの達成感や成就感を味わうことのできる学習」

指導法の確立を目指すために、第１に、子ども自ら、学びを継続できる単元の

開発、第２に、子どもにとって、思考の助けとなる教材教具の開発、最後に、

子どもが学びを実感できる少人数指導法の確立をも含めた場の構成のあり方、

の３つの方途からその具体化を図ってきました。このようにして、子どもが楽

しくわかりやすく学ぶことができ、個々の子どものもつよさをどのように引き

出すかという学びの質に迫ることができつつあると感じております。しかしな

がら、授業でのさまざまな活動は、その定着を目指す活動目標の実現に向けて

行われていますが、子ども一人ひとりが目標に照らしてどのような学習状況に

あるか評価すること、適切な評価活動を行うための指導計画と評価計画を一体

化した授業実践計画の開発が、新たな課題として立ちはだかっているのが、現

状であり、今後の課題でもあります。

しかし、この指定を受けたことを機会に、教師自身の研修活動を一段と深め

ることができました。学習中における子どものつまずきやつぶやきに、これま

で以上に耳を傾けて子どもと一体となって取り組みました。少人数指導を行い

個に応じたきめ細かな指導の充実に努めるなど、実践研修を積み上げてきたこ

とに対して大きな喜びを感じています。

最後になりましたが、このたびの本校の取り組みに対してご指導いただいた

多くの関係各位に厚くお礼を申し上げますとともに、今後とも一層のご教示を

賜りますよう、お願い申し上げます。



- 108 -

研 究 同 人
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茂森 重樹 中島 広美 望月 彩夕子ウイリアムズショーナー

宇野 幸代 清水 英子 那須 賢三 森川 裕司
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