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研究主題

数学的に考える資質・能力を育成する算数科授業の創造

～主体的・対話的で深い学びを通した効果的な指導と評価の工夫～

学習指導要領に基づく新しい教育課程が全面実施となり，学校現場では，その具現化に切磋琢磨しています。生きて働く「知

識・技能」の習得，未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成，学びを人生や社会に生かそうとする「学び

に向かう力・人間性等」の涵養を目指す教育活動をどのように達成するか。そして，本校に脈々と受け継がれてきた授業研究の伝

統を継承し，どのように児童の学力向上と教職員の人材育成に結びつけるか。このような思いを持って国立教育政策研究所の研究

指定を受け，２年間取り組んできた研究概要と成果及び課題をまとめました。

感染症拡大防止のために，研究発表会を開催せず，県内外からの講師招聘も限定した本年度の研究において，研究の深化と啓発

の方法を考え，試行錯誤した結果です。臨時休業に伴う年間指導計画の変更や授業形態の制限等を行い，厳しい状況にあった取組

の過程でしたが，研究主任を要として教職員が一丸となり，研究を進めてまいりました。

忌憚のない御指導・御意見を賜り，今後の指針とすることができれば幸いに存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

令和３年１月 菊池市立泗水小学校 校長 笠 聡一郎

ごあいさつ



Ⅰ 研究主題について
１ 研究主題

２ 研究主題設定の理由

数学的に考える資質・能力を育成する算数科授業の創造
～主体的・対話的で深い学びを通した効果的な指導と評価の工夫～

（１）教育の動向から
平成29年に告示された小学校学習指導要領に基づいた教育課程が本年度から全面実施となった。本指導要領には，その改訂の経緯とし

て，今の子供たちが成人して社会で活躍する頃には，我が国は厳しい挑戦の時代，予測が困難な時代を迎えるであろうこと，急激な少子
高齢化が進む中で，一人一人が持続可能な社会の担い手として，質的な豊かさを伴った個人と社会の成長につながる新たな価値を生み出
していくことの必要性が示されている。
また，改訂の基本方針の一つに，授業改善の推進に関する記述がある。そこには，各教科における授業の中で育む資質・能力の育成に

向けて，我が国の優れた教育実践に見られる普遍的な視点である「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進すること，
更にその留意点として，「主体的・対話的で深い学び」が授業の方法や技術の改善のみを意図するものではなく,あくまで児童生徒に目指
す資質・能力を育むための授業改善の視点であること，深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせることが重要になることなどが示
されている。
さらに，算数科の目標には，「数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・能力を次のとおり育成す

ることを目指す。」とあり，三つの資質・能力が示されている。
これらを受け，本研究では，昨年度に引き続き，上記の通り主題および副主題を設定し，算数科授業における効果的な指導と評価の工

夫について仮説検証を行う。

（２）本校児童の実態から
ア 平成31年度全国学力・学習状況調査結果から

右表は，昨年度４月に実施した全国学力・学習状況調査（算数）における６年の平均を領域
別・観点別に全国平均と比較したものである。全国と比べ大きく下回った領域に「数と計算」
がある。一昨年度の県学調で課題であった「図形」は課題が克服されつつある。観点別では，
「数学的な考え」と「技能」が全国を下回った。今後，計算の技能を習得させる際，数学的な
見方・考え方を働かせながら，より数学的活動を充実させる必要があると考える。

イ 令和２年度第１回児童意識調査結果から
本年度６月，全校児童を対象とし１回目の意識調査を行った。どの学年も設問は七つ，４件

法で回答させ，結果を設問毎に得点化し，得点率を算出した。１回目の全校集計の各得点率は
以下のとおりである。
設問1：72％ 設問2：62％ 設問3：58％ 設問4：79％ 設問5：77％
設問6：80％ 設問7：76％

70％を下回った設問は以下の二つであった。
・設問2：分からないことがあったとき，先生や友達に「わかりません」とたずねていますか。
・設問3：自分の考えを友達に伝えたいと思うことがありますか。

昨年度に引き続き，対話に関わる意識に課題が見られた。

[H31年度全学調結果]

自校 全国
65 66.6 -1.6 ±

数･計算 58.9 63.2 -4.3 △
量･測定 52.5 52.9 -0.4 ±
図形 77 76.7 0.3 ±

数量関係 68 68.3 -0.3 ±
関心 ＊ ＊ ＊ ＊
考え 59.5 62.2 -2.7 △
技能 70.7 73.6 -2.9 △
知識 73 70.1 2.9 ○
選択 76.6 75.7 0.9 ±
短答 68 72.8 -4.8 △
記述 45.4 47.4 -4.8 △
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３ 研究主題の考察

（３）昨年度の研究の反省から
・昨年度のはじめに，授業改善の視点である「主体的・対話的で深い学び」を研究推進上，あえて「主体的な学び」「対話的な学び」
「深い学び」の三つに分け，それぞれに対する工夫を考え，仮説検証を始めた。しかし，研究を重ねる中で，３つの学びをそれぞれ実
現することが目的ではなく，あくまで１単位時間や単元において「主体的・対話的で深い学び」を授業改善の視点とした資質・能力を
身に付けることのできる授業づくりが研究の目的であることに気付くことができた。本年度から「主体的・対話的で深い学び」をトー
タルで捉え，学年の系統を考慮しながら，仮説検証を進めている。

・昨年度は，数学的に考える資質・能力を身に付けさせる上で必要な「数学的な見方・考え方を働かせること」について，泗水小として
の捉えが曖昧で，授業づくりについても指導者任せのところがあった。本年度は，本時に働かせる数学的な見方・考え方を事前に洗い
出し，具体的な指導の工夫を考えていく。

（１）「数学的に考える資質・能力」について
算数科の教科目標に示された三つの柱（資質・能力），算数・数学教育で育成を目指す力のことである。また，これは，算数の学習

はもとより，他教科等の学習や日常生活等での問題解決に生きて働くものである。

（２）「主体的・対話的で深い学び」について
本校では，「主体的・対話的で深い学び」をあくまで資質・能力を身に付けさせるための授業改善の視点と考える。具体的には，こ

の実現を研究の目的とするのではなく，授業のねらいを達成させるための指導者側の手立てや工夫における一つの視点として捉える。
以下に，「主体的・対話的で深い学び」を児童の学びの側から見た捉えと，「主体的・対話的で深い学び」の実現に必要な数学的な

見方・考え方の捉えを示した。

授業の中で児童が「おやっ」「あれっ」「どうして」「解いてみたい」「いろいろと考えを使ってみたい」「答えをはっきりさせた

い」「～を解決したい」「～ができるようになりたい」「みんなで話し合ってみたい」「自分の考えを友達に伝えたい」「友達の説明

を聞きたい」などの問いにつながる意欲を持ち，数学的な見方・考え方を働かせながら自ら追求活動を始めたり，自ら伝え合う活動を

始めたりし，自らの学びの変容を実感できるような学びと捉える。ただ単に，個々に反復練習をするような「受動的な学び」とは正反

対の学びと考える。本研究では，「主体的・対話的な学び」の型を明らかにし身に付けさせる工夫ではなく，あくまで，資質・能力を

身に付けさせるための問いにつながる意欲を高める工夫，数学的な見方・考え方を働かせる工夫の在り方にこだわっていく。

「主体的・対話的で深い学び」とは

○数学的な事象を，数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え，根拠を基に筋道を立てて考え，統合的・発展的に考えること

○三つの柱（数学的に考える資質・能力）の全てに対して働かせるもの

〇既習の「概念」や「方法」が児童の中で整理されたもの

＊授業の中で働かせる数学的な見方・考え方の洗い出し例・・・各学年の実践例の（３）に掲載

数学的な見方・考え方とは



工夫Ｃ･･･「自分の力を試したい」「解いて自信がついた」「日常生活でも使いたい」「算数ってお
もしろい」などと思えるような評価問題の設定と，「なぜ，できるようになったか」を
振り返ることができる「はじめ・なか・おわり」による記述式の本時の振り返り

工夫Ａ･･･「違い」から問いを引き出し学ぶ意欲を高める工夫
○問題場面と既習(経験)との「違い」から「おやっ」「あれっ」「どうして」など
問いを引き出し学ぶ意欲を高める問題提示の工夫

○友達の考えと自分の考えとの「違い」から「おやっ」「あれっ」「どうして」など
新たな問いを引き出し伝え合う活動につなぐ対話の視点の焦点化・共有化

工夫Ｂ･･･ 本時における児童に働かせたい数学的な見方・考え方の洗い出しと児童の自覚化を
促す価値付け

Ⅱ 研究の概要
１ 研究の仮説及び授業の工夫

○○さんの考え
のよいところは，

～です。

この考え方を使うと
かんたんに解けるよ。

この時間に学ん
だことを練習問
題で試したい。 一人で解けたよ。

友だちの方法で
も解けたよ。

この考えって，
前にも使えたよ。

仮説１ 算数の授業において「主体的・対話的で深い学び」を通した効果的な指導を行えば，
児童一人一人に数学的に考える資質・能力を育成できるであろう。

仮説２ 算数の授業において，自らの学びの変容を自覚できるような評価の工夫を行えば，
児童一人一人に数学的に考える資質・能力を育成できるであろう。

早く解決したい。

習った考えが

使えないかな？

○○さんの考え

を説明します。

なぜ，そうな

るのか教えて

ください。

○○さんの考えと

私の考えは～の部分

が違います。

今日の学習のめあては

～だよ。

この考えは，他の場面でも
使えてすごい。

今度，買い物の
とき，この計算
をやってみよう。

この考えって，
いつでも使えて

すごい。

この考え方は
分かりやすいなあ。



数学的に考える資質・能力を育成する算数科授業の創造
～主体的・対話的で深い学びを通した効果的な指導と評価の工夫～

これまでの学習で身に付けた「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」

本時に働かせる既習の数学的な見方・考え方

工夫Ｂ
児童に働かせる数学的な見方・考
え方の洗い出しと児童の自覚化を
促す価値付け
口頭での言語化
板書等による視覚化

工夫Ｃ
「自分の力を試したい」「解いて自信
がついた」「日常生活でも使いたい」
「算数っておもしろい」と思えるよう
な評価問題の設定と，「なぜ，できる
ようになったか」を振り返ることがで
きる「はじめ・なか・おわり」による
記述式の本時の振り返り

工夫Ａ
「違い」から問いを引き出し学ぶ意欲を
高める工夫
問題提示の工夫
対話の視点の焦点化・共有化

算数の授業において「主体的・対話的で深い学
び」を通した効果的な指導を行えば，児童一人
一人に数学的に考える資質・能力を育成できる
であろう。 → 工夫Ａ 及び 工夫Ｂ

算数の授業において自らの変容を自覚できるよ
うな評価の工夫を行えば，児童一人一人に数学
的に考える資質・能力を育成できるであろう。
→ 工夫Ｃ

仮説
１

仮説
２

２ 研究の構想図



第１学年の実践例
（１）単元名　１年「かたちづくり」　　５時間取扱い
（２）本時の目標・・・色板の並べ方を工夫して，影絵の形を構成することができる。（２時間目/全５時間）
（３）本時に働かせる数学的な見方・考え方・・・図形の構成要素に着目して，図形の構成の仕方について考察すること

（４）本時の実際（日時：１１月４日（水）５校時　　　授業者：澤村舞花）

過程 主な学習活動と授業の工夫Ａ・Ｂ・Ｃ 児　　　童　　　の　　　反　　　応 工夫Ａ・Ｂ・Ｃの取組の分析

も

と

め

る

３　自力解決する。 Ｃ：ぴったり合うには，どうやって並べようかな。

Ｃ：屋根は三角２枚でできそうだな。大きな三角になりそうだ。

Ｃ：三角２枚で四角を作るとよさそうだ。

４　考え方を全体で出し合う。

５　自力解決する。

６　全体で話し合う。

Ｔ：どんな形を見つけて作ったか分かるかな？

Ｃ：大きい三角を１つ見つけている。次に四角を２つ見つけている。

Ｔ：これどうかな？

Ｃ：あれ，私が作った並べ方と違う。

Ｃ：大きい三角と小さい三角がある。この並べ方もいいんだね。

Ｔ：この形はできるかな？

Ｃ：難しそうだな。三角や四角を見つけたらできるかな？

Ｔ：どんな形を見つけましたか？

Ｃ：大きな三角１つ，大きい四角１つ，小さい三角１つ見つけました。

Ｃ：大きい三角４つでもできるね。

Ｔ：先生も作ってみたけどどうかな？先生は三角を９枚使ったんだけど…

Ｃ：どっちだろう，ぴったり合っているように見えるけどな…

Ｔ：ペアでぴたり合っているか確かめてください。（誤答例をペアに配布）

Ｃ：先生のは，はみ出しています。だからぴったりじゃないよ。

７　本時の学習をまとめる。

Ｔ：どんな形を見つけて作りましたか。

Ｃ：三角や四角を見つけました。

Ｔ：どこがぴったりになるとよかったかな。

Ｃ：角と長さがぴったりになるとよかったです。

８　評価問題を解く。 Ｔ：では，できるようになったのか問題です。

 C：魚だ。

 T：魚ができた人は振り返りをしましょう。

Ｔ：大きな△を見つけている人がいるよ。

Ｔ：（困っている児童に）魔法の線を引いてみるね。△と□が見えましたか。

９　本時の学習を振り返る。 Ｔ：どう並べたら，影絵がぴったりできましたか。

 C：大きい△と□を見つけたらできました。

つ

か

む

ふ

か

め

る

ひ

ろ

げ

る

１　前時の学習を振り返る。（既習内容）

２　本時の問題と課題を確認し，見通しを持つ。

Ｔ：この形は何でしょう？

Ｃ：三角を一つつけてみよう。

Ｃ：１枚だと，くるくる回してみてもぴったり合わないよ。

Ｃ：角はぴったりだけど，長さが足りません。

Ｔ：角ぴったり，長さもぴったりにするには，どうしたらいいのかな？

Ｃ：２枚ならできます。

Ｃ：２枚で大きな三角ができたよ。

Ｔ：２枚で角ぴったり，長さもぴったりの大きな三角ができましたね。昨日と

　　の違いはどこでしょう。

Ｃ：影になっていて色板の置き方が見えません。

Ｔ：では，このことをめあてにして考えていきましょう。

Ｔ：この形（き）はできるかな？

Ｃ：家の形だ，前の算数でも作ったよ。

Ｃ：でも，前の家より大きい気がするな？

Ｃ：よし，作ってみよう。

めあて かげえにぴったりあう◣のならべかたをかんがえよう。

まとめ ・△と☐をみつける。・かどぴったり。・ながさぴったり。

問題 ◣をならべて，つぎのかたちを

つくりましょう。
評価（思考・判断・表現）

Ｂ：図形に重ねながら角と線にぴったり合う形をつくっている。

色や線がないから，

難しいなあ。

１枚？２枚かな？

これと同じ形を作るこ

とはできますか？

三角を２枚使うとできそうだ！

他のかげえもできるかな･･･。

工夫Ａ･･･△１枚ではできないことや色や線がないこと等，前時との

違いに気付き，学習意欲を高める。

簡単にできますよ！

あれ，１枚だとぴった

り合わないぞ…。

工夫Ｂ･･･図形を構成する要素に着目すると，並べ方がわかることに

気付かせ板書に残す。

工夫Ｃ･･･「はじめ・おわり」の顔に

○をつける。書くことができる児童

は，どうやって考えたかを記述する。

工夫Ａ ○前時の学習を振り返った後，影絵の形を提示した。ほとんどの児童が１枚でできると思っており，前時との違いや予想と

のズレが生まれ意欲を高めることができた。

△児童から「短い」という言葉が出たが，共有化できていなかった。代表児童が前に出て指さしたり，短い辺に色を付けた

りすると共有化することができたのではないか。

工夫Ｂ ○色板に番号を振って色分けして並べたことで，並べ方の「違い」が一目で分かった。考えを交流すると

きに，大きな三角や大きな四角が視覚的に捉えやすくなった。板書に三角や四角についてまとめたこと

で，並べ方のよさに気が付く児童がいた。口頭で価値づけたことで，評価問題でも見方・考え方を働か

せようとする姿が見られた。

△本時では図形の構成要素として角と辺を取り上げたが，一年生にとっては少し難しい内容であった。

「辺の長さ」だけに焦点化すると，もっと考えやすくなったのではないか。

工夫Ｃ ○授業の最後に「なぜ，できるようになったか」を振り返ることができていた。

○振り返りの内容を見て，全体に振り返りを発表することができた。

△一つ一つの操作活動に時間がかかり，全員が時間内に記述で振り返ることができなかった。

あれ？私が作った形

と違うぞ。この並べ

方でもいいのかな？

この家は，大きい三角と四角

を見つけているね。

こっちの家は，大きい三角と小

さい三角を見つけているよ。

ぴったりだからよさそうだ！

どんな形を見つけて作っ

たか分かるかな。

三角を２枚使うと，角と長さがぴった

りになりましたね。

大きな三角や四角を

見つけているね。大

きな四角もあるよ。

大きい三角４つでで

きるなんてすごい

ね！

では，この山みたいな形

は何を見つけたのかな？



第２学年の実践例
（１）単元名　２年「１００をこえる数」　　１１時間取扱い

（３）本時に働かせる数学的な見方・考え方・・・数のまとまりに着目し，十進位取り記数法の原理に基づくこと

（４）本時の実際（日時：７月１５日（水）５校時　　　授業者：吉浦　紗織

過程 主な学習活動と授業の工夫Ａ・Ｂ・Ｃ 児　　　童　　　の　　　反　　　応 工夫Ａ・Ｂ・Ｃの取組の分析

も

と

め

る

３　自力解決する。 Ｔ：いろいろな道具を使って考えて見てください。並べたものはそのままおいといてね。

Ｃ：１０円玉を並べて考えてみよう。

Ｃ：数え棒を並べてみよう。

Ｃ：数え棒を並べるのは大変だ。

４　求めた結果と方法を伝え合う。

５　本時の学習をまとめる。

６　本時の学習を振り返る。 Ｔ：「はじめ・なか・おわり」で振り返りましょう。

７　評価問題を解く。

Ｔ：１０のまとまりですると計算できると分かったのでチャレンジ問題をしましょう。

Ｔ：道具を使ってもいいし，今覚えた技を使ってもいいです。

（２）本時の目標・・・１００をこえる数について，その読み方やかき方を理解し，１０や１００を単位として数をとらえたり順序や大小，加減計算の仕方を考えたりすることを通して，十進法の理解や数の見方・考え方を深めると

つ

か

む

ふ

か

め

る

ひ

ろ

げ

る

１　たし算を立式し，既習事項を使って復習する。

２　本時の問題と課題を確認し，見通しを持つ。

Ｔ：この中から二つ選んでいいよと言われたらどれを選ぶ？

Ｃ：コーンポタージュとポテトを買いたいです。

Ｔ：この二つを買うといくらになる？

Ｃ：４０＋３０です。

Ｃ：７０円になります。

Ｔ：どうやって計算したの？

Ｃ：４０と５０の０を隠すと，４＋５で９になるから９０だと思います。

Ｔ：今日の問題の式はどうなりますか。

Ｃ：８０＋３０です。

Ｔ：答えが見つかった人？

Ｔ：何で悩むのかな？

Ｃ：１００の数字が出てくるから。

Ｔ：１００を超えたらどう計算するのか考えてもらいます。

Ｔ：どのように考えましたか。

Ｃ：数え棒で数えたけど，途中で終わってしまったからできませんでした。

Ｃ：お金を使って計算したら１００円のまとまりを見つけました。

Ｃ：１円玉を使って１０のまとまりを見つけたけど，途中までしかできませんでした。

Ｔ：どうやって計算したのかな。

Ｃ：１０が８＋２で１０，１０＋１は１１，１０が１１個だから１１０円だと思います。

Ｔ：これ，１回でできる簡単な方法があるんだよね。

　　これまでの使ってできないかな。

Ｃ：１０の０をとって，８＋３にして，１１。

　　０をつけて１１０。

Ｔ：一番簡単な方法は１０がいくつかを考えると１回で計算できるようだね。

　　　　　　　　　　　ともに，生活や学習に活用しようとする態度を養う。（９時間目/全１１時間）

めあて 計算のしかたを考えよう。

まとめ １０のまとまりで考えるとかんたんにできる。

評価（主体的に学習に取り組む態度）

Ｂ：１０を単位として計算の仕方を考えている。

工夫Ａ･･･問題場面の中から既習事項を使ってできる問題を取り上げ

た後，本時の問題を提示し違いに気付かせる。

工夫Ｂ･･･図や模型を操作しながら考え方の違いに着目させ，⑩のま

とまりをもとに考えると，早くて簡単にできることに気付

かせる。

工夫Ｃ･･･「はじめ・なか・おわり」 の形で振り返らせることによ

り，自分の変容に気付かせ，今後の学習や生活に活用で

きるようにする。

工夫Ａ ○板書とともに，具体物を掲示したことで，子供たちの意欲が高まった。また，子供たち自身が，既習と

の「違い」にはっきり気づくことができ，リズムよく課題の焦点化ができた。

△めあてが「計算のしかたを考えよう」であった。既習事項の見方・考え方である「１０のまとまりを

使って」を入れるなどもう少し焦点化した方がよかった。

工夫Ｂ ○道具を人数分準備したことで，子供たちの様々な考えを引き出すことができた。また，個人の考え方を

ホワイトボードで全体に示し，考え方を共有したことで，１０のまとまりのよさに気づき，次の課題で

生かせる児童がいた。

△「なぜ１０円を使ったの？」「なぜ１０の束を使ったの？」と理由を聞くと，本質にせまることができ

たと感じた。また道具の種類が多すぎたことで，１０のまとまりに意識がいかない児童も多かったので

はないかと感じた。

工夫Ｃ 〇学年統一した振り返りの視点をノートに貼っておいたことで，振り返りがスムーズにできていた。

△練習問題がもっとあればよかった。自身で自己の変容を記述できるようにするために，評価問題の後に

振り返りを行うことが必要であると感じた。

どのやり方が分かり

やすいかな。

数え棒を並べていくと時間が

かかって途中までしかできな

かった。

１０の０を取って，

８＋３にして，１１

０をつけて１１０。

１０円玉を使うと，少ない数

で並べることができた。

これ，１回でできる簡

単な方法があるんだよ

問題 ブタメンとポテトフライを買うと，何円になりますか。

ブタメンとサッポロポテトを買うと，

何円になるかな？４０＋３０＝７０

７０円です。

コーンポタージュとサッポロ

ポテトで，何円になるかな？

うーん，１００をこえ

るからわからないな

では，めあては･･･。

１円玉，１０のまとまりで

作っている。



第３学年の実践例
（１）単元名　３年「あまりのあるわり算」　　８時間取扱い
（２）本時の目標・・・既習のわり算をもとに，余りのあるわり算の場面を式に表し，九九を使って答えを求めることができる。（１時間目/全８時間）
（３）本時に働かせる数学的な見方・考え方・・・等分除の除数に着目し，除数の段の九九を使って商を見つけること

（４）本時の実際（日時：７月２２日（水）５校時　　　授業者：小濱将聖・北村信孝）
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も

と

め

る

３　自力解決する。（学習シート） Ｔ１：３１÷５の答えを九九を使って見つけましょう。

　　　見つけ方はシートの図の下に書いてください。

　　　後で，どのようにして答えを見つけたのか教えてください。

ふ

か

め

る

４　解決した結果と方法を伝え合う。

６　本時の学習をまとめる。

Ｔ１：ホワイトボードに書いてもらった考え（正答）と同じ考えになった人はいま

　　　すか。どんな九九を使いましか。

Ｃ　：五六・三十を使いました。

Ｃ　：同じです。

Ｃ　：５個ずつ袋に入れるので，５の段で考えました。６袋できるので，かける数

　　　は６です。３１個あるので，あまりは１個です。

Ｔ１：他の見つけ方はありませんか。

Ｔ２：見つけ方は似ていて，５の段で考えたのですが，答えが違います。

　　　「５袋できて６個あまる」ではだめですか。（誤答例の提示）

Ｔ１：この見つけ方をどう思いますか？

Ｃ　：だめだと思います。

Ｔ１：理由を教えてください。

Ｃ　：えーっ，理由？答えが違うからじゃないの。理由なんてあるのかな？

Ｃ　：あっ，６個余ったらだめだよね。

Ｔ２：６個余ったらだめなんですか。全部でちゃんと３１個になりますよ。

Ｃ　：余った６個で，もう１袋できるから５袋できるは間違いです。

Ｔ１：誰か図を使って説明してくれませんか。

Ｃ　：（あまりの６個のうち５個を線で囲み）このようにあと１袋できます。

Ｔ２：なるほど。

Ｃ　：５個で１袋ができるので，５個以上あまったらだめです。

Ｔ１：では，分かったことをまとめます。

７　評価問題を解く。

　　　＊日常の場面３問の選択問題（ｼｰﾄ）

Ｔ２：では，３問から１問選んで，解きましょう。

Ｃ　：どの問題にしようかな。

Ｃ　：何の段を使う問題かな？

８　本時の学習を振り返る。 Ｔ２：「はじめ・なか・おわり」で振り返りましょう。

つ

か

む

ひ

ろ

げ

る

１　既習のわり算での問題を解く。

２　本時の問題と課題を把握し，解決の見通しを持つ。

Ｔ２：１２個のお菓子を１袋に３個ずつ入れていきます。

　　　何袋できますか。式と答えを教えてください。

C 　：式は１２÷３＝４で，答えは４袋です。わり算になるわけは，１袋に同じ数

　　　ずつ分けるからです。

C 　：3の段の九九（三四・十二）を使って答えを出しました。

Ｔ２：どんな式になりますか。答えが分かりますか？

C 　：式は１３÷３と分かります。答えが･･･。

Ｔ２： 数図ブロックで何袋できるか調べてみましょう。

C 　： ４袋できて，１こ余りました。

Ｔ２：このようなとき「（式）１３÷３＝４あまり１」「（答え）４ふくろでき

　　　て，１こあまる」と表します。

Ｔ１：数が増えたけど､答えは求められそう？

C 　： 式は３１÷５になると思います。

C 　： ブロックは２０こしかないよ。

C 　：うーん。困ったなあ。

C 　：ブロックを使わなくても九九で考えればできそうだよ。

青下線「なぜ，できるようになったか」

めあて ３１÷５のようなわり算の答えを，九九を使ってみつけよ

う。

まとめ あまりのあるわり算も，わる数のだんの九九を使うと見つ

けられる。

○式の表し方 ３１÷５＝６あまり１

評価（知識・技能）

Ｂ：あまりのあるわり算の問題３つから１つを選び，わる数の段の九九を使って，式と答えを見つけることができる。

でも，ブロックは２０個しか

ないよ。うーん。困ったなあ。

ブロックを使わずに，答えが

求められないかな。
数図ブロックで何袋でき

るか調べてみましょう。 では，めあては･･･。

工夫Ａ･･･１３÷３の問題と３１÷５の問題（既習内容）との比較からおかしの数（わられる数）の「違い」に気付かせ，

「あれっ？」「ブロックで答えを見つけるのは大変！」から問いを引き出した上で課題を焦点化・共有化する。

４袋できて，１個あまり

ました。

工夫Ｃ･･･「はじめ・なか・おわり」

の形で振り返らせることに

より，自分の変容に気付か

せ，振り返ったことを今後

の学習や生活に活用できる

ようにする。

工夫Ａ 〇１３÷３，３１÷５の問題ともおかしを袋に入れていくわり算の場面としたので，わられる数の大きさ

の「違い」にはすぐに気付くことができた。そのことによって，「ブロックを使うのは大変」「ブロッ

クを使わずに答えを見付けられる方法を考えたい」という思いになり，さらに「あまりのないわり算で

はどのようにして答えを見付けたかな」と既習内容を振り返ったことで，本時の課題につながる「九九

を使って答えが見つけられないかな」という問いを持つことができた。

工夫Ｂ ○正しい考えと誤答の考えとの「違い」を伝え合う中で，使う九九が五五・二十五でなく，五六・三十であ

る理由を対話できた。その後，「５のだん」と黒板に示し，口頭によっても，あまりのないわり算と同じ

ように九九が使えるよさを価値付けした。終末時，「わる数の段の九九を使うとよい」ことを児童のつぶ

やきをもとにまとめることができた。

工夫Ｃ ○児童によって記述のレベルに大きな差は認められるものの，「なぜ，

できるようになったか」については，方法的な記述だけでなく学習

内容に関わった記述ができる児童が増えつつある。

△「ふかめる」に時間を掛け過ぎてしまい，振り返る時間を十分に取

れなかった。伝え合い活動（対話）の内容の精選が必要だと思う。

えーっ，理由？答えが違うから

じゃないの？他に理由なんてあ

るのかな？

だめだと思います。

あっ。６個余っ

たらだめだよね。

６個余ったらだめなんですか。全

部でちゃんと３１個になりますよ。

「５袋できて６個あまる」では

だめですか？

問題 ３１このおかしを１ふくろに５こずつ入れていきます。

何ふくろできて，何こあまりますか。

工夫Ｂ･･･伝え合い（対話）の中で，誤答例との「違い」から九九の

使い方を吟味させ，九九を使うことのよさを実感させた上

で，価値付けを行う。

このようなとき，

１３÷３＝４あまり１

と表します。

では，問題です。３１個のおかしを１

袋に５個ずつ入れていきます。何袋で

きて，何個あまりますか。

式は，３１÷５になる

と思います。

では，理由を教えてください。

分かった！

余った６個で，もう１

袋できるから，５袋で

きるは間違いです。

誰か図を使って説明してく

れませんか。



第４学年の実践例
（１）単元名　４年「割合」　　４時間取扱い
（２）本時の目標・・・ある二つの数量の関係と別の二つの数量の関係とを比べる場合に，割合を用いる場合があることを知り，割合で比べることができる。（１時間目/全４時間）
（３）本時に働かせる数学的な見方・考え方・・・比較する二つの数量に着目し，一方の量がもう一方の量の何倍になっているかを除法で求めること

（４）本時の実際（日時：１０月２１日（水）５校時　　　授業者：前田有希・北村信孝）

過程 主な学習活動と授業の工夫Ａ・Ｂ・Ｃ 児　　　童　　　の　　　反　　　応 工夫Ａ・Ｂ・Ｃの取組の分析

も

と

め

る

３　自力解決する。

４　ペアで比べ方を伝え合う。

Ｔ１：シートのテープ図を見て，伸び方を比べましょう。

Ｃ　：差で比べたよ。どちらも６ｃｍ伸びているけど，伸び方は同じ？

Ｃ　：何倍かでくらべたよ。Ａは伸びて３倍，Ｂは伸びて２倍になっているよ。

　　　だからＡがよく伸びるゴムだよ。

５　比べた方法と結果を全体で伝え合う。 Ｔ１：どのように考えましたか。

Ｃ　：ひき算を使いました。ＡもＢも６ｃｍなので，伸び方は同じです。

Ｃ　：もとの長さが違うのに，伸び方が同じといっていいのかなあ。

Ｃ　：わり算を使いました。Ａはもとの長さの３倍，Ｂはもとの長さの２倍。

　　　だから，Ａがよく伸びるゴムです。

Ｔ１：どちらの比べ方が正しいのでしょうか。

Ｃ　：うーん。

Ｃ　：もとの長さを揃えて考えられないかなあ？

Ｃ　：先生，Ａのもとの長さを２倍にして考えると，Ｂのもとの長さと同じ６ｃｍ

　　　になって，比べやすくなると思います。

Ｃ　：Ａはもとを２倍にするのだから，伸ばした長さも２倍になるはずだよ。

Ｔ１：では，Ａのテープ図はどうなりますか？

Ｃ　：あっ。９ｃｍの二つ分になるから，ここは１８ｃｍです。

　　　Ａがよく伸びるゴムです。

Ｔ１：ということは，どちらの比べ方が正しいの？

Ｃ　：何倍かで比べる方です。

Ｔ１：もとの長さがちがっても正しく比べられる「何倍か」ってすごいね。

６　本時の学習をまとめる。

　　＊用語「割合」の導入

Ｔ１：この時間の学習で分かったことをまとめます。

Ｃ　：もとの長さがちがうゴムの伸び方は，何倍かで比べるとよいことが分か

　　　りました。

Ｃ　：差では比べにくいことが分かりました。

７　評価問題を解く。 Ｔ２：では，バッチリ問題を解いてみましょう。

Ｃ　：バッタはすごい！なんと９倍！

８　本時の学習を振り返る。 Ｔ２：「はじめ・なか・おわり」で振り返りましょう。

つ

か

む

ふ

か

め

る

ひ

ろ

げ

る

１　２量の比較問題を解く。（既習内容）

　

　

２　本時の問題と課題を把握し，解決の見通しを持つ。

Ｔ２：どちらがよく伸びるといえますか。

Ｃ　：Ｂのゴムです。

Ｔ２：Ｂと思ったわけは？

Ｃ　：Ｂの方が伸びた長さが長いからです。

Ｃ　：もとの長さと比べ，Ａは５ｃｍ，Ｂは１０ｃｍ伸びているからです。

Ｃ　：Ａはもとの長さの２倍，Ｂは３倍になっているからです。

Ｔ２：すごい。差だけでなく何倍かでも比べることができましたね。

Ｔ１：この問題２では，どちらのゴムがよく伸びるといえますか。

Ｃ　：うーん。どっちかな。問題１と比べるとむずかしいなあ。

Ｃ　：ＡもＢも６ｃｍずつ伸びています。でも，どっちが･･･？

Ｔ１：みんなは，何に困っているのですか。

Ｃ　：問題１と違って，ＡのゴムとＢのゴムのもとの長さが違います。

Ｔ１：では，このことをめあてにして考えていきましょう。

Ｃ　：どんな方法で比べようかな？

Ｃ　：問題１では，差や何倍かで比べたよ。

青下線「なぜ，できるようになったか」

Ａのもとの長さをＢの６ｃｍにそろえて

差でくらべて 何倍かでくらべて

１８ｃｍ

１２ｃｍ

答え Ａがよくのびる。

問題１ どちらのゴムがよく伸びるといえますか。

問題２ どちらのゴムがよく伸びるといえますか。

めあて もとの長さがちがうゴムののび方のくらべ方を考えよう。

まとめ もとの長さがちがうときは，何倍かで比べるとよい。

問題 バッタと陸上選手ではどち

らが身長に対してよりジャ

ンプ力があるといえる？

評価（主体的に学習に取り組む態度）

Ｂ：バッタと陸上選手の体長がちがうことから差ではなく割合でジャンプ力を比較しようとしている。

９－３＝６

１２－６＝６

答え のび方は同じ

９÷３＝３

１２÷６＝２

答え Ａがよくのびる。

青下線「これから活用していきたいこと」

うーん。どっちかな。

問題１と比べると難

しいなあ。

どちらのゴムがよく伸

びるといえますか？

ＡのゴムとＢのゴムの

もとの長さが違うから

困っています。

みんなは，何に困っているのかな？

では，めあては･･･。

工夫Ａ･･･問題２における問題１（既習内容）との「違い」に気付か

せ，「あれっ」「どうして」から問いを引き出した上で課

題を焦点化（共有化）する。

ＡもＢも６ｃｍずつ伸び

ています。でも･･･。

工夫Ｂ･･･伝え合い（対話）の中で，もとにする長さが違っても

何倍かでは比べられるよさを板書や口頭で価値付けする。

工夫Ｃ･･･「はじめ・なか・おわり」

の形で振り返らせることに

より，自分の変容に気付か

せ，今後の学習や生活に活

用できるようにする。

工夫Ａ ○問題１で振り返ったテープ図を黒板に貼り，それぞれの方法である「差」と「何倍か」を板書したあと，即，問題２をス

ライドによって提示した。そのため，どの児童にも二つの問題の「違い」から問題２のＡとＢのゴムではもとの長さが違う

こと，また，もとの長さが違うとのび方が比べにくいことなど課題につながる具体的な問いを持たせることができた。

△「よく伸びる」の捉え方に個人差があったのではないか。本物のゴムを伸ばして見せたり，ＡやＢのもとのゴム図に同じ

幅の縦じまを入れたりなど工夫すると「よく伸びる」ということがどの児童にも伝わったと考える。

工夫Ｂ ○差で比較する方法，何倍かで比較する方法，もとの長さを揃えて比較する方法の順に伝え合い（対話）を行った後，もと

の長さがちがうものを比較する場合における「何倍か」で比較することのよさを口頭と板書によって具体的に価値付けで

きた。

△何倍かで比べることの妥当性をもとの長さを揃える方法を根拠に導いたが，実際とは違う長さを想定して考えることに難

しさを感じている児童もいた。差で比べる方法に着目させ，もとが違って伸びた長さが同じということから伸び方は同じ

ではなく，もとが短かった方がよく伸びたと結論付け，何倍かで比べる方法の妥当性の根拠にするとさらによかった。

工夫Ｃ ○自らの変容として，「分かったこと」だけでなく「なぜ，できるようになったか」や「これから活用していきたいこと」

などを具体的に記述させることができた。

△「深める」に時間を掛け過ぎてしまい，振り返る時間を十分に取れなかった。伝え合い（対話）活動の内容の精選が必要

だと感じた。

うーん。もとの長さ

を揃えて考えられな

いかなあ。

先生，Ａのもとの長さを２倍

にして考えると，Ｂと比べや

すくなると思います。

あっ。９ｃｍの2つ分

だから，Ａは１８ｃ

ｍまで伸びることに

なります。Ａがよく

伸びるゴムです。

なるほど。Ａはもとを２倍に

するのだから，伸ばした長さ

も２倍になるはずだよ。

では，Ａのテープ図は

どうなりますか？

ということは，どちら

の比べ方が正しいの？

では，どちらの比べ方が

正しいのでしょう。

青下線「これから活用していきたいこと」



第５学年の実践例
（１）単元名　5年「小数のかけ算」　　11時間取扱い
（２）本時の目標・・・被乗数と積の大小関係を調べ，積の大きさは乗数の大きさによることを理解することができる。（３時間目/全11時間）
（３）本時に働かせる数学的な見方・考え方・・・乗法の意味を「基準量×何倍」と捉え直すこと

（４）本時の実際（日時：６月１７日（水）５校時　　　授業者：後藤寛治・野村加奈子）

過程 主な学習活動と授業の工夫Ａ・Ｂ・Ｃ 児　　　童　　　の　　　反　　　応 工夫Ａ・Ｂ・Ｃの取組の分析

も

と

め

る

３　自力解決する。 Ｔ：気付いたことをノートに書いてみましょう。

Ｃ：かける数と積に注目してみよう。

Ｃ：数の大きさに秘密がありそうだよ。

４　求めた結果と方法を伝え合う。 Ｔ：何か気付いたことはありますか。

Ｃ：かける数が１より小さいときがあります。

Ｃ：３×０.５の０がある時は，かけられる数より積が小さくなっています。

Ｃ：かける数が１より小さくなったときは，必ず積が小さくなります。

Ｃ：かける数が１より大きいときは，積の方が大きくなっているよ。

Ｃ：かける数が１のときは，積が等しいね。

Ｔ：この考えを隣の人に伝えてみよう。

Ｃ：３つに分けられたね。

５　本時の学習をまとめる。 Ｔ：みんなで整理してみましょう。

Ｔ：かけられる数＞積，こうなるのはなんで？

Ｃ：かける数が１より小さいから。

Ｔ：かけられる数＝積は？

Ｃ：かける数１と等しいから。

Ｃ：かけられる数＜積となるのは，かける数が１より大きいからだね。

６　評価問題を解く。 Ｔ：では，評価問題を解いてみましょう。

Ｃ：　　　　　・・・

Ｃ：リレーで丸付けまでできたよ。

８　本時の学習を振り返る。 Ｔ２：「はじめ・なか・おわり」で振り返りましょう。

つ

か

む

ふ

か

め

る

ひ

ろ

げ

る

１　前時の振り返りをする。

２　本時の問題と課題を把握し，解決の見通しを持つ。

Ｔ：ノートを見て，前回の振り返りを言える人？

Ｃ：前回のめあては，８０×２.３の計算の仕方を考えました。

Ｃ：小数をかけるときに整数にしてかけると良いです。

Ｃ：２.３を１０倍して求めた答えを１０で割ると答えは同じです。

Ｃ：２.３を小数と計算に分けて計算することもできました。

Ｔ：計算ができた人は手を挙げましょう。

Ｃ：①は３，②は８.８，③は２.４です。

Ｔ：何か気付くことはありませんか？

Ｔ：数値を見比べてみてください。

Ｃ：①は，答えが小数ではないよ。

Ｃ：③のかける数は１の位が０だよ。

Ｃ：かけ算なのに，答えが小さくなっているものがあるよ。

Ｔ：今日は，かけ算の積のなぞを解いてみよう。

ふ 80 ×2.3 ＝184

↓×10 ↑÷10

80 ×23 ＝1840

①2×1.5＝3 ②4×2.2＝8.8 ③3×0.8＝2.4

かけ算なのに答えが小さくなっている

めあて かけ算の積のなぞを解こう。

かける数＞１のとき，積＞かけられる数

かける数＝１のとき，積＝かけられる数

かける数＜１のとき，積＜かけられる数

評価（知識・技能）

Ｂ：かける数の大きさに着目して，計算をせずに積の大きさを

判断することができる。

青下線「これから活用していきたいこと」

暗算でどんどん答えて

ください。

一の位が，０になっているな。

何か気づくことは，ありませんか？

では，めあては･･･。

工夫Ａ･･･０.８以外の純小数が同じような結果になるかに興味を持

たせ，計算結果を調べることに意欲を持たせる。

前の勉強を使えば、簡

単に解けるよ。

工夫Ｂ･･･小数のかけ算で成り立つ性質を帰納法的に理解していくた

め，乗数が帯小数や純小数の場合のかけ算の積を複数求

めさせ，積の大きさを比べさせる。

工夫Ｃ･･･「「はじめ・なか・おわ

り」をつかって，小数の

かけ算の性質でわかった

ことを自分の言葉でまと

めさせる。

工夫Ａ ○かけ算は，かけられる数よりも積が大きくなるという感覚との｢違い｣に気づかせた上で導入したことに

より，意欲的にどうしてそうなるのかを考えていくことができるようになったと考える。

△比べる視点が多くて，絞る必要はあった。かける数が整数の時に，かけられる数よりも積が大きくなる

ことを視覚的に表せるとさらに理解が進んだと考える。１より数字が小さくなることを言葉に表現する

ことが難しかったため，数直線図にもどり，子どもに言語化させる必要がある。

工夫Ｂ ○小数のかけ算に関して成り立つ性質を帰納的に理解していくために，乗数が帯小数や純小数の場合のか

け算の積を複数求めさせたことにより，その求める式と答えの中から法則性を見出そうと意欲的に取り

組むことができたと考える。

△かけ算のかける数やかけられる数に意識を向け，その数の大きさの変化を予想をさせる声かけがさらに

あると理解を深めることができたと考える。具体的な場面で考える関係図を用いて，乗数の大きさによ

る変化を図化しておくと，児童の理解度がより進んだと考える。

工夫Ｃ ○評価問題の内容を，計算をせずに乗数が１より大きいかどうかで積の大きさを判断させる問題に絞った

ことで，学習してきた内容が，積の大きさの判断に大切であることが分かり，理解が深まった。乗数と

被乗数，積の関係を言語化する機会を設けたことにより児童の理解度を深められた。

グループに分けられ

そうだな。かける数

が，関係していそう。

先生，３×０.５の０がある

ときは，積がかけられる数よ

り小さくなってます。
かける数が＞１の時、

かける数が＜１の時、

そして，

かける数＝１の時で積の

大きさが変わります。

０がつくものは，全部積より

かけられる数のほうが大きい

ことが分かります。

どんなグループに分け

られそうですか？

ノートに，友だちがいっ

てくれたことをまとめま

しょう。

出てきた結果をもとに，

近くの人と話してみよう。

あれ，かけ算で答え

が小さくなってる…。

最初の数より答えが小さいな。

学習内容を基に，計算をせずにかける数に着目して積

の大きさを判断できる問題を用意した。ほとんどの児

童が計算をせずに答えを出すことができた。

ランダムに出

し合った計算

式をグループ

に分類した。



第６学年すいすいコースの実践例
（１）単元名　６年「比例と反比例」　　１７時間取扱い
（２）本時の目標・・・２本のグラフから，いろいろな事柄を読み取ることができる。（１０時間目/全１７時間）
（３）本時に働かせる数学的な見方・考え方・・・グラフを見て，二つの量の変わり方の違いや対応する値に着目して考えること

（４）本時の実際（日時：１１月１８日（水）５校時　　　授業者：倉原知道）

過程 主な学習活動と授業の工夫Ａ・Ｂ・Ｃ 児　　　童　　　の　　　反　　　応 工夫Ａ・Ｂ・Ｃの取組の分析

も

と

め

る

２　自力解決する。 Ｔ：どちらがおすすめか選んで、理由も書きましょう。

Ｃ：A社の方がたくさん話せそう。

Ｃ：B社は、100分では安くなりそう。

３　求めた結果と方法を伝え合う。

４　本時の学習をまとめる。

Ｔ：どちらがおすすめですか。

Ｃ：B社がおすすめです。100分のところを見るとA社よりB社の方が安いです。

Ｔ：どうしてわかりましたか。

Ｃ：A社は10000円でB社は8000円なので、B社が2000円安いです。

Ｃ：グラフで見てみるとここが（グラフに書き込んで）2000円の差になっていま

　　す。

Ｃ：2つのグラフを縦に見て差を比べると違いがわかります。

Ｃ：私は、A社がおすすめです。6000円しか使えないから、A社は60分話せるけ

　　ど、　B社は30分しか話せなくて、A社の方が30分お得です。

Ｔ：どこを見ると30分お得とわかりますか。

Ｃ：グラフの横をみると（グラフに書き込みながら）を見ると30分お得だとわか

り

　　ます。

Ｃ：2つのグラフを横に見て差を比べると違いがわかります。

Ｔ：8000円使える人はどちらがおすすめかな。

Ｃ：えー。他に分かっていることはないんだ。どうしよう。

Ｃ：その人が80分より通話時間が短かったらA社がおすすめです。80分より長かっ

た

　　らA社の方がおすすめです。Ｔ：この時間の学習で分かったことをまとめます。

Ｃ：二つのグラフを重ねると違いが分かりやすくなりました。

Ｃ：二つのグラフの縦や横の差で比べると違いが分かりやすくなりました。

５　評価問題を解く。 Ｔ：では、通話時間が120分の人はどちらがおすすめでしょうか。

Ｃ：120分の人はB社がおすすめです。B社は120分でも8000円だけど、A社は

　　12000円もかかるので、4000円もお得です。

６　本時の学習を振り返る。 Ｔ：「はじめ・なか・おわり」で振り返りましょう。

つ

か

む

ふ

か

め

る

ひ

ろ

げ

る

１　本時の問題と課題を確認し，見通しを持つ。 （A社とB社のちらしを見せる）

Ｔ：A社とB社の違いはどこでしょう。

Ｃ：A社は10分で1000円ずつ増える。

Ｃ：B社は、10分で2000円ずつ増えて言って、40分以降はずっと同じ値段です。

Ｔ：どっちがおすすめかどうしたらわかるかな。

Ｃ：グラフを使うと違いがわかりやすそう。

Ｔ：A社のグラフはどんな形になっているかな。手で形を表してみて。

Ｃ：（手を斜めに動かしながら）直線になっています。比例のグラフです。

Ｔ：では、B社はどんな形ですか。

Ｃ：（手を途中で横に動かしながら）途中で曲がっている。比例ではない。

Ｃ：でもこのままでは比べにくいな。

Ｃ：２つのグラフを重ねたらいいかも。

（パソコンで２つのグラフを移動させ重ねる）

Ｃ：おー。２つの違いを比べられそう。

Ｔ：今の通話時間は１ヵ月で100分ぐらいで、料金は6000円ぐらいがいいです。

Ｃ：えー。どっちがいいのかな。

青下線「なぜ，できるようになったか」

問題１ A社とB社のどちらのスマホを買おうか迷っています。

どちらがおすすめですか。

めあて 通話料金の違いを調べ，どちらがおすすめか説明しよう。

まとめ グラフを重ねて、縦や横の差で比べると、どっちがおすす

めかがわかる。

問題 １か月の通話料金が１２０分の人はどちらのスマホが

おすすめですか。 評価（主体的に学習に取り組む態度）

Ｂ：理由をつけて、どちらの会社がおすすめか書くことができる。

青下線「これから活用していきたいこと」

うーん。どっちだろ

う。言葉のままだと

比べにくいな。

A社とB社どちらがお

すすめでしょう？

工夫Ａ･･･２つの会社の料金の「違い」を明確にし，簡単な比例の

グラフではないことに気づかせ，意欲を高める。

グラフに表すと比べや

すくなると思います。

工夫Ｂ･･･縦の幅や横の幅に注目して，料金の差に気付いた場合や、

グラフを使うことがよいことに気付いた場合はその都度価

値づけし，板書して視覚化する。。

工夫Ｃ･･･日常生活に生かせそうな

場面を想像させ，振り返り

を「はじめ・なか・おわ

り」でまとめさせる。

工夫Ａ ○児童にとって身近な題材を使うことで，児童の学習への意欲が高まった。二本のグラフの違いを手を使ってグラフの形を

抑えることで，前時までの比例のグラフとは違うことに気付かせることができた。またグラフの重なりをITCを活用する

ことで児童の課題についての理解も深まった。

△B社のグラフの特徴をしっかりと理解できていないまま進めてしまい，自力解決の時に数名が戸惑っていた。B社では通話

料金が通話時間60分から上がらなくなることを再確認する必要があった。

工夫Ｂ ○数学的な見方・考え方の洗い出しによって教師が何を意識して授業に向かえばよいのか分かりやすくなった。グラフを縦

に見たり，横に見たりすることを児童の言葉から導き出し，口頭や板書で価値付けを行うことができた。また，その言葉を

まとめの言葉にすることができた。

△グラフの縦の差はすぐに出たが，横の差を見つけることができない児童が複数いた。グラフの目盛りや発問の仕方の工夫

を行っていく必要があった。また，縦や横の差に気付かせるために追加の発問を入れてしまった。問題の数値や条件の設

定などの工夫が必要である。

工夫Ｃ ○自らの変容として，「分かったこと」だけでなく「なぜ，できるようになったか」や「これから活用していきたいこと」

を実際の場面を想像しながら書くことができていた。日頃から，日常生活につながる振り返りを行うことが大切である。

うーん。どこを見れ

ばいいのかな。

B社の方がおすすめです。100

分通話したところを見るとA社

よりB社の方が安いからです。

グラフの縦を見てみる

と，ここの差が2000円

になると思います。

グラフを見ると，A社は10000

円で，B社は8000円なのでB社

の方が2000円安いです。

グラフで2000円とはど

このことでしょう？

なるほど。グラフの縦

を見れば料金の違いが

わかるね。

どちらの会社がおすすめ

ですか？

青下線「これから活用していきたいこと」

A社

１０分で１０００円ずつ増える。

６０００円のところを横に見て差を比

べるとB社３０分・A社は６０分でA社

が３０分長く話すことができる。

B社

４０分以降はずっと同じ。１０分で

２０００円ずつ増える。縦に見て

１００分の時の差を比べるとA社よりB

社の方が２０００円安い。

横に見て差を比べる。 縦に見て差を比べる。

もっと比べやすくならな

いかな。 二つのグラフを重ねれ

ば、簡単に比べること

ができそうです。

では，グラフを重ね

てみましょう。



第６学年しっかりコースの実践例
（１）単元名　６年「比例と反比例」　　１７時間取扱い
（２）本時の目標・・・２本のグラフから，いろいろな事柄を読み取ることができる。（１０時間目/全１７時間）
（３）本時に働かせる数学的な見方・考え方・・・グラフを見て，二つの量の変わり方の違いや対応する値に着目して考えること

（４）本時の実際（日時：１１月１８日（水）５校時　　　授業者：野村加奈子）
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３　自力解決する。 Ｔ：グラフを見て, 問題を解きましょう。理由も説明しましょう。

Ｃ：グラフは1500ｍまでしかないから, 難しいな。

Ｃ：ヒントカードを取りに行って, 考えてみよう。

４　求めた結果と方法を伝え合う。

５　本時の学習をまとめる。

６　評価問題を解く。 Ｔ：では，練習問題を解いてみましょう。

Ｃ：グラフにないところでも, さっきのように何倍かを考えれば解けるのかな。

Ｃ：１分で1200ｍと1800ｍで, ２分はその２倍だから, 2400ｍと3600ｍになる。その差が答えに

　　なるんだな。

Ｃ：１分の時の差が600ｍだから, その２倍で1200ｍが答えだな。

７　本時の学習を振り返る。 Ｔ：「はじめ・なか・おわり」で振り返りましょう。

つ

か

む

ふ

か

め

る

ひ

ろ

げ
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１　前時までの振り返りをする。

２　本時の問題と課題を確認し, 見通しを持つ。

Ｔ：比例しているか判断するにはどうしましたか。

Ｃ：表で, 片方が２倍, ３倍になるとき, もう一方が２倍, ３倍になっているか。

Ｃ：式が, ｙ＝きまった数×ｘになっているか。

Ｃ：グラフが右上がりの直線で, ０を通っているか。

Ｔ：問題を読みましょう。

Ｃ：えっ, 分かりません。目的地しか書いてないからです。速さが知りたいです。

Ｔ：では, グラフを見せましょう。どっちが先生のグラフでしょう。

Ｃ：数字が低い先生の方が遅いから, 赤です。

Ｃ：１分間で進んだ距離が青は１００ｍで, 赤は１００ｍより下だから, 赤です。

Ｔ：他の理由で, 先生のグラフがどちらか分かる人はいますか。

Ｃ：同じ距離を歩くのに, 先生の方が時間がかかっています。

Ｃ：例えば, 娘さんが1000ｍ歩くのに10分しかかからないけど, 先生は12.5分かかっています。

Ｔ：なるほど, みんなの考えが正解です。でも, 今日は２ｋｍが知りたいけど, グラフにあります

か。

Ｃ（全）：ないです。

Ｔ：しかも, 今までと今日の問題で違うところは何でしょう。

Ｃ：グラフが２本あります。

Ｔ：では, このことをめあてにしましょう。

Ｔ：どのように考えましたか。

Ｃ：ヒントカードで, 2人が5分間歩いたとき, 娘さんは500ｍで先生は, 400ｍだと分かりました。

Ｃ：500÷５＝100 , 400÷５＝80で, 100-80＝20だから, 20分後じゃないかな。あれ, 何か変だ

な。

Ｃ：それは, 分速を計算しているんだよ。娘さんは分速100mだから, 2ｋｍ歩くには2000÷100＝

　　20で, 20分です。

Ｃ（全）：それじゃあ, 先生は分速80ｍだから, 2000÷80＝25になって, 25分だ。

Ｔ：この後, どうするのかな。

Ｃ：引き算です。先生が25分で, 娘さんが20分だから, 25-20で, 5分後です。

Ｃ（全）：おー！！（拍手）

Ｔ：たくさん式があって, 難しいね。もっと簡単にできないかな。

Ｃ：10×2＝20 ,  12､5×2=25 ,  25-20＝５だから, 5分後です。

Ｔ：式だけですが, どんな考え方か分かる人はいますか？

Ｃ：（グラフに印をつけながら）, 10分で娘さんは1000ｍ, 12､5分で先生は1000ｍ,2000ｍは

　　1000ｍの2倍だから, それぞれの時間を2倍して差を出すと5分です。

Ｔ：先生の考えが分かるかな。5分のところで, 娘は500ｍ, 先生は400ｍ歩くので, 娘…5×4=20

　（5分の4倍で20分）, 先生…5×5＝25（5分の5倍で25分）, 25-20＝5だから, 5分後です。

Ｃ：なるほど, でも難しいな。

Ｃ：グラフを見てみると, 1000ｍの時の差が,  2､5分で, 2000ｍは2倍だから, 5分です。

Ｔ：すごい！！今日は２つのグラフを使って, 縦の差を考えたり横の差を考えたり

　　しながら, 求めることができましたね。まとめましょう。

問題１

先生は, 娘と一緒にウォーキングを

しています。でも, 娘の方が歩く速

さが速いのです。目的地のお店まで

２㎞歩きます。先生が目的地に着く

のは, 娘の何分後でしょうか。

めあて ２本のグラフから, ２人の到着時間の差をよみとろう。

まとめ ２つのグラフを１つのグラフにかいて, 縦の幅や横の幅に

目を付けると, 違いを比べたり, グラフにないことを考えた

りできる。

評価（思考・判断・表現）

Ｂ：変わり方の違いや対応する値の差に着目し, ２本の比例のグラフからわかることを

よみ取っている。

えっ？速さも何も

書いてないから分

からないよ。

先生が目的地に着くのは

娘の何分後でしょうか？

先生はどちらのグラフで

しょう？

工夫Ａ･･･日常生活の中で起こりうる比例の事象で, ２つを比べるという

前時までの学習とは「違う」問題を提示し, 意欲を高める。

表か式かグラフが欲しい

です。

工夫Ｂ･･･縦の幅や横の幅に注目して, ２人の同じ時間での道のりの差や同じ

道のりでの時間の差に気付いた場合や, グラフにない部分の発言を

した際は, その都度価値づけし, 板書して視覚化する。

工夫Ｃ･･･日常生活に生かせそうな場面を

想像させ, 振り返りを「はじめ・

なか・おわり」でまとめさせる。

工夫Ａ ○問題提示の前に既習内容を確認したため, どの児童にも比例の定義や性質, グラフの特徴を思い出させることができた。

２本のグラフで歩く速さの違いから, どちらかを決定する場面を作ったことで, 児童は縦の幅や横の幅に目を付ける方法を

知ることができた。また, ２本を同時に見て読み取るという前時までとの違いに, 児童は意欲を高めていた。

△グラフにないところをどう考えるのか, 思いつかない児童がいた。比例の定義を確認し, グラフの中に書き込めば, 自力解決

に役立ったのではないかと考える。

工夫Ｂ ○縦の幅や横の幅を思いつかない児童のためにヒントカードを準備しておいた。そのため, 多くの児童が自分の考えを持ち, 

発言していくことで, 多様な考えを引き出し, 板書して視覚化することができた。また, グラフの中に幅を強調して表示した

ため, 児童にとって分かりやすかった。

△黒板に式がたくさん並んだため, どんな考えでその式になったのか, 分からなくなる状態となった。式の中の数字に単位を

入れておけば, 式の意味がはっきち分かって, さらに深い理解につながったのではないか。

工夫Ｃ ○算数を苦手としている児童たちにとって, 自分一人の力で問題を解決できなくても, みんなで考えをつなげて解決することが

できたという達成感を感じている児童が多かった。

△時間配分が悪く, 振り返る時間を十分に取れなかった。振り返りを書くことで, 児童が自身の学びを自覚化できるように, 継

続して取り組み, 短時間で書けるように指導していく。

ヒントカードを見て, 

途中までは分かった

んだけどなあ。

500÷5＝10や400÷5＝80は, 分

速の計算だよ。

10×2＝20, 12.5×2＝25, 

25-20＝5で, 5分後です。

ということは, ２ｋｍ歩くには, 娘さん

は20分で, 先生は25分かかる。

どんな考えか分かる人

はいますか？

どのように考えましたか。

縦軸の１０００ｍのところから右に

見ていくと, 娘さんは１０分で, 先生

は１２．５分です。２ｋｍ＝２００

０ｍなので, その２倍だから, 娘さん

は２０分で, 先生は２５分です。先

生は, 娘さんの５分後に着きます。

横軸の５分のところを上に見ていくと,

娘さんは５００ｍで, 先生は４００ｍ

です。娘さんが２０００ｍ歩くには５

分の４倍で２０分かかります。先生は

５分の５倍で２５分かかります。だか

ら先生は, 娘さんの５分後に着きます。

縦の幅に着目して比べる。横の幅に着目して比べる。

比例関係の判断はどうやってしましたか。

工夫Ｃ ○日常生活で起こりうる類似問題に取り組ませたことで, 今後の生活に役立てたいという意欲につながった。

△「深める」に時間を掛け過ぎてしまい, 評価問題を解く時間が十分に取れなかった。本時で身に付けさせるべき力が付いた

かを判断できるように, 伝え合い活動の内容の精選し, 評価問題の時間を必ず確保することが大切だと感じた。

工夫Ｃ･･･日常生活で起こり

うる類似問題に取

り組ませる。

同じ距離を歩くのに時

間がかかっているから,

赤だ！！

今までと今日の問題で

違うところは･･･。

グラフが２本あります。

もっと簡単にでき

ないかな？

グラフに印をつけて説明

します。

グラフを見ると, 1000ｍの時

の差が2.5分だから, 2000ｍ

はその2倍で5分です。



知的障害特別支援学級　第２学年の実践例
（１）単元名　２年「ひょうとグラフ」　　４時間取扱い
（２）本時の目標・・・調べたい観点を決めて，簡単な表やグラフに整理し，観点が違う簡単な表やグラフから，それぞれ考察をすることができる。（４時間目/全４時間）
（３）本時に働かせる数学的な見方・考え方・・・簡単な事柄について，表やグラフを用いて考察すること

（４）本時の実際（日時：１０月５日（水）５校時　　　授業者：平田留美）
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３　自力解決する。 Ｔ：「まとあてゲーム」のルールを確認して，ゲームをしましょう。お友達の結果

　　もグラフに書いてください。

　　～まとあてゲームをする～

Ｔ：グラフを確認して，表に書きましょう。気付いたことは何ですか？

Ｃ：aさんとcさんの当たった数が同じだった。

Ｃ：bさんが1番多く当たった。

Ｃ：2＋３＋２＝７で，みんなで７個当たった。

４　観点を変えて表とグラフを作成し，考察する。 Ｔ：「まとに当たった数」のグラフからもう一つのグラフの方に並べ直してみましょう。グ

　　ラフの題は何にしますか？

Ｃ：「上から下からくらべ」は？

Ｔ：では，「上から下からくらべ」のグラフに移動してみましょう。どっちが多いかな？

Ｃ：分かった，下からだ。

Ｃ：あ，ホントだ。aさん正解！下からが多い。

Ｔ：他に気付いたことはありませんか？

Ｃ：下より上が一つ少ないです。

Ｃ：下が上より一つ多いです。

Ｔ：３人の結果は下からの方が多かったですね。予想はどうでしたか？

Ｃ：ぼくは，予想通りだった。

Ｃ：私は，違った。

５　本時の学習をまとめる。 Ｔ：では，今日の学習で分かったことをまとめましょう。

Ｃ：予想通り，下から投げた方が当たりやすかった。

Ｃ：先生！なぜ，下から投げた方が多くなったかが分かりました。aさんが２個とも下

       から当たったからです。

Ｔ：あ～ホントだ。世紀の大発見だね。

Ｃ：すご～い！

Ｃ：aさんの下からのお陰だね。

６　評価問題を解く。 Ｔ：それでは，練習問題にチャレンジしましょう。表やグラフを見て気付いたことを書

       いてください。

Ｃ：ポッキーとかっぱえびせんが同じ数です。

Ｃ：コアラのマーチはグミより少ないです。

Ｃ：しおからいが多いです。

Ｃ：しおからいが多いのは，ポテトチップスのおかげです。

７　本時の学習を振り返る。 Ｔ：まとめが終わった人から振り返りをします。

Ｃ：イェーイ！やった。

Ｃ：ぼくは，下からが投げやすいと思いました。

Ｃ：私は，上から投げた方が当たりやすかったです。

Ｃ：久しぶりに世紀の大発見ができて嬉しかったです。
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１　既習の学習の振り返りをする。（既習内容）

　

２　本時の問題と課題を確認し，解決の見通しをもつ。

Ｔ：「好きな給食調べ」を振り返りましょう。一番多いのは何ですか？

Ｃ：あげパン。

Ｔ：ぜりーと冷凍みかんはどちらがどれだけ多いですか？

Ｃ：冷凍みかんが２個多いです。

Ｔ：このグラフをかいてみて，大発見したことは何でしたか？

Ｃ：ごはんとバンとデザートに分けられます。

Ｔ：２つのグラフを見て分かったことは，何ですか？

Ｃ：米粉パンは少なかったけど，揚げパンが人気なのでごはん・パン・デザートで見ると，

　　パンが多いです。

Ｔ：では，今日の学習はこれです。（まとあてゲームの動画を見せる）

Ｃ：いいな～，したい。

Ｔ：やってみたい？では，まとあてゲームをして，まとあて名人になりましょう。どうやっ

　　たら，まとあて名人になれるかな？

Ｃ：たくさんあてたらいい？

Ｃ：先生，上から投げるより下から投げた方が当てやすよ。

Ｃ：え～，私は上から投げた方が当たると思う。

Ｔ：本当はどうなのか，やってみて表とグラフにかいて調べてみましょう。

めあて 表やグラフに表し，世紀の大発見をしよう。

まとめ 「上から下からくらべ」を見ると，予想通り下から投げた

方が当たりやすいことが分かった。

問題 先生達が好きなお菓子調べをしました。表やグラフを見て

気付いたことを書きましょう。

評価（知識・技能）

Ｂ：２つの観点の表やグラフから気付いたことを一つ書くことができる。

たくさん

あてたらいい？

工夫Ａ･･･ボールを上からと下から ３回ずつ投げて，どうすれば

「的あて名人」になれるかを考えさせる。

工夫Ｂ･･･「上から」「下から」

の投げ方の観点に着

目し，表やグラフを

用いて考えた際には，

すぐに価値付けする。

工夫Ｃ･･･達成度を三つのマークから選 び，感想を記入

させ，発表の際に変容や見方・考え方に関す

る具体 的な発言を引き出すよう声掛けをする。

工夫Ａ ○既習のふり返りや本時の導入は，ＩＣＴで視覚的に提示することで，分かりやすく「的あてゲーム」をやってみたいと意欲を持たせることができた。

また，予想を立てさせることで、学習意欲を高めることにつながった。

△グラフの使用目的を明確にすれば，もっと深まりが出たのではないかと考える。

工夫Ｂ ○「下からが多かった。」と言う感想だけでなく，「一つ多かった。」「一つ少なかった。」というように，差にも目を向けて気付きを書くことができた。

△気付きをノートに書かせるよりも，気付いたことを自由に発言させた方がより多くの考えを引き出すことができたのではないかと考える。また，気付き

を２つのグラフから分かることがそれぞれ違うまとめでもよかったのではないか。

工夫Ｃ ○振り返りカードと個人カードの活用は，知的障害学級の児童に対して非常に有効だった。発表の際には，達成度を三つのカードの中から選ぶことで，

理由が言いやすかった。また，次の学習への意欲にもつながっていた。

△まとめが自分の考えと合わずに，納得がいっていない児童は，振り返りが書きにくかったようだ。

上から投げるより，下から投げた方が当てやすいですよ。

本当はどうなのか、やって

みて表とグラフに書いて調

べてみましょう。

え～，私は上から投げた方が

当たると思います。

では，めあては･･･。

どうやったら，的あて名人

になれると思いますか。

いいな。

やりたい，やりたい。

まとあてゲームのルール

①ボールを２こなげる。

②なげ方は、上からと下から。

③チャンスはｍ３回。

④けっかをグラフに書く。

よくわかった。 わかった。
わからなかった。
あまり

・ポッキーとかっぱえびせんが同じ数。

・コアラのマーチは１個でグミより少

ない。

・ポテトチップスが多い。

・ポッキーとかっぱえびせんが同じ。

・しおからいはなんで多い．それは

ポテトチップスのおかげ。

・しおからいが多い。

・ポッキーとかっぱえびせんの数が

同じ。

・ポテトチップスの量が多い。

評価問題で，表やグラフを見て気付きを書くことができた。 振り返りの感想発表。

私は、自分の予想通り上からが

当たりやすかったです。

ぼくは，よく分かった

のカードにしよう！

お～

すごい！

前時の世紀の大発見！

観点を変えたグラフ

先生，ぼくと

bさんの考えが

同じだ。

ホントだ。同じこと

言ってるね。結局

どっちが多いの？

下は上より一つ

多い。じゃない？

下は上より一つ少ない？

分かった，

下からだ。

下より上が一つ少ないです。

他に気付いたことは

ありませんか？

「上から下からくらべ」に移動してみましょう。どっちが多いかな？

あ，ホントだ。

aさん正解！

下からが多い。

下から！



（１）工夫Aに関して
○指導者が既習内容との「違い」を意識して問いを引き出す問題提示の工夫をすることが，学ぶべきことをしっかりと意識できる児童
を育成することにつながることが分かった。

○日頃の授業においても児童の言葉でめあてが立てられるようになった。
○本時との「違い」に気付き易くする問題提示の工夫には次のようなものがあった。

・問題提示前に既習学習を振り返ること（スライド・板書・掲示物等） ・量感を持たせ，日常とつなぐ実物の教材の提示
・問題文の強調（下線を引く 枠囲みをする） ・問題提示後，解決方法を限定すること
・解決の結果・方法の見通しを持つ時間の確保 ・条件不足問題，条件過多問題の提示
・数値や場面を変更したオリジナル問題の提示

○考え（誤答例を含む）の比較から気付いた「違い」について児童が持った問いを対話の視点として共有化することが，児童の解決の
意欲を高め，正しい考えを導く楽しさや友達と解決する喜びを持たせることにつながることが分かった。

△単元によっては，既習学習との「違い」を考慮した問題提示が難しい場合があった。
（２）工夫Bに関して

○本時で児童に働かせる数学的な見方・考え方を指導者が予め洗い出した上で授業の流れを構想することが，対話において児童から見
方・考え方を働かせた具体的な発言を引き出すことにつながることが分かった。

○日頃の授業においても，児童の発言をもとにした見方・考え方やそのよさを価値付けすること（言語化・視覚化）で，児童の言葉で
本時の「まとめ」ができるようになった。

△本年度は，事前に各単位時間に働かせる数学的な見方・考え方の洗い出しを行った後，単元の学習指導に入った。洗い出す際には，
学習指導要領解説算数編を参考にしたが，単位時間に対応した数学的な見方・考え方としては，領域によって具体性に欠ける表現に
なってしまう場合もあった。今後は，数学的な見方・考え方を洗い出す方法を探り，学年別領域別の系統を明らかにしたり，具体的
な価値付けの言葉の例を学年別領域別に整理したりしていきたい。

（３）工夫Cに関して
○学んだことを使って解く評価問題に取り組ませることで，多くの児童に達成感を味わわせることができた。誤答であった児童につい
ては学習の補完の機会にできた。

○継続して本時の振り返り（「はじめ・なか・おわり」の形式）を行うことで，分かったことだけではなく「なぜ，できるようになっ
たか」を自分の言葉で記述できるようになった。

△伝え合いの活動に時間を取り過ぎ，振り返りの時間が確保できないことが
あった。授業の活動量によっては，伝え合いの内容の精選が必要である。

Ⅳ 研究のまとめ

（１）児童アンケート（設問７，４件法，対象：全校児童）の集計結果は右表の
とおりであった。

（２）右表から明らかになった児童意識の変容の傾向を以下に示す。
○設問２，設問３，設問７の三つの得点率は５％強プラスに推移した。この
ことは，本研究における授業の工夫ABCが，児童の友達の考えを聞こうと
する主体的な態度，自分の考えを伝えようとする主体的な態度，課題解決
時に既習内容を活用しようとする主体的な態度を高めることに対し効果が
期待できることを示していると考える。

△その他，四つの設問についての児童意識の変容は，特に認められなかった。

２ 児童アンケート結果から分かったこと

内容
第１回
得点率

６月実施

第２回
得点率

１１月実施

得点率
の差

設問１ 算数の学習が好き 72% 71% -1%
設問２ 「分からない」を伝えている 62% 68% 6%
設問３ 自分の考えを伝えたいと思う 58% 63% 5%
設問４ 授業中，「分かった」「よかった」と思う 79% 80% 1%
設問５ 練習問題が解けている 77% 78% 1%
設問６ 授業中，達成感がある 80% 80% 0%
設問７ 学習したことを使って，問題を解いている 76% 81% 5%

算数の学習についての児童意識調査 集計結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜集計手順＞
①児童が回答した七つの設問（４件法）毎に，得点（３点，２点，１点，０点）を与え、全児
童分の合計を算出する。
②全員が３点を取ったと仮定した場合の合計得点に対する２回の調査の合計得点の割
合（得点率）とそれらの差を算出する。

１ 授業研究会・職員アンケートから分かったこと



３ R１・R2の単元テスト平均点の比較分析から分かったこと

４ 研究の見通し

校務支援システムから昨年度と本年度における全児童の単元テストデータ（平均点）を抽出し，観点別・領域別に各推移の比較分析を
行った。ただ，領域C・Dについては，R1とR2共通の実施単元が少なく，学年によってはデータがなかったため分析はしなかった。

○昨年度と本年度の学年を固定して平均点を比較した結果，観点「知識・技能」については全ての学年でプラスに推移したことが分かっ
た。学年平均伸び率は＋３.３%であった。また，領域別に比較した結果，領域B「図形」についても，全学年プラスに推移した。学年
平均伸び率は＋５.０%であった。これらのことから，本校の授業の工夫A・B・Cが，資質・能力である「知識・技能」を高める上で，
特に領域B「図形」において有効であることが分かった。

△観点「思考・判断・表現」については，四つの学年がプラスに推移したが，二つの学年は若干のマイナスに転じた。学年平均伸び率は
－０.３％であった。また，領域Ａ「数と計算」の学年平均伸び率は－０.５％であった。

・次年度は，本年度の研究の成果を踏まえ，工夫Aによる問題提示の工夫と対話の視点の焦点化・共有化の具体例を整理したり，工夫B
で行った数学的な見方・考え方の洗い出しの精度を挙げたり，工夫Cによる評価問題の作成の仕方や「はじめ・なか・おわり」による
振り返りの仕方に系統性を持たせたりしていきたい。また，観点別の評価の仕方，特に「主体的に学習に取り組む態度」の評価につい
て研究できればと考えている。
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おわりに
泗水小学校は，この２年間「主体的・対話的で深い学びを通した効果的な指導と評価の工夫」について検証を行い，数学的に考える資質・能力

を育成する算数科授業の在り方を追求してきました。主体的・対話的で深い学びを通した効果的な授業や自らの学びの変容を自覚できる評価の工
夫を行い，児童一人一人に数学的に考える資質・能力を育成できるよう授業づくりに力を入れてきました。「違い」から問いを引き出し学ぶ意欲
を高める工夫，児童に働かせたい数学的な見方・考え方の洗い出しと児童の自覚化を促す価値付けの工夫，「算数っておもしろい」と思えるよう
な評価問題の設定と本時の振り返りを一人ひとり身についたかどうかを評価することを１時間１時間の授業の中に組み入れてきました。
研究の舞台は，日々の学校生活の積み重ねにあります。研究を進めることで教職員が学びを深め，深めた学びで日々の授業を改善し，改善され

た授業で児童が学習能力を身に付ける。このサイクルの確立を今後も目指していきます。
研究推進においては，多くの方々にお世話になりました。国立教育政策研究所稲垣調査官を始め，菊池教育事務所と菊池市教育委員会による学

校訪問や授業力向上研修等，携わっていただいた先生方による御支援御指導に支えられ，本校の研究が進められたことに心から感謝申し上げます。
２年間の研究の成果と課題を今後に生かし，さらなる精進をして参ります。


