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(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 算数

≪研究主題≫

確かな学力を育むための指導と評価の研究

「数と計算」の領域における数学的な考え

方を伸ばす指導を中心として

【研究の要点】

１ 主題設定の理由

本校では，学習のねらいを明確にし，単元ごとの評価

規準を基に，授業者が児童一人一人の学習の実現状況を

常に把握しながら学習指導の充実を図ることで，児童に

基礎・基本を確実に身に付けさせ，数学的な考え方を伸

張し，確かな学力を育むことができると考え，本主題を

設定した。

２ 研究の対象

算数の全学年について，「数学的な考え方」の観点を中

心に，「数と計算」の領域全単元を調査研究の対象とした。

対象をこのように設定したのは，各種調査結果や本校児

童の実態から，自分の考えを式や図，言葉を使い，根拠

を明らかにして数学的に表現することに課題が見られた

からである。

３ 評価の具体例

(1) 第４学年「２けたでわる計算」

自力解決の様子や話合いの様子などを観察し，発言や

ノートを見取ることで 評価を行った。考え方の評価は，

既習事項を生かして考えることができれば「おおむね満

足できる状況」(Ｂ)と判断した。また，図，数直線，言

葉などを用いて考えたことを分かりやすく表現できれば

「十分満足できる状況」(Ａ)と判断した。「努力を要する」

(Ｃ)と判断した児童については，ヒントカードを基に個

別指導をし，10の束のいくつ分という考え方を理解でき

るように支援した。Ａと判断した児童は60％，Ｂと判断

した児童は40％であった。ヒントカードも準備しておい

たが，努力を要すると判断された児童はいなかった。今

後も，十進位取り記数法のよさに着目させ，既習事項を

生かして指導する必要がある。

(2) 第５学年「小数でわる計算」

整数÷小数の計算では，「小数を整数化するためにどち

らも10倍して計算する」という考え方が既習事項や次に

学習する筆算の考え方につながっていく。そこで，「48÷

0.8の計算で，0.8を整数化するために，48と0.8を10倍し

て計算する。」という考え方で，式，図，数直線，言葉を

使って説明できていれば「十分満足できる状況」，「0.1ｍ

の値段を求めてから10倍する。」という考え方で，式，図，

数直線，言葉を使って説明できていれば「おおむね満足

できる状況」とした。自力解決できなかった場合は「努

力を要する状況」とした。Ａと判断した児童は90％，Ｂ

と判断した児童は８％，Ｃと判断した児童は２％であっ

た。Ｃの児童にはヒントカードを用いて支援をした。今

後も，小数を整数化して計算することのよさに気付かせ

る指導が必要である。

４ 成果と課題

評価規準の見直しを行い，「十分満足できる状況」と

「おおむね満足できる状況」の違いを明確にしたことで，

評価の見取りがしやすくなった。また「努力を要すると

判断された児童への具体的な支援」を明記したことで，

確実に支援することができた。「数学的な考え方」につ

いては，単元で１枚の座席表を使い，評価を蓄積した結

果，指導と評価の一体化が図れた。また，本時の評価規

準の達成状況を見取る自作の評価問題を作成して評価し

たことで，より正確な評価をすることができた。新学習

指導要領の全面実施に当たり，新たな評価規準の作成や

他の教科領域での指導にも研究の取組を生かしていく。



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は，JR常磐線高萩駅の東側に位置し,

海岸に沿って南北に長い学区である。保護者

の大半が会社員であり，自営業は少ない。要

保護・準要保護児童就学援助を受ける家庭の

割合が高い。

県の学力診断のためのテストや全国学力・

学習状況調査では，県や全国の平均正答率を

下回っている。児童への実態調査の結果から

は「算数が好き」「算数が楽しい」と算数の

学習に意欲的に取り組む児童が多く見られる

が，各種の学力調査の結果からは，特に「数

学的な考え方」の観点に課題が見られる。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ ４ ５ ６ 特別支援 計

年 年 年 年 年 年 学級

学級数 2 2 2 2 2 2 2 14

児童数 42 55 61 51 57 70 8 344

教員数 19名（ ２名）

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

確かな学力を育むための指導と評価の研究

「数と計算」の領域における数学的な考え

方を伸ばす指導を中心として

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

学習指導要領の算数科の目標は，「算数的

活動を通して，数量や図形についての基礎的

・基本的な知識及び技能を身に付け，日常の

事象について見通しをもち筋道を立てて考え

表現する能力を育てるとともに，算数的活動

の楽しさや数理的な処理のよさに気付き，進

んで生活や学習に活用しようとする態度を育

てる。」ことである。その目標を実現するた

めには，算数的活動を通して知識・技能の定

着を図り，思考力・判断力・表現力を育成す

るとともに，それらを進んで活用する態度を

育てることが重要である。

しかし，教育課程実施状況調査や国際調査

によると，数学的な見方や考え方を生かして

問題を解決することや与えられた式や図形を

読み取り，自分の考えを表現することなどに

課題が見られる。そのため，既習事項などを

基に，式や図，言葉を使い，根拠を明らかに

して数学的に表現する力を育てる学習を充実

させる必要がある。

本校の児童は，「県の学力診断のためのテ

スト」や「全国学力・学習状況調査」の結果

を見ると，県や全国と比較して10％以上正答

率が下回り，特に数学的な考え方を問う問題

や記述式の問題に課題が見られた。

そこで，児童理解に基づいた指導方法の工

夫改善により，授業者が児童一人一人の学習

の実現状況を常に把握しながら学習指導の充

実を図ることで，児童に基礎・基本を確実に

身に付けさせ，数学的な考え方を伸張し，確

かな学力を育むことができると考え，本主題

を設定した。

○［調査研究の対象］

算数の全学年について，「数学的な考え方」

の観点を中心に，「数と計算」の領域全単元

を調査研究の対象とした。対象をこのように

設定したのは，各種調査結果や本校児童の実

態から，自分の考えを式や図,言葉を使い，

根拠を明らかにして数学的に表現することに

課題が見られたからである。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

(1) 第１学年「たしざん」

課題提示において，児童の興味・関心を高

めるために，ブラックボックスにカードを入



れ，児童に１枚ずつカードを引かせ，カード

に書いてある物を使って「８＋６」になるお

話作りに取り組んだ。

児童は，たしざんのキーワード「あわせて」

「ぜんぶで」「みんなで」「もらうと」「かうと」

「ふえると」を使って，たしざんのお話を作

ることができた。

ノートの書き方も工夫し，１ページのノー

トを４つに分割し，１文ずつ書く方法を取り

入れた。発表時に使用するボードは，４枚の

紙に色分けすることで，視覚的にとらえるこ

とができるようにした。

例として，①あかいぼうしが８こあります。

②しろいぼうしが６こあります。③ぜんぶで

なんこになりますか。④しき ８＋６＝１４

こたえ１４こ という形で児童は順序よく書

けるようになった。

【児童のノート】

６月に「あわせていくつ ふえるといくつ」

の問題作りで，増加の問題が作れない児童が

１名いた。そこで，ヒントカードを用意して

おいたが，どの児童も使わなくても問題作り

をすることができた。

授業において増加と合併の２種類の問題を

作ることができた児童を「十分満足できる状

況」(Ａ)，増加または合併の問題どちらか１

種類の問題ができた児童を「おおむね満足な

状況」(Ｂ)と判断した。Ａと判断した児童は，

20名中15名，Ｂと判断した児童は５名であり，

Ｃと判断された児童はいなかった。さらに，

評価問題によって評価の補正を行ったとこ

ろ，Ａと判断した児童は18名，Ｂと判断した

児童は２名という結果であった。

たしざんのキーワードをおさえて指導して

いくことが，今後も大切であることが分かっ

た。

(2) 第４学年「２けたでわる計算」

本単元では，「課題把握」「自力解決」「比

較検討」のそれぞれの段階で，自分の考え方

を書いたり，説明したりするなどして「表現

する力」を育てることに努めてきた。

本時は，「除数，被除数とも10を単位とし

て，わり算の計算の仕方を考える」ことをね

らいとした。まず，既習の計算で解ける問題

から始め，本時の問題との違いに気付かせる

ことで，課題をしっかりとらえさせた。さら

に，「自力解決」の時間を十分に確保するこ

とで，自分の解決方法を図，数直線，言葉な

どで書き表すことができた。「比較検討」の

段階では，始めに，考え方を発表し合う場を

設け，考え方を比べたり広げたりした。その

後，自分の考えと友だちの考えの共通点や相

違点について話し合う中から，表現方法は違

っても，「10を基にして考えているところは

同じ」ということに気付かせることができた。

板書も，児童の発言の中から出た，「10のい

くつ分」や「10の束が○こ」というキーワー

ドに印を付けていき，児童の言葉をつないで

まとめとした。また，他の児童の説明を聞き

ながら，自分の考えにはなかった言葉を○友と



して，ノートに書きたす習慣も身に付いてき

た。

【児童のノート】

評価は，自力解決の様子や話合いの様子な

どを観察し，発言やノートを見取ることで行

った。考え方の評価は，既習事項を生かして

考えることができれば「おおむね満足できる

状況」と判断した。さらに，図，数直線，言

葉などを用いて，考えたことを分かりやすく

表現できた児童を「十分満足できる状況」と

判断した。さらに，「努力を要する」と判断

した児童については，ヒントカードをもとに

個別指導を行い，10の束のいくつ分という考

え方を理解できるように支援した。

今後も，十進位取り記数法のよさに着目し

て，既習事項を生かした指導を継続すること

が必要である。

(3) 第５学年「小数をかける計算」

本単元では，ミニ先生を中心に４人ずつの

グループを編成して算数の授業を行った。自

力解決の場面では苦手な児童に手助けをした

り,グループの話合いでは司会を務めるなど,

ミニ先生の果たす役割は大きい。本時でも，

ミニ先生を活用して授業を行うようにした。

また，本時は多様な考え方を出し合う学習で

あるので，友だちの良い考えを聞くことがで

きるよう，少人数に分けずにＴＴで授業を行

った。

本時は｢１ｍのねだんが30円のリボンを0.6

ｍ買ったときの代金を求める」授業である。

30×0.6の計算について，小数のしくみや既

習事項との関連を図りながら計算の仕方を考

えることを目標とした。

授業においては，前時の30×2.3との違い

を具体物を提示して明確にした。見通しの場

面では，「0.6ｍは１ｍより短いから代金は30

円より安くなりそうだ。」という予想を立て

た。自力解決では，自分の考えを式，図，数

直線，言葉などを使って分かりやすく書くこ

とに重点をおいた。整数×小数の計算におい

ては，「小数を10倍して整数化し，もとに戻

すために10でわる」という考え方が，既習事

項や次に学習する筆算の考え方につながって

いく。そこで，「10倍する」または「×10」，

「10でわる」または「÷10」という表現を用

いて説明ができているかどうかで「数学的な

考え方」を評価した。比較検討の場面では，

式，筆算，数直線，言葉で表した考え方が出

され，「やり方での仲間分け」，「考え方での

仲間分け」を行った。仲間分けの際は，「や

り方で分けてみよう。」「考え方で同じものは

どれとどれだろう。」「10倍すると書いてある

のを見つけてみよう。」などの発問をし,児童

の答えを聞きながら考え方を２つに分けた。

やりとりの中で，児童は「やり方(表現方法)」

は違っていても「考え方」は同じものがある

ことを実感し，筆算につながっていく考えは

どちらなのかを考えることができた。

比較検討の仕方が身に付いたところで，教

師主導で行ってきた仲間分けを児童の手で行

うようにした。まず，自力解決の際，児童は

自分のノートに一つのやり方だけでなく，様

々な表現方法で考えたことを書き，考え方の

共通する部分を赤でつなげるようにした。次

に，比較検討の場面でも，児童が話し合って

仲間分けを行い，共通する部分を赤で囲んで



つなげ，共通理解を図るようにした。

今後も，小数を整数化して計算することの

よさに気付かせるために，様々な表現方法を

使って自分の考えを表現させる指導が必要で

ある。

(4) 第５学年「小数でわる計算」

本単元では，習熟度別少人数学習を行った。

第５学年の２クラスを解体し，２人の学級担

任と少人数担当を含めた３人で３つのコース

に分けた。コースはそれぞれ，どんどんコー

ス(習熟が高い)，ぐんぐんコース(習熟が平

均的)，じっくりコース(習熟が十分でない)

とし，準備テストの結果や児童の希望等もふ

まえてコースの決定をした。

どのコースも本時の課題やまとめ，評価の

観点は同じで，本校の問題解決的な学習の流

れ(｢課題を把握する｣→｢見通しをもつ｣→｢自

力解決する｣→｢発表し話し合う｣→｢まとめ

る｣→｢評価問題を解く｣)に沿って授業を展開

するようにした。ただし，支援や発表，話合

いはそれぞれのコースで児童の実態に合わせ

た方法で行うようにした。

本時は，小数のしくみや既習事項との関連

を図りながら「リボン0.8ｍの代金が48円の

とき，このリボン１ｍの値段はいくらかを求

める計算の仕方を考える」授業を展開した。

その際，計算の仕方としては，大きく次の２

パターンになると考えた。

○考え方Ａ「0.8を整数化するために，48と

0.8を10倍して計算する。」という考え方で，

式，図，数直線，言葉を使って書く。

○考え方Ｂ「0.1ｍの値段を求めてから10倍

する。」という考え方で，式，図，数直線，

言葉を使って書く。

まとめは，「48÷0.8の計算では，どちらも

10倍して整数にして計算できる。」とした。

評価については，考え方Ａでは，式，図，数

直線，言葉などを使ってきちんと説明できて

いれば「十分満足できる状況」，考え方Ｂで

は，式，図，数直線，言葉などを使って説明

していれば「おおむね満足できる状況」とし

た。自力解決できなかった場合は「努力を要

する状況」とした。

どんどんコースでは，具体物は提示せずに

課題把握を行ったが，児童は問題文から，前

時とは違って，｢１より小さい小数｣でわる計

算であることをとらえることができた。課題

の解決方法の見通しでは，児童から考え方Ａ，

Ｂ両方が出てきたので，全員がその２つの考

え方で表現し，グループの中で説明するよう

にした。また，全体の話合いの場面では「他

者説明」を取り入れ，発表ボードに書かれた

考えを，他の児童が説明するようにした。さ

らに，それぞれの考え方の共通点や相違点を

見つけるとともに，考え方Ａの方が，整数の

わり算と同じように考えることができ，筆算

につながる考えであるというまとめにつなげ

ていった。評価問題においては，誰もがＡ，

Ｂ２つの考え方を使って解くようにした。

ぐんぐんコースでは，本時の0.8ｍのリボ

ンと１ｍのリボンを見比べることで，前時と

は違って，｢１より小さい小数｣でわる計算で

あることもとらえることができた。見通しで

は，考え方Ａ，Ｂの他に0.8ｍを80cmととら

える考え方も出てきた。児童は，出された考

え方の中から自分で選択して表現し，ペアで

お互いに説明し合うようにした。全体の話合

いの場面では，発表ボードに書いた児童が自

分の考えを説明し，３つの考え方に仲間分け

をした。さらに，どんどんコースと同様のま

とめにつないでいった。評価問題では，本時

でまとめたよりよい考え方(考え方Ａ)を使っ

て解くようにした。

じっくりコースでは，本時の0.8ｍと１ｍ

に加え，前時の2.4ｍのリボンを用いて前時

との共通点，相違点を明確にした。児童は前

時と同様にわり算になると考え，「48÷0.8の

計算の仕方を考えよう。」という課題をとら



えることができた。また，前時とは違って，

｢１より小さい小数｣でわる計算であることも

とらえることができた。見通しでは，0.8ｍ

は１ｍに比べると短いことから，「48円より

高くなりそうだ。」という予想がでた。考え

方は前時で用いた方法をもとに，それぞれが

考え方Ａ，Ｂのどちらかを選択した。じっく

りコースでは全員が自分の考えを発表し，教

師の助言をもとにそれぞれの考えをＡ，Ｂの

２つに分けていった。さらに，どんどんコー

スと同様のまとめにつないでいった。評価問

題は，考え方Ａで解くことを確認してから行

った。

本時の評価は，どのコースも，まず自力解

決で見取り，さらに評価問題でも見取って評

価の補正を行った。自力解決では考え方Ｂで

解いていた児童が，評価問題では友だちの考

えを参考にして考え方Ａで解くことができて

おり，評価の補正を行った。このことからも，

数学的な考え方の授業で評価問題を用いるこ

とが有効であることが分かった。今後も，評

価問題を用いた評価の継続が必要である。

【児童の発表ボード】

本単元は，習熟度別少人数指導で行ったた

め，それぞれのペースに合わせて授業を展開

することができた。特にじっくりコース(習

熟が十分でない)では，一斉授業の中で自分

の意見を言えない児童が多かったので，全員

発表の形で行った。その結果，課題を自分の

ものとしてとらえ，様々な表現方法で自分の

考えを表現できるようになってきた。

３ 成果の普及と今後の展望

平成20年度から３年間本研究の指定を受

け，研究に取り組んだ結果，算数の学力や「数

学的な考え方」に向上が見られた。３年間の

到達度診断テスト(全学年児童，毎年２月実

施）の結果を比較してみると以下の表のよう

になる。

（全国平均正答率との差）

思考・判断 表現・処理 知識・理解 総合

Ｈ20年度 －７ ０ －４ －３

Ｈ21年度 －１ －１ －２ －２

Ｈ22年度 ＋１ ＋２ ＋３ ＋２

評価規準に具体的な児童の姿を明記するこ

とで，教師は，評価の見取りがしやすくなり，

確実に支援することができたためと考えられ

る。

平成21年11月に中間発表会を，平成22年10

月には完結発表会を開催した。本市内外の教

員の研修になるよう，授業公開や講演会等を

実施した。また，平成22年11月に開催された

茨城県数学教育研究会後期研究大会や，平成

23年２月の県北ブロック算数・数学指導法研

修会においても研究の成果を発表した。

家庭には，「学校だより」により本校の研

究実践についての報告をし，平成22年11月に

は，全校一斉に算数の授業を公開した。その

際，「算数の学習や家庭学習について」の保

護者のアンケート結果も掲示した。また，本

校のホームページに，研究の成果を掲載した。

今後も引き続き，「問題解決的な学習」に

力を入れ，自分の考えを数学的に表現したり，

伝え合ったりする活動の充実を図るととも

に，評価問題の見直しと活用を継続していく。



平成２２年度研究成果報告書≪学力の把握≫

学校名 安芸高田市立可愛小 学 校
ふ り が な あ き た か た し り つ え の しょうがっこう

校 長 名：中井 純子

所 在 地：広島県安芸高田市吉田町山手1165-3

電話番号： 0826-43-0005

(1)学習指導要領に定める目標等の実現状況

の把握に関する研究

研究対象教科等 算数

≪研究主題≫

数学的思考力の育成

～図形・数量関係領域における評価の工夫改善を通して～

【研究の要点】

◇主題設定の理由

学力調査の結果から明らかになった「言葉や数，式，

図，表，グラフなどを用いて筋道を立てて考えたり，表

現したりする力を十分に育成することができていない」

という指導の課題を解決するために，評価の工夫改善を

通して指導の改善を行うことで，児童の数学的思考力を

育成する。 ※本校では，数学的思考力を「既習内容を基にし

ながら，根拠を明らかにして問題を解決する力

ととらえる。

◇研究の対象

・領域…「図形」「数量関係」

・観点…「数学的な考え方」を中心に４観点

・学年…全学年

◇評価の具体例

①評価規準表の作成

・学習活動における児童の姿を具体的に想定した評価規準

の設定

・十分満足と判断できる状況の設定

・努力を要すると判断した児童への手立ての設定

授業のねらいを明確にして学習活動を精査し，授業全

体，単元全体の指導計画を立てる。

②評価補助簿の活用

・児童の実現状況を的確に把握する評価方法の工夫

お おむね 満足 でき ると判 断 され る状況

単元名 十 分満足できると判断される状況

Ｃ評価 児童へ の手立て

名前　（　 　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　 　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ

名前　（  　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　 　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　  ）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ

名前　（  　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　 　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　 ）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　  ）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ

名前　（　 　）
　Ａ　B　Ｃ

　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　　）
　Ａ　B　Ｃ

　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　 　）
　Ａ　B　Ｃ

　（重　厚）　　（縦　横）

 名前　（ 　　　　　　　 ）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　　）
　Ａ　B　Ｃ

　（重　厚）　　（縦　横）

　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ

名前　（　　）
　Ａ　B　Ｃ

　（重　厚）　　（縦　横）

名前　（　　）
　Ａ　B　Ｃ

　（重　厚）　　（縦　横）

　Ａ　B　Ｃ 　Ａ　B　Ｃ

本時 に設定 し た評価 規 準は 適 切であっ たか

Ｃ評 価 児童 へ の手 立 ては適 切 であったか

　Ａ　B　Ｃ

名前　（　 　）
　Ａ　B　Ｃ

　（重　厚）　　（縦　横）

　Ａ　B　Ｃ

名前　（　 　）
　Ａ　B　Ｃ

　（重　厚）　　（縦　横）

平成22年（ １０　）月（　１５  ） 日（ 　金  ）曜日（ ２　）校時
◎ 比例の考えを利用 して，印刷用紙の およその枚数を調べ る方法 を考えている。【 考】

○ 話し合 いを受けて，比例関係にある数 値を適切に選び釘の およその本数を求め ている。

比例　⑨
◎ 考えた方法を式に表 したり説明 を加えたりして問題を解 決している。【考 】

○ 必要な数値を選ん で釘の およその 本数を求め ，理 由を説明している。

「 何が変わ ればもう一方の何が 変わるのか」に着目させ，必要な情報 を示す。

名前　（　 　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

　Ａ　B　Ｃ

名前　（　 　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

　Ａ　B　Ｃ

名前　（　 　）
　Ａ　B　Ｃ
　（重　厚）　　（縦　横）

　Ａ　B　Ｃ

・授業における２回の評価場面で適切に活用する。

１回目の評価…自力解決に至るまでの指導の実現状況を

確かめ，その後の指導を行う。

２回目の評価…集団解決の指導によって，Ｃ評価児童の

学習状況に改善が見られたか確認する。

③評価の実際

第６学年「比例」

・学習活動

厚さ8.8㎝，重さ６㎏の印刷用紙の枚数を求める。

・評価規準（数学的な考え方）

Ｂ：比例関係を用いて，印刷用紙のおよその枚数を求

める方法を考えている。

Ａ：考えた方法を式に表したり説明を加えたりして問

題を解決している。

Ｂと判断した例 Ａと判断した例

④抽出児童による指導の検証

・学級全体の理解度傾向の把握

（授業における上位，中位，低位層から各学年２名ずつ

６名の児童を抽出），

データを基に，次時の授業の流れや発問，支援などを

設定する。あるいは，学級全体が十分目標を達成してい

ないと判断される場合は，単元計画の変更も視野に入れ

た指導改善を行う。

◇成果と課題

〈成果〉

・学力の向上が見られた。

・学習活動における児童のより具体的な姿を想定して評価

規準を設定することで，授業のねらいが明確となった。

・考えを図や表，式などで書かせたり，説明を記述させた

りしたものを見取ることで，児童の学習状況を適切に評

価する力が向上した。

〈課題〉

・適切に評価するためには１授業単位時間のなかで適用題
まで指導し切ることが大切であり，より細密に授業を企
画・構成する。

 

1

2

3

７/５知 ７/６考

A1

1

2

3

７/５知 ７/６考

A2

1

2

3

７/５知 ７/６考

B1

1

2

3

７/５知 ７/６考

B2

1

2

3

７/５知 ７/６考

C1

1

2

3

７/５知 ７/６考

C2



Ⅰ 研究指定校の概要

１ 学校・地域の特色及び実態

本校は近くを流れる可愛川より恵みを受け

た豊かな自然環境に囲まれており，児童は前

向きに学習に取り組む姿勢がある。地域的に

は，農家と広島市内へ働きに出る家庭が混在

しており，急速な核家族化が進んでいる。

こうした中，平成19年度の各種学力調査で

は，本校は市や県，全国平均を下回る結果と

なった。

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）

１ ２ ３ ４ ５ ６ 特別支援 計

年 年 年 年 年 年 学級

学級数 1 1 1 1 1 1 2 8

児童数 30 30 20 24 22 26 2 154

教員数１３名

Ⅱ 研究の内容及び成果等

１ 研究主題について

(1) 研究主題

数学的思考力の育成

～図形・数量関係領域における評価の工夫改善を通して～

(2) 研究主題設定の理由と対象

○［研究主題設定の理由］

広島県「基礎・基本」定着状況調査（第５

学年対象）や全国学力・学習状況調査から，

本校は「図形」「数量関係」領域に課題が大

きいこと，基礎的な内容は概ね定着している

もののそれを活用する力に課題があることが

わかった。また，言葉や数，式，図，表，グ

ラフなどを用いて筋道を立てて考えたり，表

現したりする力を十分に育成することができ

ていないという指導の課題も明らかになっ

た。そこで，数学的思考力の育成を目標とし，

「図形」「数量関係」領域での具体的な評価

規準の設定と，それをもとにした評価方法の

工夫及び授業改善を柱とした取組を進めるこ

ととした。

○［調査研究の対象］

算数の全学年において，「数学的な考え方」

を中心に「算数への関心・意欲・態度」「数

量や図形についての表現・処理」「数量や図

形についての知識・理解」の４観点，領域は

「図形」と「数量関係」の２領域を調査研究

の対象とした。対象をこのように設定したの

は，各種学力調査の結果を分析した結果，「図

形」「数量関係」領域の課題が大きかったた

めである。

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善

（１）第１学年「おおいのはどれ」

○学習活動

動物の絵グラフを作り，読み取る。

○「数学的な考え方」の評価規準

Ｂ：絵グラフを見てものの個数の大小「～が

１番多い（少ない）」を考えている。

Ａ：「～が～より○ひき多い（少ない）」など

ものとものの個数を比較している。

○評価の実際（ワークシートへの記述）

Ｂと判断した例

個数の大小を正しく判断しているのでＢ評

価とした。

Ａと判断した例

５より多いものをあげることでグラフの特

徴をとらえていること，犬とうさぎの個数を



比較していることからＡ評価とした。

○考察及び指導の改善

児童の学習状況の把握は，ワークシートへ

の記述という評価方法をとったこと，また児

童の姿を記述例として具体的に想定していた

ため，適切に行うことができた。

本時では，導入

題で大小さまざま

な動物を提示する

ことで一目では数

量の比較が困難な

場面を設定し，自

力解決までに１対

１対応についてて

いねいに指導を行

った。その結果，

大きさをそろえて並べていくことのよさを感

じる発言が多く出ており効果的であった。

しかし，児童の表記については，「１位犬，

２位うさぎ…」と順位で表したり，「１番犬，

２番うさぎ…」と「多い（少ない）」の表記

がなかったりするものもあった。そこで，集

団解決においては読み取り方だけでなく表現

の仕方についても確認していき，適用題「好

きな遊び」の絵グラフの読み取りでは「知識

・理解」として評価した。また，「絵グラフ

を読む」「読み取ったことを書く」という２

つの活動を行うのは，１学年という発達段階

では予想外に時間がかかった。

来年度は，読み取ったことを書く時間を十

分に確保することに配慮して実施する。

（２）第２学年「形づくり」

○学習活動

点をつないで，いろいろな形を作る。

○「関心・意欲・態度」の評価規準

Ｂ：点と点をつないで形を複数作っている。

Ａ：点と点をつないで，いろいろな形を複数

作っている。

【提示した図】

○評価の実際（ワークシートへの記述）

Ｂと判断した例 Ａと判断した例

左の例は，ほぼ長方形のみを大きさや向き

を変えながら繰り返し作っていることからＢ

評価と判断した。右の例は，様々な形を作っ

ていることからＡ評価と判断した。

○考察及び指導の改善

本時の評価規準は，授業後に変更すること

となった。授業前は作った形の数で評価する

ことを設定していたが，実際にはほとんど

の児童が形づくりに意欲的に取り組み，た

くさんの形を作った。そこで，形の種類の

数によって評価することにした。

児童の学習状況の把握は，ワークシート

への記述という評価方法をとったため，適

切に行うことができた。

来年度は，今年度変更した通りＡ評価とし

て質的な状況を設定する。そこで，児童への

活動の指示は「できるだけ，いろいろな形を

作ろう」とし，いろいろな形を作ることに意

欲を向けるようにする。

（３）第３学年「円と球」

○学習活動

球の切り口や半径や直径について知り，ボ

ールの直径や半径を調べる。

○「知識・理解」の評価規準

Ｂ：球の中心，半径，直径を正しくとらえて

いる。

Ａ：箱に入ったボールの半径が３㎝であるこ

とを説明している。



○評価の実際（ワークシートへの記述）

Ｂと判断した例 Ａと判断した例

左の例は，球の中心，半径，直径を正しく

書き込むことができているが，２問目の理由

が不十分なためＢ評価と判断した。右の例は，

球がぴったり収まる箱の１辺と球の直径が等

しいこと，半径は直径の半分であることを説

明しているので，Ａ評価と判断した。

○考察及び指導の改善

児童の学習状況の把握は，評価問題を作成

することで適切に行うことができた。

評価問題の

２問目は，箱

の一辺とボー

ルの直径が等

しいことが分

かることが必

要である。そのため，ボールの直径を調べる

活動においては，どこをどのように調べたか

ということを意識させる指導を行った。

実現の状況は，ほぼＢであった。前述の指

導により球の直径と半径は正しくとらえてい

た。また，２問目も直径が６㎝であることは

ほとんどの児童が理解できていた。しかし，

例に示した通り説明が不十分なものが多かっ

た。そこで次時には，Ａと評価した例を用い

て，筋道を立てた説明の仕方として ①箱の

１辺と直径が等しいこととその理由 ②半径

は直径の半分であること という２点が必要

であることを指導した。

来年度は，調べる活動を充実させること，

【測定の様子】

本単元に限らず筋道を立てた説明の仕方の指

導を積み上げることに留意して実施する。

（４）第４学年「折れ線グラフ」

○学習活動

理科で調べた１日の気温を表に整理し，折

れ線グラフをかく。

○「知識・理解」の評価規準

Ｂ：折れ線グラフの目盛りのとり方や点の位

置が分かり，正しくかいている。

Ａ：目盛りのとり方の根拠を説明している。

○評価の実際（ワークシートやノートへの記述）

Ｂと判断した例

５目盛りを１℃

として，正しく点

の位置をとってい

ること，０℃から

２５℃までに省略

の波線が記入して

あることから，Ｂ

評価とした。

Ａと判断した例

５目盛りを１℃

とした根拠「変化

が分かりやすい」

を説明しているの

でＡ評価とした。

○考察及び指導の改善

児童の学習状況の把握は，データの数値

を基に意図的に作成したグラフ用紙を用いた

ため適切に行うことができた。

データは最小値26℃，最大値28℃だったの

で，グラフ用紙は５目盛りごとに記入枠が６

つあるものを用いた。これにより，１目盛り

１℃としてグラフを作ることも，学習した省



略という方法を用いて５目盛り１℃として変

化の様子がよく分かるようにグラフを作るこ

ともでき，児童の理解の状況を適切に見取る

上で有効であった。

また，実現状況がＡまたはＢであったのは，

導入において，変化が小さいデータを１目盛

り１℃で表したグラフと５目盛り１℃で表し

たグラフを比較することにより，その良さに

気付かせることができたためだと考える。

来年度も，これらの点に留意して実施する。

（５）第５学年「合同な図形」

○学習活動

合同な三角形のかき方をまとめ，３つの方

法でかく。

○「表現・処理」の評価規準

Ｂ：かき方の手順を見ながら，３つの方法で

合同な三角形をかくことができる。

Ａ：かき方を理解し，手順を考えながら複数

の合同な三角形をかくことができる。

○評価の実際（ノートへの記述）

Ｂと判断した例

３つの方法で，正確に

合同な三角形をかくこと

ができているので，Ｂ評

価と判断した

Ａと判断した例

設定時間内にもう１種類の三角形について

もかいていることから，Ａ評価と判断した。

○考察及び指導の改善

児童の学習状況の把握は，ノートへの記

述という評価方法をとったこと，またＡ評

価の状況を「複数の合同な三角形をかく」

と量的な状況を加えて設定したことによ

り，適切に行うことができた。

来年度は，努力を要すると判断される状

況の児童には，かき方の手順を１段階ずつ

言葉と図で示したものを提示することで自

力解決ができるようにしていきたい。また，

何が決まれば３つの点が決まるかという視

点で指導を進めていくことで理解を深めて

いくことに留意して実施する。

（６）第６学年「比例」

○学習活動

厚さ8.8㎝，重さ６㎏の印刷用紙の枚数を

求める。

○「数学的な考え方」の評価規準

Ｂ：比例関係を用いて，印刷用紙のおよその

枚数を求める方法を考えている。

Ａ：考えた方法を式に表したり説明を加えた

りして問題を解決している。

○評価の実際（ノートへの記述）

Ｂと判断した例

枚数と重さの比例関係を用い，10枚の重さ

を調べて考えている。表には考えの書き込み

があるが，立式，説明にまでいたっていない

のでＢ評価と判断した。

Ａと判断した例



枚数と厚さの比例関係を用い，５㎝の枚数

を調べて考え，式で表現しているのでＡ評価

と判断した。

○考察

児童の学習状況の把握は，ノートへの記述

という評価方法をとったこと，また児童の姿

を「枚数と厚さ」の関係を用いて厚さ５㎜の

枚数を調べたもの，１㎝の枚数を調べたもの，

「枚数と重さ」の関係を用いて10枚の重さを

調べたもの，単位量に着目して考えたもの等，

児童の姿を多様に想定していたため適切に行

うことができた。しかし，実現状況はＣ評価

がほぼ半数という結果となった。これは，比

例関係と表を用いることまでを確認し自力解

決に入ったが，児童はその後の活動に見通し

がもてず考えが進まなかったためである。

そこで本時は，自力解決を一度止めて全体

指導を行った。厚さ8.8㎝，重さ６㎏という

情報だけでは不十分であること，例えば「枚

数と重さ」という比例関係を用いるならばも

う１組データが必要であること，それを自分

で決めることを全体で確認した。再び自力解

決に入った。

来年度は，自力解決までに必要な指導を十

分に見極めること，実際にデータを集めて問

題を解決をするという体験的活動を段階をお

って設定していくことに留意して実施する。

３ 成果の普及と今後の展望

図１，図２より研究を行った３か年で学力

や筋道を立てて考えたり，表現したりする力

が向上していることがうかがえる。
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【図１ 全国学力・学習状況調査 算数 標準化得点の推移】

これらの成果の要因としては，学習活動に

おける児童の姿を具体的に想定した評価規準

を設定することで，その姿を実現できる授業

を企画・構成することに取り組んだことが挙

げられる。また，１時間ごとの児童の学習状

況を数値化していくことで，１時間１時間の

の大切さをより感じ，数値が低いのは指導の

問題であるという意識が強くなったことも授

業改善への意欲となった。

今後は，評価の工夫改善を通した授業改善

を継続するとともに，集団解決場面の充実に

取り組む。そして，平成24年度広島県算数・

数学教育研究大会で提案する予定である。

研究の成果の普及については，次の要領で

公開研究会などを実施した。

○公開研究会

・日時 平成22年10月15日（金）

・場所 安芸高田市立可愛小学校

・対象 安芸高田市内，県内外の教育関係者

・内容 公開授業（全学級），分科会

シンポジウム

基調提案｢思考力･表現力を育成する

算数の授業づくり」

国立教育政策研究所

教育課程研究センター

教育課程調査官 笠井 健一先生

○学力向上のための実践交流会

・日時 平成23年1月8日（土）

・場所 広島大学

・対象 県内の教育関係者

・内容 学力の把握に関する取組の実践発表

【図２ 全国学力・学習状況調査 算数Ｂ問題
根拠を記述する問題 平均正答率の推移】
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