
 

概要 

 

１ 研究のねらい 

 「数と計算」領域の学習時に，特にみられる児

童の実態として，個人追究時に自分なりの考えや

答えを導き出すと，あたかも学習活動そのものが

終わってしまったかのような時間の過ごし方をし

てしまう姿が多くみられる。そのことは，授業終

末の評価問題や，練習問題の取り組み後も同様な

ことが起こりえる。これは，児童の「言われたこ

とをやる」という受動的な感情だけが原因である

とは言えない。むしろ指導者側の，児童が学び続

けようとする気持ちの啓発や，活動時間の確保及

び活動内容を充実させようとする準備の欠如にそ

の要因があると感じられる。安易に納得したり共

感したりするのではなく，仲間と共に最後まで課

題意識がつながるための指導の改善が求められて

いると考える。 

 また，児童に行った算数アンケートから次のよ

うな結果が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このことから，算数の学習は自分にとって大切

であると思う一方，内容が分からなかったり，見

通しや根拠がもてなかったりすることが原因で算

数がなかなか好きになれない実態があることが分

かった。そこで，自分や仲間の考えの基となる数

学的な根拠「わけ」を大切にする指導が必要であ

ると考えられる。意見を聞くだけでなく，「今のっ

てどういうこと。」「どうしてそうなるの。」など，

児童や教師が問い返しをすることで考えを広げた

り深めたりする指導が必要であると考える。 

 

２ 研究の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研究内容として，一つ目に，課題意識をつなぐ単元の構想に焦点をあてて研究を行った。学習内容や

課題意識のつながりが明確になる単元構想図および単元指導計画の工夫を目指す。二つ目に，確かな学

力を身に付ける追究過程について，課題成立までに追究内容，追究視点が焦点化される「導入」の在り

方について研究を行った。三つ目に，学ぶ過程の中で味わった教科の楽しさや自己の成長を振り返るた

めに，終末「ふりかえり」に焦点をあて，算数のよさを実感できる指導の工夫について研究を行った。 

課題意識をつなぎ，見方・考え方を働かせ 

数学的に考える児童の育成 

～ 「単元指導計画」、「導入」と「ふりかえり」の充実 ～ 

土岐市立妻木小学校 教諭  小 栗  博 之   

【研究内容１】課題意識をつなぐ単元の構想 

①学習内容のつながりを明確にした単元構想を工夫する。 

②課題意識のつながりを明確にした単元構想を工夫する。 

【研究内容２】確かな学力を身に付ける追究

過程の工夫 

①追究する内容を明確にすることができるように，課題成立

までの指導方法を工夫する。 

②既習内容をもとに，根拠をもって課題解決に向かう児童の

具体を描き，目指す姿に迫るための指導方法を工夫する。 

【研究内容３】学ぶ過程の中で味わった教科

の楽しさや自己の成長を振り

返る終末 

①学習した内容を活用して，説明し合う活動や問題を出し合

う活動，学習の成果を確かめ合う活動を位置付ける。 

②学習内容に応じて，日常生活に生かしたり，数域を広げた

りするなど，算数のよさを実感できるような振り返り活動

の仕方を工夫する。 

A：当てはまる         B：どちらかといえば当てはまる 

C：どちらかといえば当てはまらない     D：当てはまらない 

（数はパーセント） 

Q：算数の勉強は大切だと思いますか。 
 A：６８ B：３２ C：０ D：０ 
Q：算数の勉強は好きですか。 
 A：３３ B：１７ C：２７ D：２３ 
Q：算数の授業の内容はよく分かりますか。 
 A：３５ B：３７ C：２３ D：５ 
Q：見通しをもとに，理由を考えながら課題解
決に向かっていますか。 

 A：４２ B：２５ C：２５ D：８ 
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 また，授業の終末の「まとめる」と「ふりかえ

る」の役割を明確にし，展開の時間配分を以下の

ように設定。授業のスタンダードにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「まとめる」は，授業を振り返って本時獲得した

力を共通認識する活動時間。 

・「ふりかえる」は，数学的活動などを通して学び

を広げたり深めたり活用したりする活動時間。 

 

３ 実践と研究 

【研究内容１】課題意識をつなぐ単元の構想 

①学習内容のつながりを明確にした単元構想を工

夫する。 

②課題意識のつながりを明確にした単元構想を工

夫する。 

 

実践１－（１）『既習事項を整理した単元構想図』 

４年生「計算の順じょを考えよう」より 

土台となる既習の知識や考え方の精選 

学習指導要領と照らし合わせた本単元のねらい

は，「数量の関係を表す式について理解し，式を用

いることができるようにすること。」である。具体

的には，以下の通りである。 

ア）四則の混合した式や，かっこを用いた式に

ついて理解し，正しく計算すること 

イ）公式についての考え方を理解し，公式を用

いること 

 そこで，単元指導計画を考える際，これまで児

童が学んできた既習内容を，ただ羅列するのでは

なく，本単元の領域「D：数量関係」の系統性を

重視して作成するよう配慮した。 

既習内容を該当する単元の領域に絞って指導計

画に位置付けることで，単元のねらいに迫るため

に必要な児童の力が明確になり，導入前のつまず

きに対する必要な手立てを打つことにつながった。

また，児童のこれまでの学習活動や，思考の流れ

がより整理されて示されることになった。 

 

実践１－（２）『課題を継続させる単元構想図』 

４年生「計算の順じょを考えよう」より 

「次は○○したい，次はどうなるの。」の意識 

単元の導入までに，児童は次のような力を身に

付けている。 

ア）続いて起こる事柄を，３口の数の加法の式

や減法の式に表し，結果をまとめる力 

イ）具体的場面で加法や乗法の交換法則，結合

法則が成り立つことを理解し，それを活用

して計算を確かめる力 

ウ）かっこを用いて，計算の順序を工夫して結

果をまとめる力 

エ）全体の個数を乗法九九で活用して求めたり

個数を求める図から思考過程を読んだりす

る力 

オ）等号の意味を理解し，左辺と右辺が等しい

時に正しく用いたり，言葉の式にして表し

たりできる力 

 本単元では，既習内容であるかっこを用いた式

の計算順序の習得を目指すのではなく，数量のま

とまりを意識し，その数量関係を式に表すことを

目指す。そこで，全６時間の単元の一単位時間の

児童の課題意識と，次の学習に対して抱くであろ

う課題意識を明確にし，単元構想図に示した。児

童の視点から，どんなことに興味をもつのか，ど

んなことに着目して取り組もうとするのかを考え

て課題を設定していくことで，児童の立場に立っ

た単元全体の展開につながった。また同時に，一

単位時間の役割がよりはっきりし，オーバースタ

ディー（学習範囲を超えた無理な内容の学習）や，

学習順序の矛盾を避けることができた。 

 

【研究内容２】確かな学力を身に付ける追究過程

の工夫 

①追究する内容を明確にすることができるように，

課題成立までの指導方法を工夫する。 

②既習内容をもとに，根拠をもって課題解決に向

かう児童の具体を描き，目指す姿に迫るための

指導方法を工夫する。 

課題づくり（つかむ） ７分 

個人追究（ふかめる） 

まとめ（まとめる） 

ふりかえり（ふりかえる） 

 ７分 

１０分 

８分 

全体交流（ふかめる） １３分 

２－２－２ 



 

実践２－（１）『追究内容の明確化』 

４年生「２つの量の変わり方を調べよう」より 

ねらいに沿った授業展開 

本単元のねらいは，２つの数量を関連付けてみ

る関数的な考えを基礎として，具体的な場面を通

して対応する２つの数量に着目し，その関係を表

や式，グラフに表す能力を伸ばし，そのよさを理

解することである。とりわけ，４年生の本単元は，

互いにともなって変わる２量の変化の様子を表し

た表から，変化と対応の見方で考えるよさや，規

則性や関係性を式や言葉で表現する重要な単元で

あると考える。そこで，ねらいがどの児童にも充

分に達成できるよう，単元の導入に重点をおいた

単元指導計画を立てた。具体的には，通常，全４

時間で単元が展開されることが多い本単元を，導

入を２単位時間で扱い，全５時間とした。さらに，

授業形態として，「習得，定着を図る授業（Ⅰ）」，

「活用を図る授業（Ⅱ）」と役割をはっきりさせ，

各単位時間の学習内容を鑑みて位置付けた。 

具体的には，次の通りである。 

・（Ⅰ）は，知識や技能を身に付ける授業であり，

定義を知る，計算の仕方が分かるなどである。  

・（Ⅱ）は，思考を深く働かせる授業であり，変化

と対応の見方で関数関係を考えるなどである。 

このように，一単位時間の役割をより明確にした。 

 授業の役割をはっきりさせることで，児童にと

っては何をどのように，何のために追究するのか，

その内容や方法，目的が明確になった。 

 一単位時間の授業のねらいと役割をはっきりさ

せることで，導入から課題化までの問いかけや，

児童に考えさせる内容を精選することにつながっ

た。また，課題化までの発言やつぶやきなどが黒

板に書かれているため，見通しや追究の方法が揃

っていることで，個人追究の時間を使っての個別

のつまずきに対する指導の助けとなった。さらに，

あらかじめ予想される児童のつまずきに対する指

導援助を指導案などに示すことで，指導に役立て

た。 

 

実践２－（２）『追究・交流の焦点化』 

４年生「計算の順じょを考えよう」より 

課題化までの追究視点の焦点化 

 単元導入にあたる本時のねらいは，「２人が同じ

金額を持って２つの品物を買った時の残金を考え

る場面で，買った順に残金を求めたり，先に合計

代金をはっきりさせてから残金を求めたりする活

動を通して，加減混合の問題場面をかっこを用い

て１つの式に表すことができることに気付き，計

算の順序を理解して答えを求めることができる。」

と設定した。投げかける問題は次の通りである。 

 

 

 

 

 ２つの品物の「まとまり」を意識して立式した

り，式の意味を理解したりすることを学習活動の

中心にすることをねらうため，課題を「まとまり

を考えて，ひとつの式に表す方法を考えよう」と

し，児童に示すまとめを「まとめて計算するには，

カッコを使って表し，ひとまとまりとみて先に計

算する」とした。問題場面から１つの式に表す時，  

①1000-600-360=40のように，買った順に減法

だけを用いた式 

 ②1000-(600+360)=40のように，先に合計代金

を求めてから残金を求める式 

の２通りの考えが児童の反応として予想された。 

 全体追究での展開を考慮した時，既習内容であ

る①の考え「買った順にひいていく」を追究内容

に含めないことが望ましいと考えた。そこで，導

入時，それぞれの買い物の場面から買い方の違い

を見つけた後，すぐさま①の式を意図的指名で紹

介した。そのことで，この考えの式とは別の考え

の式，本時のねらいに迫る「まとまり」をキーワ

ードにした式を意識させることを図った。②の考

えの式にせまる個人追究をすることで，計算の順

序の重要性や，かっこを用いることの必然性が生

まれると考えた。 

 

実践２－（３）『根拠のキーワードを引き出す』 

４年生「計算の順じょを考えよう」より 

児童による根拠を示すためのキーワードの活用 

 実践２－（２）で述べたように，本時のねらい

に迫るために児童とともに使って行きたいキーワ

ードを意識した発問や板書での指導を行っていく。

そのために，児童にもキーワードを意識できるよ

うにするために，根拠を問う姿や，根拠を話す姿

問題：1000円を持って買い物に行き，600円の

本と360円のおかしを買いました。 

いくら残っているでしょう。 
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を意図的に価値付けていく必要があると考えた。

そこでまず，授業の全体の展開から，根拠を大切

にするべき場面やポイントを洗い出した。児童か

ら自発的に疑問をもち，根拠を問えなかった場面

では，教師からその根拠を問いかける。 

 ・根拠を問う場面，ポイントを精査 

 ・根拠を大切にする児童の価値付け 

 ・根拠があいまいな場合の教師からの問いかけ 

 指導のポイントは，２つの考え方の式は，それ

ぞれどちらの買い方を表しているのかを根拠を大

切にして学ぶことができているか，である。 

 教師から問うことが必要な場面が全体追究時に

あり，そのことで児童が根拠を大切にして考える

ことにつながった。 

 

【研究内容３】学ぶ過程の中で味わった教科の楽

しさや自己の成長を振り返る終

末 

①学習した内容を活用して，説明し合う活動や問

題を出し合う活動，学習の成果を確かめ合う活

動を位置づける。 

②学習内容に応じて，日常生活に生かしたり，数

域を広げたりするなど，算数のよさを実感でき

るような振り返り活動の仕方を工夫する。 

 

実践３『終末における問い続ける子の実現』 

４年生「計算の順じょを考えよう」より 

対話的な学びにつながる「ふりかえり」 

 授業の終末，評価問題や練習問題を位置付け，

身に付けた力を確かにする展開とは別に，課題意

識をもって仲間と対話的に問い続ける展開を目指

し，まとめの後に「ふりかえる」を位置付けた。 

ふりかえりの活動では，教師が評価をする時間

と位置付けず，児童が学びのよさの実感として自

己評価できる時間であると捉え，実践した。どう

しても一人で立式できない児童に対して，個別の

指導援助を行った。その際にも，「まとめて」など

のキーワードを大切にし，かっこが持つ意味を学

べるよう指導した。 

また，ＩＣＴを活用して授業の冒頭からタブレ

ット端末で，課題に対して自信がある，不安があ

るなどの立場を色で示し，終末でどう変わったか

を再び示す活動も取り入れた。 

４ 成果と課題 

（１）研究の成果 

・課題意識をつなぐために明らかになったこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・見方・考え方を働かせ，数学的に考える児童の

育成のために明らかになったこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研究の課題 

・学習活動を厳選するには，教科の本質に迫る相

応の教科の研究が必要である。時には，児童の

自由な活動や発想を奪ってしまうことのないよ

うにしたい。そのためには，どのような活動を

設定すると児童は活動の中でどのようなことに

気づいたり考えたり習得したりするのかを今後

も丁寧に研究していく必要がある。 

・学年の発達段階や児童の実態によって，限られ

た時間内で活動を多く行うことは困難である上

に煩雑となる。児童に課題解決のためにどんな

追究をすればよいのかが伝わる数学的活動を厳

選することは重要である。あわせて，数学的な

考え方をする場面の準備も今後の研究課題であ

る。 

・単元を通して児童がどのような知識や考え

方を身に付け，出口ではどのような学習に

今後つながっていくのか，系統性などの観

点から明確にすることは有効である。 

・一単位時間の学習で，場面ごとの繋がりを

重視することは有効である。 

・支えとなる既習内容とその定着度をあらか

じめ把握し，個々に応じた指導援助をする

ことは有効である。 

・根拠を問う姿を評価し，答えや考え方が正

しいかをきちんと検討することが良いこと

であるという意識を児童に持たせることは

有効である。 

・児童が安心して仲間と共に使えるキーワー

ドなどを児童も教師も指導の中で繰り返し

活用し，課題解決することができる環境（言

語環境・授業の展開など）を整えるための

工夫をすることは有効である。 
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