北数教小学校部会 WEB 研究大会のまとめ ■■■■■■■■■■■■■
開催要項

～授業実践から見る

３つの力をはぐくむ授業づくりのポイント～

第７５回北海道算数数学教育研究大会東橋大会の中止を受け、
「コロナ禍でも授業力を高めたい！」
「各地
区の先生方とつながりたい！学び合いたい！」という思いから「北海道算数数学教育会小学校部会 WEB 研
究大会」を行いました。タイトな日程だったにもかかわらず、全道から２０本の実践発表がありました。そ
の実践をもとに、WEB 上で意見交流をすることができ、算数において大切にしたいこと、考えていかなけ
ればならないことなどを共有するとても有意義な機会になりました。また、この大会を通して北数教に参加
したいというお声もいただきました。これからも全道のみなさんとのつながりを大切にしながら、研究を進
めていきたいと思います。
発表していただいた 20 本の実践をもとに、今後の研究の方向性について以下のようにまとめました。次
年度は、３つの力をはぐくむ授業づくりに一層重きを置いてまいりたいと思います。
北数教ではぐくみたい資質・能力
自ら働きかける力をはぐくむ
しなやかに考え、表す力をはぐくむ
活用できる知識・技能をはぐくむ
ＷＥＢ研究大会から

子どもたちから「問い」を生

子どもたちから「多様な考

子どもたちに「活用の場」を

見えた先生方の思い

みたい！

え」を生みたい！

設定したい！

釧路大会に向けて

教材や問題場面との出合いか
ら生まれた子どもの素朴な思い
を、本時ではぐくみたい見方・考
え方を働かせ、考えさせたい
「問い」へとどのように高めてい
くのか

子どもたちの思考過程に目
を向け、子どもから多様な考
えを引き出すことと、しなや
かに考え表現する子をはぐく
むこととは、どのようにつな
がるのか

子どもが、これまでに学んだ
知識・技能を自ら選択・決定
し、用いる過程を大切にする
ことで、「活用することの価
値」を実感し、知識・技能を
獲得する学びとは

さらに進めていきた
い研究

北海道算数数学教育会 小学校部会研究部長 黒澤智美

視点１

自ら働きかける力をはぐくむ

◇子どもの問いが生まれる問題場面を設定すること
・１年「どんなしきになるかな」では、
「少ない」
「減る」などの減法が想起されるような言葉をあえて問題文
から除いて提示した。図に表現する必然性を生み、図を用いて主体的に解決へ向かう姿を引き出した。
・２年「１を分けて」では、ものを通すと、□等分されて出てくるという「□等分マシーン」を使った活動を
位置付け、正方形を様々な方法で４等分しても、一つ分の大きさは変わらないのかという問いを生んだ。
・２年「三角形と四角形」では、意図的に弁別された四角形と三角形を２段階に分けて提示することで、「ど
のように分けたのか」という子どもの問いを生み、
「直角」という構成要素に着目できるようにした。
・３年「かけ算の筆算」では、記号化した問題を提示することで、子どもが「きまりがありそうだ」が見通し
をもち、かける数に様々な数を当てはめながら規則性を見いだす学習展開を構成した。
・４年「がい数」では、
「０～９の 10 枚のカードを３枚引いて、700 に近い数をつくる」というゲームを設定
し、約 700 の範囲がどこまでといえるかを検討する学習展開を構成した。
・４年「分数の大きさとたし算、ひき算」では、同分母と異分母の分数を意図的に混在した問題を提示した。
子どもが異分母では比較できないことに気付き、同分母での比較の方法を検討する展開を構成した。
・４年「小数のしくみとたし算、ひき算」では、
「100m と 0.1 ㎞のように同じ長さのペアカードをつくる」と
いう活動を設定し、既習では表すことができない数をどのように表すかを考える意欲を喚起した。
・５年「整数の見方」では、
「数ピラミッド」を用いて上段の数を奇数にするという問題を提示した。
「どのよ
うな問題になれば上段を奇数にすることができるか」という問いを生み、自ら働きかける姿を引き出した。
・５年「平均」では、得点０を含む問題を提示し、子どもが考える式に違いが生まれるようにした。その式の
みを取り上げ、どのように考えたのか解釈する場をつくることで、平均の意味に迫る学習展開を構成した。
・６年「並び方と組み合わせ」では、チーム数を□にして提示した。チーム数を子ども自らが設定することで、
発展的に考察する力を育む学習展開を構成した。

視点２

しなやかに考え表す力をはぐくむ

◇子どもの多様な考え方を引き出す問題場面を設定すること
・４年「２けたの数のわり算」の実践では、
「360°を 12 等分した角度を求める」という角の学習と関連させ
た問題場面を設定した。図を提示することで、子どもが着目する角によって、「90°の３等分」「120°の４
等分」
「60°の２等分」と、多様な考えが生まれるようにした。
・６年「並べ方と組み合わせ」の実践では、４色の輪飾りを一つの輪にする場面を設定した。あえて条件不足
の問題にすることで、子どもが「反転させると同じ輪」と見るかどうかで、
「24 通り」
「６通り」「３通り」
と、つなぎ方の組み合わせに違いが生まれるようにした。

◇他者への働き掛けを促しながら、多様な考え方を探る過程を保障すること
・２年「かけ算九九づくり」の実践では、学級の人数を求める際、
「４人×６班＝24 人 ５人×１班＝5 人 24
人+５人＝29 人」と分解式で表した考えを最初に取り上げることで、
「式が一つでもできる！」という声を引
き出し、より簡潔な総合式（４×６+５×１）を導いていった。
・５年「割合」の実践では、4000 円の 60％引きの値段を求める問題場面を設定した。個人追究の後、二つの
数直線だけを取り上げることで、比較量の割合の違い(0.6 と 0.4)を意識させた。そして、
「気持ちが分かる
かな」と問い、両方の数値の意味を解釈していく交流を組織した。
・６年「データの見方」の実践では、
「お祭りに持って行く金額を決める」という目的を設定した。子どもが妥
当だと判断した金額だけを取り上げ、
「データをどのように見たのか分かるかな」とその考え方を問うこと
で、他者の思考を促しながら交流を組織した。

視点３

活用できる知識・技能をはぐくむ

◇子どもがこれまでに学んだ「知識・技能」を用いて解決に向かう場をつくること
・１年「わかりやすくせいりしよう」の実践では、大きさの異なるいくつかの果物が載った資料を提示し、個
数がすぐに見て分かるように整理する場をつくった。これまでの経験や学習を用いてデータを整理し、解決
に向かおうとする子どもの姿を引き出した。
・３年「重さ」の実践では、直接比較ができない複数の筆箱の重さを比べる場をつくった。「一番重い筆箱は
どれかな。
」と問うことで、間接比較や任意単位による測定など、
「長さ」
「水のかさ」の学習で学んだことを
用いて解決できるようにした。
・４年「小数のたし算」の実践では、「3.64＋2.12」の計算の仕方を説明する場をつくることで、計算結果の
正誤だけでなく、解決の過程にも目を向けられるようにした。子どもは「0.01 を基にして」「位ごとに計算
して」と、これまでに学んだ知識・技能を用いて説明していった。

◇子どもが多様な考えから共通点を見いだし、一般化へと向かう学び合いをつくること
・２年「ひき算」の実践では、全品 15 円引きの A 店と、元々の値段が安い B 店とでは、どちらのお店をお薦
めするか子どもに考えさせた。お薦めに選んだ理由を話し合う中で、どの考えもひき算を用いていることに
気付かせることで、ひき算を活用するよさを実感できるようにした。
・５年「小数のわり算」の実践では、
「96÷1.6」の計算について子どもの多様な考えを取り上げながら、数や
式の意味を問うていった。その中で、共通点を見いだした子どもの発言を取り上げ、一般化へと向かう学び
合いをつくった。

■実践をお寄せいただいた皆様と単元名【敬称略】
【視点１】⾃ら働きかける⼒をはぐくむ授業実践
① １年「どんなしきになるかな」

＜札幌市立白楊小学校 教諭 町田 晴子＞

② ２年「三角形と四角形」

＜富良野市立鳥沼小学校 教諭 松田 はるか＞

③ ２年「１を分けて」

＜札幌市立幌北小学校 教諭 山田 雄一朗＞

④ ３年「かけ算の筆算」

＜札幌市立美香保小学校 教諭 田崎 優＞

⑤ ４年「小数のしくみとたし算、ひき算」 ＜札幌市立平岡南小学校 教諭 佐々木 葵＞
⑥ ４年「がい数」

＜札幌市立ノホロの丘小学校 教諭 山内 泰彦＞

⑦ ４年「分数の大きさとたし算・ひき算」 ＜旭川市立新町小学校 教諭 谷口 萌実＞
⑧ ５年「整数の見方」

＜札幌市立日新小学校 教諭 村岡 一毅＞

⑨ ５年「平均」

＜札幌市立山の手南小学校 教諭 村井 光＞

⑩ ６年「並べ方と組み合わせ」

＜北海道教育大学附属旭川小学校 教諭 成田 翔＞

【視点２】しなやかに考え表す⼒をはぐくむ授業実践
⑪ ２年「かけ算九九づくり」

＜札幌市立藤野小学校 教諭 髙橋 周＞

⑫ ４年「２けたの数のわり算」

＜札幌立伏見小学校 教諭 岡崎 隆信＞

⑬ ５年「割合」

＜札幌市立二条小学校 教諭 小原 宏平＞

⑭ ６年「並べ方と組み合わせ」

＜札幌市立桑園小学校 教諭 藤原 健史＞

⑮ ６年「データの見方」

＜札幌市立緑丘小学校 教諭 澤井 雅樹＞

【視点３】活用できる知識・技能をはぐくむ授業実践
⑯ １年「わかりやすくせいりしよう」

＜北海道教育大学附属函館小学校 教諭 鈴木 悠太＞

⑰ ２年「ひき算」

＜札幌市立伏見小学校 教諭 町田 修一＞

⑱ ３年「重さ」

＜旭川市立新町小学校 教諭 亀卦川 智香子＞

⑲ ５年「小数のわり算」

＜札幌市立新琴似小学校 教諭 岩崎 弘晃＞

⑳ ４年「小数のたし算」

＜北見市立美山小学校 教諭 森 壮汰＞

■講評・ご意見・ご感想をお寄せいただいた皆様【敬称略】
・久保幸範（札幌市立新琴似北小学校長）
・加藤康夫（札幌市立共栄小学校長）
・大桃規之（札幌市立中の島小学校長）
・三浦 恵（札幌市立栄南小学校長）
・中村義則（札幌市立屯田南小学校長）
・阿部美幸（札幌市立前田中央小学校長）
・島貫 靜（札幌市立拓北小学校長）
・加瀬富久（札幌市立西宮の沢小学校長）
・太田智子（札幌市立平和通小学校長）
・庄司ひさ子（札幌市立みどり小学校長）
・大嶋稔康（札幌市立もみじの森小学校長）
・木村まどか（札幌市立豊園小学校長）
・奥野晃弘（札幌市立新川小学校長）
・佐藤辰也（札幌市立伏見小学校長）
・野村幸明（札幌市立東橋小学校長）
・伊藤淳一（札
幌市立本町小学校長）
・出葉 充（札幌市立桑園小学校長）
・小松裕和（札幌市立発寒東小学校長）
・松村倫宏（札幌市立手稲
宮丘小学校長）
・村元秀之（札幌市立緑丘小学校長）
・湯澤将武（札幌市立二条小学校教諭）
・田崎 優（札幌市立美香保小学校教諭）
・髙橋謙介（札幌市立宮の森小学校教諭）
・小原宏平（札幌市立二条小学校教諭）
・小畑香乃（札幌市立緑丘小学校）
・瀧ヶ平悠史（教育大学附属札幌小学校教諭）
・浜辺李佳（札幌市立東橋小学校教諭）
・藤原健史（札幌市立桑園小学校教諭）
・黒原利洋（札幌市立篠路小学校教諭）
・須田祐右（札幌市立資生館小学校教諭）
・三塚 聡（札幌市立菊水小学校教諭）
・田中尚宏（札幌市立幌南小学校教諭）
・園部 穂（教育大学附属札幌小学校教諭）
・中村光晴（札幌市立資生館小学校教諭）
・佐藤元希（羽幌町立羽幌小学校教諭）
・佐々木 葵（札幌市立平岡南小学校教諭）
・山内泰彦（札幌市立ノホロの丘小学校教諭）
・澤井雅樹（札幌市立緑丘小学校
教諭）
・佐藤 豪（留萌市立緑丘小学校教諭）

