《第１学年》発表：佐藤貴幸先生（澄川小学校）

《第２学年》発表：中屋圭子先生（有明小学校）

『どちらがひろい』の実践より
本来は１時間扱いの単元であるが、直接比較
と任意単位での比較を２時間で扱った。各時間
では、
『広さとりゲーム』を行うが、１時間目は
マスの大きさが同じ場面、２時間目はマスの大
きさが違う場面を扱う。
（大）
（小）

マスの数で比較する子どもたちの意識を変えて
いくことが難しかった。

『ひきざんのひっさん』の実践より
本時は、１２９－５３の計算の仕方をタイル
や数式の操作（さくらんぼ作戦）を通して考え
させ、自分なりの考えを持たせることで、筆算
の仕方を豊かに表現し、理解を深めることを考
えた。
子どもたちは、友達と違う方法を行うことに
面白さを見い出し、数をどのように分解するか
に目が向いた。数操作に偏った子どもたちの発
言を『筆算につなげる』ことが大切な交流場面
で活かしきることが難しかった。

■話し合いの内容
助言（屯田小学校 加藤智幸先生）より
観点１「考える力を鍛える」にかかわって
○「量と測定」の学習では、測定の素地を身に付
けていかなければならない。比較したいものが
あり「何とかして比べたい」という思いをもた
せることが大切である。
○まず直接比較を行う。そして、直接比較できな
いときに間接比較、多数のものを一度に比べた
り、詳しく比べたりするときに任意単位を用い
ていくという考え方を身に付けさせたい。
また、
１年生では直接・間接比較の経験を十分にさせ
ることが大切であり、
「数値で比べる」ことには
気付かせる程度でよいのではないか。

■話し合いの内容
助言（二条小学校 久保幸範先生）より
観点１「考える力を鍛える」にかかわって
○本時までの既習は何であるかを明確にすること
で何を問題にすべきかを子どもたちがつかめる
のだと考える。また、多様な考え方の中から価
値あるものへの気付きが生まれるのではないだ
ろうか。
○数を分解して引き算を行っていくが、どうして
そのように分けたのかという根拠を明確にする
ことで価値のある考え方が理解されていくので
はないか。
「十進位取り記数法」のよさを味わう
数の見方やとらえ方に気付かせていくような教
師のかかわりが重要である。

観点２「表現する力を鍛える」にかかわって
○理由をつけて説明する力を１年生から育ててい
きたい。そのためには、
「まず」
「次に」
「だから」
といった説明の仕方を具体的に教えることも必
要である。
○表現させる機会を十分に保障していく必要があ
る。子どもたち一人一人が自ら考えたことを分
かりやすく記述し、論理的に説明するための場
や手立てを我々教師は工夫していかなければな
らない。

観点２「表現する力を鍛える」にかかわって
○さくらんぼ作戦は１年生から行っているが、１
年生と２年生では「１０のまとまり」の意識や
数の見方が変化してきているので、
「十進位取り
記数法のよさ」を実感しながら表現していかな
ければならない。
○「ひく」ということがどういうことか落ちてい
ない子が何人かいた。子どもの具体的な活動で
「ひく」という意味を理解させていくことも大
切である。
○２年生なので、友達の意見につなげることを意
識させていくことは大切である。
「反対」
「同じ」
「似ている」と自分の立場を明確にして発言す
ることはこの学年で大切にしていきたい。

その他
○「長さ」
「かさ」
「広さ」の３単元を連続して扱
ったが、各単元で獲得したものを生活の中で十
分に理解していく時間が必要であったように思
う。３単元は子どもにとってつながっていると
は言えないのではないか。

（二条小学校 久保 幸範）

2

《第３学年》発表：烏丸俊郎先生(稲積小学校)

《第４学年》発表：武田摩耶子先生(山の手南小学校）

『わり算を考えよう』の実戦より
「カレンダーに「日にち÷□」のあまりをかこ
う」という課題を提示した。まず、□＝２の場
合を全体で行い、子どもたちはカレンダーが書
かれたシートにあまりを書いていくことで、あ
まりの並びに規則性があるようだと気付く。
さらに、□の数が変わったらどうなるだろう
と学習を広げていくことで、子どもたちは追求
の意欲をもって活動していった。そして、それ
ぞれの考えを交流することや、シートをあまり
の数ごとに色分けすることで、あまりがわる数
よりも１小さい数までの繰り返しであること
に気付いていった。
この時間で終わりという学習ではなく、続き
のある学びになるように学習を組み立ててい
る。算数好きな子どもを目指して日々実践して
いる。

『広さを調べよう』の実戦より
「わかっているつもり」を「分かり直す」こ
とを大切にしている。公式をすぐに当てはめて
しまうのではなく、本当の算数的活動を通して
意味理解を伴った学びにしていきたい。
公式を作り出す過程を単元の中で大切にし
た。２つの比較から複数のものへ、直接比較か
ら公式に至るまでを、子どもの思考に沿って段
階的に取り組んでいった。
本時では、公式を使って複合図形の面積を求
める学習だった。形を変えることで今までの形
に変えることができることに気付き、作戦とし
て価値づけた。そして他の図形にも使うことが
できるのか学習を広げていった。発表会になら
ないように他の子の考えを考えさせるかかわ
りをしていくことで、考えが全体のものになっ
ていった。
「今日の算数、楽しかったね。」と子どもが
言えるような授業づくりを目指している。

■話し合いの内容
助言（北光小学校

松村倫宏先生より）

■話し合いの内容

観点１「考える力を鍛える」にかかわって

助言（あいの里西小学校

○カレンダー教材の可能性として、倍数でも使え

中村義則先生より）

観点１「考える力を鍛える」にかかわって

るが、このようにわり算でも使うことができる。

○量の４段階指導だが、ここでは間接比較につい

学習の広がりを子どもたちが気付いていくこと

て扱いが弱い。４段階指導は大切である。しか

で思考が連続していったのはよい教材化だった。

し、量によって、また子どもの育ちによって指

○÷２

÷３の意味は子どもたちの意識に初めか

導に軽重をつけることも考えられる。ここでは

らあるわけではない。きまりを見つけていくこ

この流れでよいと考える。

とで意味理解を深めていく。

○決まった形だけでなく、子どもに何を考えさせ

○学習の目標として、並び方の規則性で終わって

たいか、教材の図形に教師の意図をもたせるこ

いいのだろうか。図で見るよさもあるが、式に

ともできる。

して見直す活動も必要であろう。わる数よりも

○学んだことが残る。掲示物など教師の記録化が

あまりは小さくなるということまで気付かせて

すごい。発表に子どもたちの姿が浮かぶのも子

いく手立てがあるとよいと思う。

どもの思考にしっかりと沿った教師のかかわり
があった成果である。

観点２「表現する力を鍛える」にかかわって
○÷２をした後で、次はどうなるのか予想をノー

観点２「表現する力を鍛える」にかかわって

トに書かせるなどの活動があってもよいのでは。

○算数的活動のねらい。子どもにどの言葉を話さ

類推から演繹的に考える３年生としての素地に

せたいかはっきりさせておくことが大切。教師

なる。

がねらいをはっきりさせておくことで、子ども

○カードを用いたのは、あまりの関係や並び方を

の考えを価値付けていくことができる。

視覚的にとらえることができるユニークな教材

○友達の考えをつなげていくことも大切だが、そ

だ。

れだけでもいけない。自分の考えを最後まで話

○気付いたことの紹介から、価値を見つけ出して

しきるという経験も積ませていくことが大切で

いく話し合いを目指していきたい。何を話し合

ある。

うのか観点はいくつもある中で、焦点化してい

（篠路小学校

く教師のかかわりが大切である。
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平野善正）

《第５学年》発表：山内泰彦先生（厚別東小学校）

《第６学年》発表：小田島礼子先生（美園小学校）

『百分率とグラフ』の実践より

『拡大図と縮図』の実践より

子どもが自分ごととして課題をとらえることが

「形が同じで大きさの違う図形」についてのイ

できるように、バスケットボールのシュート大会

メージをもたせた後、正方形と正三角形で構成さ

を行った。そこから「誰がよくシュートを入れて

れた家の形の拡大図を作成する方法を考える学習

いるでしょう」という課題を提示した。それぞれ

を行った。①対応する辺を同じ長さずつ伸ばす（縮

の子どものシュート数が違うことから、
「どうした

める）
、②対応する辺を同じ割合で伸ばす（縮める）

ら比べられるか」という課題を設定した。自分な

という２つの方法がでてきた。もとの形と比べて

りに考えた比べ方を論理的に説明する力と、数直

ゆがみが出てくることから、対応する角の大きさ

線を用いて割合を表す力を育てていきたいと考え

に着目させるなど、作図を通して拡大図の理解を

て実践した。

深めていくことをねらって実践した。

■話し合いの内容

■話し合いの内容

助言（発寒東小学校 藤田千恵子先生）より

助言（藤野南小学校 岡田悌二先生）より

観点１「考える力を鍛える」にかかわって

観点１「考える力を鍛える」にかかわって

○ひき算した考え方は「そろえたかった」という

○２時間目からの作図は早すぎる。辺の長さの割

ことを認め、どうやってそろえればいいのかを

合が変わっていないことを十分に感じてからか

考えていくようにするとよい。誤答も「そろえ

くほうがよいのではないか。

ると比べられる」につなげていける。

○２つの図形が組み合わさっているのは難しい。

○２０本中１９本だったら・・・と、ひいても見

図形を１つずつ見ていくほうがよい。正三角形

分けがつかないものを用意しておくと「ひく」

は１：１：１の比なので、辺を伸ばしても比は

という概念を考え直せたのではないか。

変わらない。子どもに与えた図には、対角線が

○数字だけではなく、具体物があると「例えば」

かかれていたが、対角線があってかくのとそう

が出てきやすい。

ではないのは、大きな差がある。

○振り返りでは何を振り返らせるか、振り返りの

○「同じように」という言葉が分からなくなった

視点をはっきりさせるとよい。次に生かしてい

時に立ち返ることができる。

くための振り返りである。

○「なぜ同じ辺の長さを同じだけたしてはいけな

○△△さんの考えは、「
『は』
『か』『せ』の『は』

いのか」ということを子どもに気付かせるのは

がおすすめ」などと価値付けていくことが大切

難しい。割合に気付かせるのであれば、できた

である。

理由を考える場があるとよかったのではないか。

観点２「表現する力を鍛える」にかかわって

観点２「表現する力を鍛える」にかかわって

○先生がどのような数直線をかかせたいのかをは

○表現力を鍛えていくには、子どもがかいたもの

っきりさせ、ある単元では、かき方を練習する

に価値付けていくことが大切である。作図の前

場をとるのもよいのではないか。

に拡大図の意味をおさえて作図した方が、既習

○普段から図をかくことを授業の中でできるよう

を使って考えることのよさを感じることができ

にしていくことが大切である。数直線も、自分

るのではないか。

たちでつけ加えるなどして、使ったよさを感じ

○比の学習を終えているので、
「同じように」とい

ていくことが数直線を使いこなせる子どもに育

う言葉から、既習を使えるとよかったのではな

っていくのではないか。

いか。

○割合の学習ですぐに数直線を使うのは難しい。

○作図の楽しさや美しさを感じることが大切であ

具体物を使うことで、差では比べられないこと

る。拡大図の意味理解をしっかり行った上で、

に子どもが気付いていく。

一つの図形にじっくり取り組む方がよい。コン

○数直線の基本は２年生。○○のいくつ分は全体

ピュータを使うなど、工夫できる面もある。発

など、系統立てて指導していくことが大切であ

見できて楽しめることを大切にした授業づくり

る。数直線をどの単元でどのような形で指導し

を行っていきたい。

ていくかをおさえておく必要がある。

（豊園小学校 太田智子）
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北数教札幌支部

冬の学習会より

『授業力を鍛える』
＜講

＜講

師＞

評＞

斉藤

俊博先生（札幌市立幌北小学校）

森井

厚友先生（札幌市立北都小学校）

佐藤

圭一指導主事（札幌市教育委員会）

平成 22 年 1 月 14 日（木）
旭小学校

１月１４日（木）、札幌市立旭小学校において「冬の学習会」が行われました。
「算数的活動を取り入
れ、子どもたちが主体的に学ぶ授業をどう創るのか。」二人の先生方からの提言、佐藤指導主事の講評
からは、算数の学習を考える上で貴重なことをたくさん学ぶことができました。話されたことの中から
いくつか抜粋して紹介いたします。

～１年生の実践から～
□ １年生における算数的活動について
①操作活動の基礎をつくる⇒「コミュニケーション」を窓口に。「どうして？」と「どうやったの？」
を使い分ける。国・算の連携。
②ノートの指導⇒ノートに記述ができると、子どもが板書できる。
「言葉」「図・具体物」「数・式」を矢印でつなぐ。
□ 問題提示や課題と算数的活動の関連
①シンプルな場面提示⇒子どもが動き出すことで「問題」へ変わる。教科書のアンテナ君の言葉に、
教材開発や問い・発問のヒントがある。
②算数的活動を通して生まれる問いもあるのでは。⇒指導案に具体的に明記し、主張して良いのでは。
～２年生「かけ算」の実践から～
□ 算数的活動を取り入れた授業構成
６の段から９の段までの九九を、
「今までに習った段を組み合わせて表を作る」ことで発見していく
という展開。「これから学習する段の中で、もう答えが分かっているところはないか。」という問いを
子どもから引き出す。
⇒「表をたてに見て」
「数を入れかえたら」など、既習とのつながりや表からの発見したことのつなが
りを明らかに。単元の最後に、かけ算を活用する活動を行う。（２位数×１位数⇒１２×３）
□ 算数的活動のある授業とは
教師が、教科の目標や本質を理解し、目指す子どもの姿を具体的にもち、目的と手段を明確にする
ことで成立する。算数的活動が、その時間の授業を深めるだけではなく、子どもの学びの姿としてそ
の後も現れてくることが大事。
～講評から～
□ 算数的活動とは、児童が目的意識をしっかりもって主体的に取り組むものであるべき。
□ 「活用」が話題になりがちだが、知識・技能の確実な「習得」も重要。
□ 算数科（各単元・各授業）で育む「思考力」「判断力」「表現力」を具体化していくことが必要
□ 北数教の取り組みへ期待すること
⇒・算数的活動についての考え方について、指導要領を基にしながら、具体例を伴った解説の作成。
・各単元の核となる、算数的活動のデータベースの作成。
□北数教への参加の仕方として、
『批判的に考え、建設的に議論しながら、創造的に授業を作る力を高
めようとする「探究心」をもって参加する。』という気持ちをもって。
５

（文責：白楊小学校

矢澤

研）

【低学年ブロック】

山の手小学校

村井

光

1 年生、澄川小学校の佐藤貴幸先生による『どちらがひろい』は、量と測定領域の 3 単元を一
つの単元と見なし、連続して学習を進め、「直接比較」「間接比較」「任意単位を用いた測定」と
いう学びの共通点を生かそうとした積極的な実践でした。意欲的な実践からは特に、①単元の連
続性と子どもの思考の連続性との整合性を考えることの大切さ、②学んだことを生活の中で発見
する時間の蓄積の大切さ、③子どもたちが直接比較や間接比較をしたくなる必然性を教師が意図
的につくり出すことの重要性を学ばせていただきました。
2 年生、有明小学校の中屋圭子先生による『ひき算のひっさん』は、「話す」「聞く」「書く」
ことが充分にできる子どもを育てたいという願いが込められた実践でした。実践から特に学ばせ
ていただいたことは、①十進法位取り記数法を丁寧に学ばせる重要性、②単元や学年によってさ
くらんぼ作戦の使い方が異なること、③子どもが解決に用いた式と図・絵を全てつなげて学ばせ
る大切さ、④低学年のうちに操作活動・具体的活動を豊かにし、算数的活動の素地を身につけさ
せることの重要性でした。
お二人の先輩先生方の実践から学んだことを反芻し、子どもたちに返していきたいと思いま
す。本当にありがとうございました。
【中学年ブロック】

西宮の沢小学校

櫻井

悠梨子

３年生は稲積小学校の鳥丸俊郎先生の「わり算を考えよう」の実践発表でした。カレンダーに
書いてある日にちを使って「日にち÷□」を行う実践でした。わり算の結果を求めていくことで、
子どもたちは「２でわるとあまりは０と１しかない！」とわり算のあまりの規則性を見つけてい
ました。また、わる数がマスキングで示されているので、子どもたちは次に入る数字を予想しな
がら次々と問題に挑戦していました。子どもが主体的になって活動していく授業の大切さを学ぶ
ことができました。
４年生は山の手南小学校の武田摩耶子先生の「広さを調べよう」の実践発表でした。あらため
て「広さとは何か」問いかけることで、わかっているつもりでいる子どもたちの広さのイメージ
をより確かなものにすることができるということがわかりました。また、複雑な図形の面積を求
める際には、既習事項である長方形・正方形の面積を提示することで、子どもに解決の手だてを
与えていました。自力解決への手だてをどのように行うか、参考にしていきたいと思いました。
このように、算数的活動は、
「本時の目標を達成するためにはどんな活動を行うのが適切なのか」
と、教師が明確なねらいをもっていないと意味を成さないのだということを学びました。今回の
実践交流会で得たことを、今後の指導に生かしていきたいと思います。ありがとうございました。
【高学年ブロック】

緑丘小学校

西村

貴史

１０月から北数教のお仲間に入れていただいてから、支部大会と冬の学習会では、先生方と共に勉強でき
ることを大変嬉しく感じておりました。そして、楽しみにしていた実践交流会は、私にとって、北数教の素
晴らしさを改めて実感できた会となりました。厚別東小学校の山内泰彦先生は、５年『百分率とグラフ』の
実践を発表してくださいました。単元を通して「論理的に説明する力」「数直線を用いて表す力」を特に育
てたいという願いをもって実践された山内先生。先生の成果と課題を基に、誤答を生かす教師の切り返しや、
数直線についての系統立てた教材研究などについて、活発に意見が交わされました。美園小学校の小田島礼
子先生は、６年『拡大図と縮図』の実践を発表してくださいました。小田島先生は「図形を描きイメージし
ながら性質を捉えていく」ことを大切にした単元構成の工夫をされていました。単元の導入で、キャラクタ
ーが徐々に大きくなるように連続的に絵を見せながら、同じ大きさの絵が続く部分を織り交ぜることで、子
どもの「あれ？」を引き出す提示の工夫に驚きました。「学び合う姿・磨き合う姿」がいっぱいの実践交流
会の雰囲気から、北数教の先生方は、日々の授業で子どもが「考えを表現する喜び」「学び合う喜び」を味
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わえる授業づくりをされていることが分かりました。今後の北数教での学びが一層楽しみになりました。
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