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研究の意図Ⅰ

基礎的・基本的な内容の確実な定着及び個

性を生かす教育の充実は、平成14年度から実

施されている小学校学習指導要領に、学校の

教育活動全体でめざすものとして示されてい

る。この実現に向け、文部科学省は、さらに

学習指導要領の一部改正（平成15年12月26日

付け）を行い、補充的な学習や発展的な学習

等を例示し 「個に応じた指導」のより一層の、

充実を求めている。

山口県においては、平成10年３月に「山口

県教育ビジョン」を策定し、平成22年度を達

成目標年度として 「夢と知恵を育む教育の推、

進」に取り組んでいる。現在は 「一人ひとり、

の夢の実現」を中期目標に掲げ 「確かな学力、

向上プロジェクト」において、学力向上対策

を総合的に推進している。

このような国や県の取組みの中、各学校で

は「個に応じた指導」の充実を図るため、補

充的な学習や発展的な学習等において様々な

実践がなされている。しかし、発展的な学習

は、補充的な学習に比べて実践数が少なく、

カリキュラムづくりがまだ十分とは言えない

状況にある。

そこで、子ども一人ひとりの興味・関心に

応じる発展的な学習の導入から、単元の展開

がなめらかになり、子どもの学びが確かで豊

かになるカリキュラムづくりについて研究を

行い 「個に応じた指導」の充実をめざす。、

研究の概要Ⅱ

１ 研究の内容

(1) ４つの研究項目に基づいたカリキュラム

づくり支援

発展的な学習を導入するためには、単元全

体を見通し、単元計画の中に位置付けていく

ことが必要である。そのためには、導入に当

たって検討しておくべき項目を明確にし、そ

れに則してカリキュラムを作成していくこと

が求められる。そこで、カリキュラムづくり

支援として、次のア～エの４つの研究項目を

掲げ、この４つに則して教科ごとにカリキュ

ラムを作成し、授業実践を通して考察してい

く。

ア 発展的な学習の導入に向けての視点

イ 取り入れる学習内容（何を）

ウ 学習スタイル（どこに）

エ 学習活動（どのように）

また、研究教科としては、内容的に系統性

、 、の高い算数科と理科を取り上げ 単元や学年

時には校種も考慮に入れながら事例開発を

行っていく。

４つの研究項目については、具体的に以下

のように取り組む。

ア 発展的な学習の導入に向けての視点

発展的な学習を導入することで、子どもの

どのような学びが可能になるかを明確にして

おく。本研究では 「広げる 「深める 「進、 」、 」、

める」という３つの視点を定め、その視点に

照らし合わせながら、子どもの学びの変容を

探っていく。

単元設定時に、導入の視点を定めておくこ

とで、授業や単元終了後、子どもの姿やカリ

キュラムそのものを振り返ることができると

考える。

「広げる」

単元そのものの広がりとし、以前の学

習で学んだことを生かしながら、単元の

学びを豊かにすることをめざす。

「深める」

基礎・基本に立ち返るもので、以前に

学んだことを学び直すことや、より確実

に身に付けることをめざす。

「進める」

以前に学んだことを基に、教科の内容

や概念を単元や学年、時には校種も越え

て知的に楽しみ、充実感を味わうことを

めざす。

イ 取り入れる学習内容（何を）

教科や単元において、発展的な学習の内容
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として何を取り入れるかを検討する。取り入

れる学習内容は、子どもの発達の段階を考慮

した上で必然性のある内容になるように留意

する。

ウ 学習スタイル（どこに）

これまで、発展的な学習の導入の場は、単

元の最後が多いように思われる。しかし、子

どもたちの興味・関心に応じた学習や、一人

ひとりの基礎・基本の習得の状況に応じた学

習に対応するためには、発展的な学習を導入

する場を柔軟に設定することが求められる。

そこで、単元への導入の場をスタイルＡ、

スタイルＢ、スタイルＣと３つ設定し、その

中から学習の展開に応じて選択することで、

導入の場に対する考え方を広げることとする

（ 。図１）

＜スタイルＡ＞ ＜スタイルＢ＞ ＜スタイルＣ＞

図１ 発展的な学習の導入スタイル

小単元の終了時又は小単元の途

中に導入

単元の最後に導入本単元に入る前までの学習経験や

生活経験を基に単元の初めに導入

エ 学習活動（どのように）

発展的な学習に取り組む場合、どのような

学習活動を展開するかについても検討する必

要がある。ここでは、子どもたちの興味・関

心に応じた学習を展開するため、次の３つの

。学習活動から選択して取り入れるようにする

「同一学習活動」

課題に対し、全員が同じ活動をする。

「興味・関心別学習活動」

興味・関心に応じて、子どもが自分で

取り組む課題を選び活動する。

「課題別学習活動」

教師が提示した課題の中から、子ども

が課題を選び活動する。

(2) 発展的な学習と個に応じた指導

発展的な学習を導入した授業研究を通し、

導入に当たって留意すべき点や課題を明らか

にしていく。特に、４つの研究項目を基にす

ることで、子どもの学びがどのように変容す

るかを見取っていく。

そして、一人ひとりの子どもの学びが確か

で豊かになる発展的な学習の具体的授業像か

ら 「個に応じた指導」の充実に向けてのカリ、

キュラムづくり支援を明確にしていきたいと

考える。

２ 研究の経過

本研究は、研究期間を１年間とし、小学校

教諭７名（算数科４名、理科３名）の調査研

究協力員とともに、授業実践を通して研究を

進めた。

○ 授業研究（学校訪問）

【算数科】

・10月１日 周南市立岐山小学校 第４学年

・10月12日 小野田市立小野田小学校 第６学年

・10月26日 玖珂町立中央小学校 第３学年

・11月９日 長門市立深川小学校 第６学年

【理 科】

・10月22日 防府市立華城小学校 第６学年

・10月28日 下関市立文関小学校 第３学年

・11月４日 田布施町立城南小学校 第３学年
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Ⅲ 研究の実際

１ 図形学習の素地を育む指導の工夫

－第３学年「はこの形」－

玖珂町立中央小学校

教諭 松村 好子

(1) はじめに

立体図形の学習は、第１、３、６学年に位

置付けられている。第１学年では、身の回り

にある箱を観察する、転がす、重ねる等の算

。数的活動を通して立体を分類する学習をした

第３学年では、構成要素（面、辺、頂点）に

。着目して立体を分析的にとらえる学習をする

第６学年になると構成要素に加えて、平行・

垂直という観点からも図形を考察するが、そ

の素地として、構成要素に着目した活動を数

。 、多く経験しておくことが大切である そこで

第６学年の学習への移行をスムーズにすると

ともに、図形についての感覚をより豊かにさ

せるために、図形学習の素地となる活動を発

展的な学習として取り入れたい。

(2) 授業づくりに向けて

ア 発展的な学習の導入に向けての視点

進める発展的な学習

子どもたちは、前単元で平面図形の構成要

素（辺、頂点）について学んでいる。本単元

では前時までに、立体の面の形や数について

調べ、面を写して切り取った形をつなぎ、直

方体の箱を組み立てる活動をしている。その

中で、各自の発見を基に次のことを話し合っ

てまとめている。

・箱は６つの面でできている。

、 。・面の形は ２枚ずつ３種類の長方形である

・向かい合った面が同じ形である。

ここでは、これらの基礎・基本を生かして

構成活動をすることにより、図形への興味・

関心を高め、単元の内容を越えて知的な楽し

さと充実感を味わわせることをめざしたい。

イ 取り入れる学習内容

展開図を使ったさいころ作り

前時までに学習した「はこの形」の特徴を

想起しながら展開図のように面を並べてつな

ぐ活動を通して、向かい合う面や隣り合う面

等、面の位置に着目して立体を考察すること

ができるようにする。

ここで扱う展開図は、展開図自体を描くこ

、 、とをねらうものではなく 面に目を向けさせ

そのつながりや位置関係を考えさせる素材と

して利用するものである。

子どもは、提示された展開図を見て、隣に

はどの面がくるか、向かい合う２つの面はど

。 、 、こになるかを考える さらに 見当を付けて

マークを描いた正方形を並べ、子どもはそれ

らをつないで立方体を組み立てていく。

第３学年の子どもにとって、目に見えない

部分を想像することは難しく、平面上では面

の位置関係を見通せない子どももいるが、試

行錯誤しながら並べたり、組み立てたりして

いるうちにさいころができあがる。その過程

で、面と面のつながりや位置関係を学ぶこと

が期待できる。

ウ 学習スタイル（総時数５時間）

＜スタイルＢ＞

第一次 はこ作り（４時間）

・写し取った面の形や数調べ

・写した形をつないで箱作り

（ ）本時 ３・４／４

・展開図を使ったさいころ作り

第二次 はこのほねぐみ（１時間）

・ひごと粘土で箱の骨組作り

エ 学習活動

学習活動は、課題別学習活動とする。教師

が提示する７種類の展開図から自分の取り組

みたいものを選び、一人ひとりの思考ペース

や興味に沿って活動が進められるように配慮

する。そして、自力解決の時間を十分に保障

し、一人ひとりが自分なりに考えて活動でき

るようにする。

また、提示する展開図には、６面のうち１
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面だけマークを描いておく。１面が指定され

ることによって、並べ方が考えやすくなり、

検討も容易になると考えられるからである。

検討の際は、さいころがうまく組み立てられ

た展開図だけでなく、組み立てられなかった

展開図も、面のつながりを考える素材として

大切に扱うこととする。

(3) 授業の実際と考察

本時における子どもたちの意識は、前時に

続く箱作りである。提示した大型ジャンケン

さいころに興味を引かれ、子どもは早くさい

（ ）。ころを作ってみたくなったようである 図２

図２ 大型ジャンケンさいころの提示

そこで 「向かい合った面は同じマークにす、

」 、 、る という約束で さいころを作ることにし

のように、チョキの面を１つ指定した展図３

開図 、 を提示し、正方形の面を並べて作Ａ Ｂ

るよう指示した。

Ａ Ｂ

図３ 初めに提示した展開図

ほとんどの子どもが、さいころの組み立て

をイメージしやすい を選んで作り始めた。Ａ

子どもは、班に１個ずつ配った見本のさいこ

ろで、向かい合う面の位置を確かめながら面

を並べ、はり合わせていた（ 。図４）

展開図ができると、黒板にはり出していっ

た。黒板にはり出したものと違うものができ

チョキチョキ

たらはってよいことにすると、自分が作成し

た展開図とはり出された展開図を見比べ、重

ねて調べるだけでなく、友だちと相談しなが

ら面の位置を確かめる姿も見られた。

図４ 向かい合う位置を探して面を置く子ども

全員が展開図を１つ作り終えたころ、向か

い合う面の位置を確かめる活動に入った。向

かい合う面が同じマークになっていることを

確かめていくと、１つの展開図で２通りの並

べ方ができることが分かった。

次は、 の展開図にチャレンジさせた。図５

や のように子どもたちの想像を超えた形Ｆ Ｇ

が出てくると「できるんですか」という声も

上がるが、やる気は満々であった。簡単そう

な や から作る子どももいれば、あえて難Ｃ Ｄ

しそうな や に挑戦する子どももいた。でＦ Ｇ

きるだけたくさん作りたい、早く黒板にはり

出したいという思いで夢中になって活動する

うちに、瞬く間に15分が過ぎた。

Ｃ Ｄ

Ｅ Ｆ

Ｇ

図５ 後半で提示した展開図

チョキ チョキ

チョキ
チョキ

チョキ
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図６ 黒板にはり出された展開図

面の位置の検討に移ると、子どもたちの目

は黒板の展開図（ ）に集中し、頭の中で図６

一生懸命組み立てながら確かめようとした。

３組の向かい合う面のうち、１面が指定され

ているチョキの組とチョキを挟んで並ぶもう

１組は念頭操作しやすいが、残り１組のマー

クの確かめは難しそうであった。 から まＣ Ｆ

ではそれでも何とか見通しが立つが、 はそＧ

れも難しく、黒板から展開図を外して実際に

。組み立てることで納得する子どもが多かった

はり出された展開図の中には、180°回転す

ると同じ図になるものや、裏返したら同じ図

になるものもあり、いつの間にか図形の合同

にも目を向けていた。

最後に、分かったことを発表した。

Ｕさんの発表 下と上とに同じマークの面

がつながっていると、向かい合わないで

隣に同じマークが並ぶ。

Ｔさんの発表 例えばチョキとチョキの間

にパーかグーを入れたら、さいころにし

ても向かい合うと分かった。

展開図の面の位置関係を言葉で明確に表す

ことができなかった子どもも、実際に並べる

時は常に向かい合う面を意識し、その位置関

係を考えながら活動していた（ 。面に着図７）

目して立体を考察する手段として、展開図を

用いたことや、立方体の面をジャンケンマー

クによって意識させたことは、第３学年とい

う子どもの発達の段階に合う活動であった。

授業が終わっても展開図を作り続ける子ども

や、早速さいころでジャンケン遊びをする子

どもがいる等、楽しい学習であったようだ。

、 、また 箱は２枚ずつ３種類の面で構成され

向かい合う面は同じ形であることを再認識す

る学習の場にもすることができた。

図７ 面のつながりを話し合う子ども

(4) 発展的な学習の導入の留意点と課題

単元の途中に導入したこの学習を通して、

子どもたちは図形学習をより身近で楽しいも

のと感じるようになった。展開図を用いての

構成や考察は、第３学年の学習内容を越える

ものであるが、子どもたちは知的好奇心を揺

さぶられ、楽しみながら面のつながりを考え

ることができた。展開図に対する興味もわい

てきたようである。図形についての感覚を豊

かにするために、様々な観点から図形をとら

。える経験をさせておくことの必要性を感じた

面のつながりに着目した学習は、角柱や円

柱について垂直・平行の観点から考察する学

習の素地的経験となる。単元をなめらかにつ

なぐための発展的な学習にするには、内容を

しっかり吟味して全員が無理なく学習できる

ようにすることが必要であろう。

本時は、構成活動だけでなく、展開図で考

察する時間も十分取って思考を深めさせるた

め、２時間続きの授業として発展的な学習を

導入したが、単元総時数との兼ね合いを考え

ると１時間が適当と思われる。また、単元内

の時間配分を考慮する必要もあると考える。

小学校における「個に応じた指導」を充実させるためのカリキュラムづくり支援に関する研究
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２ パズル遊びを通した面積の学習の工夫

－第４学年「面積」－

周南市立岐山小学校

教諭 森本 忠寿

(1) はじめに

小学校における面積の学習では、第４学年

で正方形と長方形、第５学年で三角形、平行

四辺形と円、第６学年で身近にある図形のお

よその面積を扱い、その指導においては求積

の過程を重視することが求められている。学

年が進むにつれ、次第に一般化していく図形

の面積の求め方を子ども自らが考え、公式化

していくためには、面積の基本性質である保

、存性を実感できるような学習経験を積み重ね

図形を自由に操作できるようになることが必

要である。このような感覚を、面積を初めて

学習する第４学年の段階からしっかりと養っ

ていきたいと考える。

そこで、発展的な学習として、興味・関心

を引き出しながら面積の保存性を実感できる

ような操作活動を導入し、子どもの学びをよ

り豊かなものにすることをめざしたい。

(2) 授業づくりに向けて

ア 発展的な学習の導入に向けての視点

広げる発展的な学習

第４学年「面積」の学習において、子ども

たちは、単位面積としての正方形の数を数え

ることによって広さを測るという求積の基本

的な考え方や求積方法を学習する。

しかし、初めて図形の面積について学習す

る子どもたちは、本単元で扱う正方形及び長

方形にとどまらず、様々な図形の面積に自然

と目を向けていくと思われる。

そこで、このような子どもたちに、正方形

や長方形を基本にしながらも、これらを分割

し、移動する等積変形の考え方に基づいて、

新たな図形を作る学習活動を設定する。これ

によって、形が変わっても面積は変わらない

という面積の保存性を実感することができ、

「面積のとらえ方」の幅を広げ、本単元の学

びをより豊かなものにすることができると思

われる。また、第５学年「面積」の学習での

中心となる等積変形の考え方に基づく求積活

動への橋渡しをより確かなものにすることも

できると考える。

イ 取り入れる学習内容

方眼を手がかりにした等積変形

方眼の入ったワークシートに作図した正方

形を、方眼の交点で分割、移動して別の図形

を作り、できあがった図形から逆の手順で元

の正方形を作ることができるようにする。こ

のように１つの正方形を用いた操作活動を通

して、面積の保存性を実感させる。

ウ 学習スタイル（総時数10時間）

＜スタイルＢ＞

第一次 面積（５時間）

・広さの比較方法

・面積の概念と単位（c㎡）

・長方形、正方形の求積と公式

・長方形の求積公式の活用

本時（５／５）

・等積変形による形作り

第二次 大きな面積（３時間）

・面積の単位（㎡）

・㎡とc㎡の関係、１㎡の量感

・面積の単位k㎡、k㎡と㎡の関係

第三次 面積の求め方の工夫（１時間）

・Ｌ字型の図形の求積（公式の活用）

第四次 復習（１時間）

エ 学習活動

導入する発展的な学習は、子どもが自らの

発想を生かして自由にパズル作りやパズル遊

びに取り組むことができるよう、興味・関心

別学習活動として実施することとした。

指導に当たっては、分割する時に作図した

線を消さずに残すことで、等積変形による面

。積の保存性を視覚的にとらえさせていきたい

そして、完成した図形を切り抜いた後に、等
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積変形に用いた分割線でも切り離し、これを

パズルのピースとして元の正方形に戻すこと

で、面積の保存性を実感させる。また、個別

の考えを交流する場を設定することで、集団

としての学びを高めたいと考える。

(3) 授業の実際と考察

ア 授業の実際

「パズルであそぼう」という本時の課題を

、 。提示した後 パズル作りのルールを説明した

① 一辺が４cmの正方形を、方眼入りの

ワークシートに作図する。

② 定規を使って、正方形の中に図形を

分割する線を引く。この時、移動の際

の正確な作図が容易になるよう、始点と

終点が方眼の交点にくるようにする。

③ 次に、移動したい部分は消さずに残

、 。し 同じ形を移動先に正確に作図する

移動先に新たにできたつなぎ目の線は

消さずにそのままにしておく。

④ 最後に、移動前の部分を消しゴムで

消す。移動によって新たにできたつな

ぎ目の線は、授業の後半でパズルピー

スを作るために利用する。

① ②

③ ④

図８ パズル作りの手順

教師が実物投影機を用いてパズルの手順を

演示した後に、同様の手順を説明したプリン

トと方眼入りのワークシートを配付し、図形

の操作活動に入った。全員が正方形の分割と

、移動を行うことができることを確かめるため

と同じ操作に取り組ませ、全員が操作の図８

方法を理解したかどうかを確認した上で、２

枚目のワークシートから自由な操作に取り組

ませた（ 。図９）

図９ 方眼を利用した図形の操作活動

教師の提示した図形が方眼を斜めに分割し

ないものであるため、当初は方眼の線に沿っ

た分割、移動が多く見られたが、三角形に分

割した児童のワークシートを紹介すると、他

の子どもたちの分割の仕方に広がりが見られ

るようになり、様々な図形作りが始まった。

全員のパズルが完成した後、すべてのワー

クシートを黒板に掲示した（ 。図10）

図10 完成した図形の掲示

子どもたちは掲示された作品の中から、形

のおもしろい図形や複雑な分割と移動を用い

た図形等、それぞれの視点で友だちの作った

図形について意見を交換しあった。

その後、掲示された図形の中から気に入っ

た作品を選び、元の正方形に戻す活動に移っ

た。

まず、好きな図形を新しいワークシートに
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写し取り、はさみで切り抜いた。さらに、作

図の時に消さずに残したつなぎ目でも図形を

切り離し、パズルピースにした（ 。図11）

図11 パズルピース作り

パズルピースができあがった後、それを組

み合わせて元の正方形を作った。子どもたち

は、初めのうちは個別でパズルに取り組んで

いたが、自然に同じ図形に取り組む者同士で

集まり、自由に意見を交換しながら正方形作

りを楽しみ始めた（ 。図12）

図12 元の正方形に戻す活動

頭の中では元の正方形に戻ると分かってい

ても、なかなか正方形にすることができず、

、試行錯誤を繰り返しながら組み合わせを考え

正方形が完成すると、感嘆の声が上がった。

イ 考察

本時の主眼は、等積変形によって新たな図

形を作ることと、面積の保存性を実感するこ

との２つであった。発展的な学習の実施に当

たっては、すべての子どもが自分で等積変形

を行うことができるかを見極めた上で自由な

操作活動に入ることが、個の学びを活性化す

ることにつながると考えた。そのために、初

めに取り組む等積変形については、Ｌ字型の

図形の求積を第三次で扱うこともあり、本単

元の基礎・基本を踏まえ、Ｌ字型の図形作り

を提示した。そして、このＬ字型の図形への

変形の達成状況を確認したことで、その後の

個別の学習活動に抵抗なく取り組ませること

ができた。また、その後の個に応じた適切な

指導も可能になった。

次に、児童の作品を基に、自由な発想での

図形操作活動について考察する。

図13 Ａさんの作品「ロケット」

Ａさんの作品「ロケット （ ）では、三」 図13

角形を組み合わせて平行四辺形、正方形、三

角形が構成されている。また、２つの同じ三

角形の組み合わせ方を変えて、面積の等しい

平行四辺形と大きな三角形を作っている。方

眼を斜めに使った正方形も、２種類の三角形

を組み合わせてできている。

図14 Ｂさんの作品「ふね」

Ｂさんの作品「ふね （ ）には、平行四」 図14

、 、 。「 」辺形 台形 長方形が構成されている ふね

と名付けた図形の船体の部分に構成されてい

る長方形は、元の正方形の一部ではなく、三
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角形を移動することによって再構成された図

形である。自由に分割、移動を繰り返しなが

ら正方形や長方形以外の図形を構成していく

ことによって、第５学年「面積」で学習する

等積変形の考え方に自然に触れながら様々な

図形を操作することができた。

本単元で設定した発展的な学習は、個々の

発想で自由に活動できる反面、個人差が生じ

やすくなることが予想された。これを解消す

るために個々の学習を交流させ、子ども同士

が学び合い高まり合う場が特に重要であると

考えた。そこで、すべての子どもが主眼を達

成できるように、完成した図形を掲示して意

見を交換する場や、好きな図形を写し取って

パズルを作り（ 、友だちと話し合いなが図15）

ら正方形を再構成する場等、学習活動の節目

に交流の場を設定した。このように、自分に

ないアイデアを自分の中に取り込む場を保障

することで、すべての子どもの学びをより豊

かなものにすることができたと考える。

図15 好きな図形を写し取る子どもたち

(4) 発展的な学習導入の留意点と課題

、本単元における発展的な学習はスタイルＢ

すなわち単元の途中に導入した。従来の第４

学年「面積」では、第一次（４時間）で面積

の概念と正方形及び長方形の求積 第二次 ３、 （

時間）で㎡、k㎡の大きな面積、第三次（２時

間）でＬ字型の図形の求積と練習問題、第四

次（１時間）でまとめという総時数10時間の

学習の流れになっている。そこで、第三次を

１時間扱いとし、等積変形を扱う発展的な学

習を第一次の最後に導入することとした。こ

れは正方形、長方形の求積を学習した直後で

あるということと、この発展的な学習が第三

次のＬ字型の図形の求積にも生きると考えた

からである。正方形を自由に分割、移動した

経験から、子どもたちは第三次の学習活動に

抵抗なく取り組んだ。等積変形の経験によっ

て、Ｌ字型の図形を複数の図形の組み合わせ

ととらえることが容易になったためと考えら

れる。その結果、従来の第三次の２時間分の

内容を扱うこともできた。

本実践における発展的な学習は 「広げる発、

展的な学習」として導入した。ここで考慮し

たのは、第５学年「面積」での等積変形の考

え方への橋渡しとなる「面積のとらえ方の広

がり」であった。自分なりの発想で正方形を

分割し、正確に移動することによって、子ど

もたちは移動している部分が元の部分と同じ

面積であることを実感をもって理解した。そ

して、最後に元の正方形が完成した時の驚き

によって 「単位面積である正方形の数を数え、

る」というとらえ方に加え 「総和が変わらな、

ければ形には影響されない」という新しいと

らえ方を獲得することができたと考える。

また、当初予想したことの他に、形作りを

通して自然に触れた「図形の種類の広がり」

や、既習の図形から未習の図形を構成する中

で 平行四辺形を三角形２つと見るような 図、 「

形の見方の広がり」も見取ることができた。

最後に、すべての子どもを対象にした発展

的な学習を実施するには 「どのように実施す、

るか」に、特に配慮が必要であった。学習を

抵抗感なく進めていけるステップや個人差を

解消するための意見交換の場、個々の学びに

応じて達成感を得られる工夫等、子どもたち

一人ひとりに安心感を与えることを忘れては

ならない。

本研究を通して得たことを今後の発展的な

学習の導入に生かし、より豊かな学びの実現

に向けて努力していきたい。
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３ 伴って変わる２つの数量を基に、関数の

考えを育む指導の工夫

－第６学年「比例」－

長門市立深川小学校

教諭 福田 節子

(1) はじめに

比例の学習では、伴って変わる２つの数量

の中から比例関係にあるものを基に、関数の

。考え方を一層伸ばすことをねらいとしている

そのため、ここでは比例の意味についての理

解や、伴って変わる２つの数量を表やグラフ

に表すことで、その特徴を調べる学習活動を

行う。さらに、比例の学習を通して、比例関

係を身近な問題の解決に利用する態度の育成

もめざすものである。

「数量関係」における「関数の考え」は、

数量や図形においてそれらの変化や対応の規

。則性に着目して問題を解決していく力である

また 「数量関係」は第３学年以降に位置付け、

てあるが、低学年にも関数の考えに関連する

内容が含まれている。

、 「 」そこで これまで学習してきた 数量関係

に関する内容を生かし、２つの数量を表やグ

ラフで表しながら、より発展的に関数の考え

を育んでいく教材開発を行いたい。

(2) 授業づくりに向けて

ア 発展的な学習の導入に向けての視点

深める発展的な学習

これまで子どもたちは、乗数の増減に伴う

積の変化や２つの数量の依存関係、及び簡単

な式に表されている２つの数量関係について

学習している。

そこで、本単元では、伴って変わる２つの

数量を表やグラフに表し、変化の特徴を調べ

。ることから比例関係を見出させることにした

また、これまで学習してきた数量関係の内

容を整理し、確かめることができるようにし

たい。特に、一方の大きさが変わると他方も

伴って変わることが、整数だけでなく、小数

においても成立することを確認させ、乗数と

積の変化の関係についての理解も深めさせた

い。

イ 取り入れる学習内容

点と直線

伴って変わる２つの数量の関係として、算

数科の学習においてこれまで慣れ親しんでい

る乗法九九を取り上げ、乗法の規則性を基に

した積としての点や、その集まりとしての直

線についてとらえさせる。

また 「かける数」と「積」は伴って変わる、

数量関係になっていること、さらに整数と整

数の間には無数の小数とそれに対応する積が

あり、それらの点が集まって直線になること

を表やグラフから見付けさせたい。

さらに、点の集まりから、比例の関係を表

すグラフは原点を通る直線として表されるこ

とや、乗法九九のそれぞれの段のグラフの比

較から、グラフの傾きにも着目させたい。

このように、乗法九九を基に点や直線につ

いて再度とらえ直させることにより、中学校

で学習する「直線の傾き」についても意識で

きるようにしたい。

ウ 学習スタイル（総時数９時間）

＜スタイルＣ＞

第一次 いろいろな変わり方（２時間）

・伴って変わる２つの量の関係

第二次 比例（２時間）

・比例の意味

・比例の関係を表す表の考察

第三次 比例のグラフ（４時間）

・比例の関係を表すグラフの描き方

・比例の関係を表すグラフの特徴

・身の回りの比例関係

本時（４／４）

・点と直線

第四次 学習のまとめ（１時間）

エ 学習活動

学習活動は同一学習活動とする。子どもた
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ちは、まず、乗法九九の２の段を基に比例の

考え方や比例の関係を表すグラフについて確

認する。さらに、４の段や３の段における表

やグラフから、変化や規則性について多様な

見方や考え方を出し合い、関数の考えを高め

合うことができるようにしたい。

(3) 授業の実際と考察

本時は、これまで学習してきた「比例」の

表やグラフの特徴を基にしながら、乗法九九

を題材として取り上げた。

学習課題として、まず「かけ算九九は比例

といえるだろうか」と板書すると、子どもた

、「 、 」ちは なぜ 今さらそういうことを問うのか

という表情をした。乗法九九は、第２学年か

ら慣れ親しんでいるものであり、乗数に伴っ

て規則正しく積が変化していくことは分かり

切っていると考えたためと思われる。

しかし、この時点では、乗法九九を関数の

考えと関連させてとらえている子どもはいな

。 、 「 」かった また 教師も乗法九九は 数と計算

の領域であると考え、これまであまり関数の

視点からは指導していなかったと思われる。

子どもは、日ごろ使っている乗法九九が「比

例と関係があるのか、ないのか」という課題

に興味をもったようだ。

最初に、子どもたちに２の段の九九につい

。 、て調べるように指示した 子どもたちはまず

２の段（２×１＝２､２×２＝４､２×３＝６

・・・２×９＝18）の表を作成した 。（表１）

表１ ２の段の表

１ ２ ３ ４ ５ ･･･ ９かける数

積 ２ ４ ６ ８ 10 ･･･ 18

そして、この表を基に方眼紙に点をとって

いった 子どもたちは、すぐにそれぞ（図16 。）

れの点を結ぶと一直線になることに気付き、

線で結ぼうとした。しかし、それぞれの点は

２の段の積にすぎず、点と点の間はどうつな

がっているのかは分からないので、線で結ぶ

ことはできないのではないかと指摘した。こ

の指摘は、子どもたちとって意外に思われた

ようだった。

図16 方眼紙に点をとっていく子ども

そこで、教師が「点と点の間はどうなって

いるのだろうか」と問いかけると、子どもた

ちはこれまでの経験から 「実際に点をとって、

確かめてみればいい」と発言した。

ここで 「２×乗数」の式にもっと多くの点、

を取るために、乗数を０から１の間、１から

２の間と、それぞれ1/10の単位の積の値の表

（２×0.1＝0.2、２×0.2＝0.4・・・）を作

成した 。（表２）

表２ 「２×乗数」の表

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ･･･ 0.9かける数

積 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ･･･ 1.8

子どもたちはこの活動によって、方眼紙の

上に点が一直線に並ぶことを確認することが

できた 。（図17）

図17 ２の段の九九を基にしたグラフ

子どもたちは、２の段の乗法の式を基にす

ると、乗数は小数として無数にあり、それぞ

。れに対応する積があることに気付いたようだ

かける数

積

4 5

かけ算九九

0 1 2 3

4

3

2

1

8

7

6

5

10

9

２の段
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このことから、直線は点の集まりであると

いうことを理解できたようである。Ｄさんは

振り返りカードに、次のように書いていた。

「かける数」をすごく小さくしても、 ０

を通る直線上に点があることが分かった。

どんどん数を細かくして、もっと小さいめ

もりでやってみたい。

この活動により、子どもたちは２つの数量

の関係やこれまで学習してきた比例のグラフ

の意味についてもとらえ直すことができたよ

うである。

次に、４の段の九九について調べることを

指示し、子どもたちは２の段の九九と同じよ

うにして点をとり、同じ方眼紙に描き込んで

いった 。これは、乗法は乗数が１増え（図18）

れば、積は被乗数分だけ増えるという性質を

２の段と比較させ、その性質がグラフ上では

どのように示されるかに気付かせるためであ

る。

子どもたちは、使い慣れている乗法九九の

、 。式を使いながら表やグラフを作成し 調べた

図18 ４の段の九九を基にした点を加えたグラフ

このあと、方眼紙上の２つの乗法九九の段

を基にしたグラフの傾きに着目させながら、

「３の段の九九を基にしたグラフは、どこに

くるだろうか」と問いかけた。

多くの子どもは、２の段と４の段の間にく

ることを予想したが、方眼紙を見つめて「点

をとってみないと分からない」という子ども

もいた。

積

かけ算九九

かける数
2 3 4 5

2

1

0 1

10

9

8

7

6

5

4

3

２の段

４の段

そこで、方眼紙に３の段の九九を基にした

積の点をとり ２の段と４の段の間に３の段、

の点が直線上に並んでいることを確認するこ

（図19 。とができた ）

図19 ３の段の九九を基にした点を加えたグラフ

最後に、他の段を基にしたグラフを自由に

作成させ、それまでに描いたグラフと比較さ

せた。子どもたちは、乗法九九の段の数が大

。きくなるほど傾きが急になることに気付いた

つまり、傾きは被乗数が大きいほど、乗数が

１増えると急になることをグラフから見取る

ことができたといえる。

この学習を通して、子どもたちは、乗法九

九をもとに、関数の考えを深めていくことが

できたと考えられる。

(4) 発展的な学習の導入の留意点と課題

「比例」の題材は、第６学年の後半に取り

上げられていることが多いため、小学校にお

ける「数量関係」と「数と計算」の学びを深

。 、めることに適していると考える 乗法九九は

小学校の学習で身に付けさせておきたい内容

の一つであるが、取り上げ方によっては中学

。 、校への橋渡しの学習にもなると考える また

本学習では乗法九九を単元の最後に導入した

が、単元の途中への導入の可能性も感じる。

本時で、子どもたちはさらに小さな小数で

確かめることも望んだ。計算機の使用やより

小さな升目の方眼紙の準備等、個々の学習活

動へ対応できるようにしておくことも個に応

じた指導を行う上で必要であると考える。

かけ算九九

かける数

積

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5

２の段

３の段４の段
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４ 形の変化を題材に問い（予想）を引き出

す指導の工夫

－第６学年「変わり方を調べて」－

小野田市立小野田小学校

教諭 山本 伸宏

(1) はじめに

第６学年における｢変わり方を調べて｣の題

材は、伴って変わる２つの数量について、表

からきまりを見付けていくことをねらいとし

ている。本題材は、教科書において時間と水

の量やはがきの枚数と金額等、伴って変わる

２つの数量を表にまとめ、そこから見付けた

。きまりを式に表していくように扱われている

きまりを見付けるに当たっては、活動を通

して、子ども自身が探る必然性や楽しさが求

められる。しかし、これまでは教師が課題を

与え、子どもに表から２つの数量を検討させ

てきた。そのため、子どもは、ただ数値を追

うのみとなり、試行錯誤しながら学ぶ楽しさ

を味わうことや意味をとらえることが十分で

きていなかったように思われる。

そこで、子どもが変わり方に着目し、具体

物を用いた活動を基に、問い（予想）をもち

ながら主体的にきまりを見付けていく発展的

な学習を取り入れたい。

(2) 授業づくりに向けて

ア 発展的な学習の導入に向けての視点

広げる発展的な学習

子どもたちは第４学年で「ともなって変わ

る２つの量について調べる 、第５学年で「順」

に調べてきまりを見付ける」というそれぞれ

の題材において、２つの量を関連付けて考え

ることは学習している。だが、両題材で扱っ

ているのは「数量」のみであり、算数科にお

ける「変わり方」の学習の一部でしかない。

そこで、本時では「形」の変わり方を取り

入れ その変わり方のきまりから 形 と 数、 「 」 「

量」を関連付けて考えるという思考の広がり

をもたせたい。また、問い（予想）をもちな

がら活動していく楽しさも味わわせたい。

イ 取り入れる学習内容

形の変化によるきまりの発見

「 」教科書に示されている 変わり方を調べて

の題材では 「数量」の変化のみが扱われてお、

り、ここに「形」の変化という視点はない。

しかし、実際には、形が変化する際のきまり

もある。形の変化は視覚的にとらえやすく、

その意味では「数量」の変わり方よりも子ど

もたちがきまりをとらえやすいと考える。

また、形作りは簡単に取り組め、しかも形

の変化はどの子どもにとっても興味をもてる

内容である。そこで 「数量」を扱う題材の導、

入においては、形の変化を基にした「図形」

から入る方が、子どもにとっては変化のきま

りをとらえやすくなると考える。

本時では、何回か折った折り紙を切って開

き、折った回数と開いた時にできる形の変化

のきまりを予測していく「形の変化によるき

」 。まりの発見 を学習内容として取り入れたい

ウ 学習スタイル（総時数４時間）

本時（１／１）＜スタイルＡ＞

第一次 折り紙を折った回数と、切って開

いた時にできた形の変化のきまりを

見付けよう（１時間）

第二次 変化する２つの数量の変わり方の

きまりを見付けよう（３時間）

・和に着目して解決する問題

・差に着目して解決する問題

・適当なところから変化させ、きまりを

見付けて解決する問題

エ 学習活動

本時は、一斉学習で行い、折り紙を折った

後、切って開くという同一学習活動に取り組

む。だが、教師があらかじめ用意した課題を

基に、子どもたちがただ活動していくという

学習ではない。本時では、折り紙を使い、子

どもたち自身の中に「問い （予想）をもたせ」

ていく学習活動をめざしたい。
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(3) 授業の実際と考察

ア 最初の問い（予想）をもつまで

子どもに市販の折り紙を示して のよう図20

な手順で作業することを伝え、開くとどんな

形になるかを予想させ、ノートに描かせた。

図20 紙の折り方と切り方

これは、本時の活動に向けて 「きっとこん、

な形ができるのではないか」という、最初の

問い（予想）を引き出すためである。

形の変化は、数量の変化よりもイメージし

やすいため 「１回折り」を開いた形は、全員、

。 、が予想をノートに描くことができた この後

子どもを指名し、予想した形を黒板に描かせ

ると のような形を描いた。図21

図21 「１回折り」でできる形の予想

「１回折り」は、実際に切ると、子どもの

考えたとおりの形ができた。ここで、子ども

たちは予想を確認できたのである。このよう

、 （ ） 、に 問い 予想 を引き出していくためには

子どもにとって関心・意欲がもてる具体的な

活動から始める必要があると考える。

イ 形の変化への問い（予想）をもつまで

２枚目の折り紙を示し 「２回折り」ででき、

る形を予想させた。

図22 「２回折り」でできる形の予想

「２回折り」を切って広げた時、子どもた

ちができる形として予想したのは、 に示図22

した２種類であった。

ここで、子どもに折り紙を渡し、 のよ図23

、 。うに実際に作らせ できる形を確かめさせた

図23 「２回折り」でできた形

できた形は、１回目とは全く違う形であっ

。「 」 、 、た ２回折り を確かめた後 子どもたちは

「 ３回折り』ではどのような形ができるのだ『

ろう」と考え始めた。

ある子どもは「３回折りだったら、折り紙

の中心部分に多角形の穴があく」と言った。

これは「２回折り」の時の形を基にした予想

と考えられ、多くの子どもが同じように穴が

あくと考えていた。

そこで実際に作らせてみると、 のよう図24

に予想とは全く違う形ができた。子どもたち

、 、は驚きの表情を見せるとともに 漠然とだが

これまで作った３つの形の中に共通した部分

があることに気付いた。そして、この活動か

ら、できる形の中には何かきまりがあるので

はないかと思い始めた。

図24 「３回折り」でできた形

この後 「奇数だったら外側が切れるし、偶、

数だったら内側に穴があくのではないか」と

いう発言が全員の話題となり、この予想を中

心に話し合いが進んでいった。

最終的には、次ページ のように 「折る図25 、

回数が奇数だった場合、図形の外側が切れ、
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、 」折る回数が偶数だったら 図形の中が切れる

ということにまとまった。

図25 折る数を奇数・偶数で分類

図26実際に「４回折り」を切ってみると、

のような形ができあがった。

図26 「４回折り」でできた形

子どもたちは、開いた形から「 ４回折り』『

とは『２回折り』の形を４つ合わせた形であ

る と気付いた さらに ３回折り も １」 。 、「『 』 『

回折り』を４つ合わせた形である」ことを見

出していった。また、活動を通して、全体の

形だけでなく、どの図形にも台形が含まれて

いることを見付ける子どももでてきた。

ウ 「形」から「数量」へ

全体の形から部分の形へと子どもの意識が

向かい始めたことを受けて、台形の数の変化

に着目させた。つまり 「２つの数量の変わり、

方 という本題材に迫るために 形 から 数」 、「 」 「

量」へと視点を切り替えさせたのである。

図27 折った回数と含まれる台形の数

そこで、 のようにできた図形の下に、図27

含まれる台形の数を板書した。こうすること

で、きまりを見えやすくしたのである。

この後 「６回折り」は折り紙では小さすぎ、

て実際に作ってみることができないことを確

かめさせ、きまりを使ってできる数を予想さ

。 「 」 、せた 子どもたちは ４回折り までを基に

台形の数は64個になると考えた。

最後に、教師が大きな正方形の紙を用いて

作った「６回折り」を開き、予想した数が正

しかったことを確認させた（ 。図28）

図28 「６回折り」の確かめ

(4) 発展的な学習の導入の留意点と課題

変わり方を調べて の本題材の最初に 形「 」 、「

の変化」を導入した。子どもたちは形そのも

のの変化のきまりについて考えていく中で、

部分に含まれる台形の数の変わり方について

も調べることができた。

しかし、一方で「形」から「数量」へと子

どもたちの視点を変えていくには、やはり困

難も感じた。本時では、板書の工夫によって

、 「 」その解決を試みたが もっとスムーズに 形

から「数量」へと橋渡しできる題材の開発や

指導法の工夫の必要性も感じた。

「２つの数量の変化」は、子どもにとって

関心が高まりにくい学習である。しかし、本

研究から 「形の変化」という発展的な学習内、

容を本題材の最初に導入することにより、領

域を関連付けながら学びを広げていく可能性

も見出せた。今後、他の領域でも「図形」領

域との関連を図ることで、スタイルＡの授業

の可能性を探りたいと考える。
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５ 磁石の力の違いに着目した指導の工夫

－第３学年「じしゃくで調べよう」－

田布施町立城南小学校

教諭 磯部 祥生

(1) はじめに

第３学年では、自然の事物・現象の違いに

、 、気付き 比較する資質・能力を育成するため

磁石を扱う単元においては、多くの教科書で

以下のような活動が紹介されている。

・磁石に付く物と付かない物の比較

・Ｎ極とＳ極の比較

・間に物を入れた時と入れない時の比較

しかし、どれも視覚や手応え等に頼った感

覚的な比較に過ぎない。今後、さらに「要因

を明らかにする力 「条件を制御して調べる」、

力」等を身に付けていくためには、その前段

階として「定量的に比較する力」を育成する

必要があると考える。

そこで本研究では 感覚的な比較 から 科、「 」 「

学的な比較」へ移行させる単元構成に着目し

て、磁石の学習における教材開発に取り組む

こととする。

(2) 授業づくりに向けて

ア 発展的な学習の導入に向けての視点

深める発展的な学習

磁石は子どもたちにとって魅力的な教材で

あり、とりわけ強力な磁石に対する関心は高

い。このことから、子どもたちは磁石を扱う

時にその力の大きさを意識していると思われ

る。子どもたちが磁石の力の大きさを客観的

に判断するためには、手応え等の感覚的な比

較ではなく、付いた釘の数や磁石の力が働く

距離等の定量的な比較が必然的に必要となっ

てくる。

また、磁石の力の強さを比べるためには、

それまでに学習してきた磁石の性質や実験方

法について振り返る必要性が出てくる。その

ため、自分で磁石の力の大きさを比べる方法

を考えて試すことや、友だちの方法を見るこ

と等を通して、それまでの学習内容をより一

層深めていく姿も期待できる。

さらに、第６学年「電磁石のはたらき」と

の関連もある。この学習には 「電磁石の強さ、

と電流の強さ・巻き数の関係」を調べる学習

活動がある。しかし、それまでに磁石の強さ

を比べた経験がないため、精度の低い方法で

比べる子どももいる。そこで、第３学年の磁

石の学習において、磁石の力の強さを定量的

に比べる活動を設定することで、第６学年で

の「電磁石のはたらき」における学習活動が

広がり、電磁石や電流の強さを比較する方法

も、より精度の高いものになることが期待で

きると考える。このように、発展的な学習内

容を取り入れて活動を行うことで、２つの単

元をつなぐ機能をもたせたい。

イ 取り入れる学習内容

磁石の力の大きさ

自分なりの方法で磁石の力比べを行い、友

だちとその方法を紹介し合う活動を通して、

磁石の力の強さは大きさや形状に関係しない

ことに気付き、磁石の力を定量的に表すこと

ができるようにする。

ウ 学習スタイル（総時数９時間）

＜スタイルＣ＞

第一次 じしゃくの力って？（２時間）

・身近にある磁石の力の利用法

・磁石の種類や特徴

第二次 じしゃくにつくもの、つかないもの

（２時間）

・材質による着磁性の違い

・間に物を入れた時の磁石の力の働き方

第三次 じしゃくのきょく（３時間）

・鉄がよく付く部分と付かない部分

・Ｎ極とＳ極の関係

・南北を指す性質

本時（２／２）

第四次 じしゃくの力のちがい（２時間）

・磁石による力の違い

・定量的な比較方法
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エ 学習活動

子どもたちを出題者と解答者の半分ずつに

分け、磁石の力比べクイズを楽しむ「どっち

が強いでSHOW」を行うことにする。これは、

クイズを通して、出題者側の子どもが２つの

磁石のうち、どちらの力が強いのかを、解答

者側の子どもたちが納得できるように演示し

。 、てみせるというものである このことにより

出題者側の子どもには、磁石の力の強さを定

量的に比較する必要性が生じ、既習内容や今

までの体験を駆使しながら「磁石の力を視覚

的に表す方法」を考え、演示していくことに

なるのである。

また、クイズラリー形式とし、記録用紙を

用意する。こうすることで、解答者側の子ど

もたちは、２つの磁石の力の違いを数値化し

て記録するとともに、出題者の方法が磁石の

どんな性質を利用したものだったのかを書き

込むことができるのである。

このような活動を通して、子どもは様々な

比較方法に触れ、既習の磁石の性質について

振り返り、さらに理解を深めることができる

ようになると考える。

(3) 授業の実際と考察

① 第四次 １時間目

導入の１時間目ではまず、大小２つのフェ

ライト磁石を提示し「どちらの磁石の力が強

いか」を問うことにした。この際ほとんどの

子どもが「大きい方が強い」と答えた。磁石

の大きさと強さには関連がある、と考えてい

る子どもが多かったようである。

次に 「どうしたら確かめられるか」と問い、

かけてみた。子どもたちが、考えた方法は以

下のとおりである。

方法Ａ

黒板と磁石の間に紙をはさみ、何枚まで

重ねて付けることができるかを比べる。

方法Ｂ

釘がたくさん入った容器の中に磁石を入

れ、付いた釘の数を比べる。

方法Ｃ

、机の上で１本の釘に徐々に磁石を近付け

付いた時の釘と磁石の距離を比べる。

そこで、これらの方法を教師が演示してみ

ることにした。結果は のようになった。表３

表３ 比較方法の違いによる磁石の力の違い

方 法 大きい磁石 小さい磁石

11枚 25枚Ａ：紙をはさむ

26個 20個Ｂ：釘を付ける

３㎝４㎜ ４㎝６mmＣ：釘に近付ける

方法Ａと方法Ｃでは、小さい磁石の方が力

が強いという結果が得られたことに子どもた

。 、 、ちは驚いていた しかし 方法Ｂについては

他の２つの方法とは違う結果になったことが

話題になった。子どもたちは次のように考え

ていた。

Ｍさん： きっと、くっつくところが広い

からたくさん付いたんだよ。

Ｃさん： 釘をどんどんつないでいく方法

なら比べられるかもしれないよ。

そこで、再度、釘をつないで試してみるこ

とにした。その結果は のようになった。表４

表４ 釘をつないだ時の磁石に付く釘の数の違い

方 法 大きい磁石 小さい磁石

３個 ５個釘をつなぐ

こうして 「小さい磁石の方が力が強い」と、

いうことを全員で確認し合うことができた。

次に、教師は、磁石の力比べをクイズとし

て紹介し合う「どっちが強いでSHOW」を行う

ことを提案した。そして、力が違う２つの棒

磁石を配付し、試行錯誤しながら力比べの方

法を考える場を設定した。方法Ａ～方法Ｃの

他に、子どもたちが試した方法は以下のとお

りである。

・磁石の同極同士を反発させて、磁石が動

いた距離を比べる。

・磁石を方位磁針に徐々に近付け、針が反

応した時の距離を比べる。

・クリップに糸を付けて、磁石で空中に浮

き上がらせ、クリップと磁石の間の距離
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を比べる。

・磁石の極を別の磁石の異極に徐々に近付

け、引き付けた時の距離を比べる。

子どもたちは、これまでの学習で使用した

ワークシートをファイリングしている「あし

あとファイル」を見ながら、今までの学習を

振り返り、様々な方法を試行錯誤した。その

後、子どもたちは自分の演示方法を１つ決め

て、その演示の仕方をワークシートに書き込

んだ。

なお、子どもたちが考えた実験は、 の図29

ように６つにまとめることができた。

釘をつないで・・・ 反発させて・・・ クリップを浮かべて・・・

方位磁針に近付けて・・・ 紙をはさんで・・・ 磁石や釘に近付けて・・・

図29 子どもたちが考えた磁石の力を比べる方法

② 第四次 ２時間目

この時間では 「どっちが強いでSHOW？クイ、

ズラリー」を行うことにした。クイズラリー

の方法は次のとおりである。

１ 出題者はシートの上に２つの磁石を並

べ、どちらが強いか尋ねる。

２ 解答者はどちらが強いか、答える。

３ 出題者は、どちらの磁石が強いか、自

分の考えた方法で演示してみせる。

４ 解答者は、それを見て２つの磁石の力

を数値化して記録し、磁石のどの性質を

使った方法なのか書き込む。

外観から判断できないように、２つの磁石

は、厚紙で作った同じ大きさの専用ケースに

。 、入れて提示することにした こうすることで

解答者は、出題者による「どちらの磁石の力

が強いか演示してみせる活動」に興味をもつ

ことができたようである。

ここからは、クイズラリーでの活動の様子

、 、や 子どもが記録したワークシート等を基に

授業について考察していくことにする。

【Ｒさんの様子】

Ｒさんは、次ページ のように釘をつな図30

、いで比べる方法で演示を行っていた そして。

自分の比較方法を、以下の２つの性質を利用

したものだとワークシートに記していた。

・磁石は鉄を引き付ける。

、 。・磁石に付く物の中には 磁石になる物がある

しかし、自分が解答者側になった時、同じ

比較方法を用いた友達の結果が、自分の結果

と一致していないことに気が付いた。

「力比べをするたびに結果が違うのは、釘
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が磁石になってしまったからではないか」と

考えたＲさんは、友達に釘を替えてみること

を提案していた。

図30 釘の数で磁石の力の違いを演示しているＲさん

Ｒさんは、磁石の力の強さを釘の数という

定量的な要素で表し続けたことで、釘同士が

つながる理由を振り返り、友達の方法の欠点

。や改善策を見出すことができたと考えられる

【Ｋさんの様子】

Ｋさんは方位磁針に磁石を近付け、針が動

いた時の磁石の位置に印を付け、方位磁針と

。の距離を定規で測る方法で力比べをしていた

しかし、測る時に方位磁針が動いたり、定

規の長さが足りなくなったりして、何度も測

り直すような状況であった。

図31 机に目盛りを書いて、力比べをするＫさん

次に、解答者としてクイズに参加したＫさ

んは、Ｓさんのエリアでクイズを楽しんでい

た。ＳさんもＫさんと同じ方位磁針を使って

、 、力比べをする方法を採用していたが それは

 

 

画用紙にあらかじめ目盛りを書き、その上に

方位磁針を載せて、磁石を目盛りに沿って近

付けるという方法であった。それを見たＫさ

んは、Ｓさんのように机に目盛りを書いてか

（図31 。ら力比べを始めたのである ）

Ｓさんの方法の良さを感じたＫさんは、定

量的に比べることの便利さに気付き、自分の

方法に生かしたと考えられる。

(4) 発展的な学習の導入の留意点と課題

今回、磁石の力に目を向けさせるために、

第一次から第三次の学習活動（基礎・基本の

学習）においても次のような点に配慮した。

・できるだけ「磁石の力が働く」等、磁石

の力を意識させるような言葉を使う。

・実験の結果等を図示する際も、矢印の太

さや長さで、磁石の力の働き方をイメー

ジできるようにする。

、 、こうして 常に磁石の力を意識させることで

子どもにとって違和感なく「磁石の力比べ」

。へと学習を移行させることができたと考える

本時は、単元の最後に導入したが、子ども

たちは第三次までの学習経験を生かしながら

取り組んでいた。また、ワークシートから、

すべての子どもたちが、磁石の力を数値化し

。 、て表していたことも見取れた このことから

どの子どもも定量的に磁石の力を比較するこ

とができたと考えられる。

しかし、以下のような課題も残った。

・外見は同じで、磁力の異なる磁石を用意

できなかったため、当初は磁石の大きさ

と強さを関連させる子どもが多くいた。

・釘が磁化してしまい、正しい実験結果

が得られない子どももいた。

・反発させた磁石が回転し、正しく測定で

きなかった子どもに、十分な支援ができ

なかった。

今後、指導計画や場の設定等にさらに改善

を加え、子どもたちが自分の発想を生かしな

がら、より確かな学力を身に付けていくこと

ができるよう支援していきたい。
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６ 単元を通してものづくりの関連を図る指

導の工夫

－第３学年「あかりをつけよう」－

下関市立文関小学校

教諭 板倉 豊

(1) はじめに

第３学年 あかりをつけよう の学習は 乾「 」 、「

電池に豆電球等をつなぎ、電気を通すつなぎ

方や電気を通す物を調べ、電気の回路につい

ての考えをもつようにする」ことをねらいと

している。そして、内容として、次の２つを

取り上げている。

・電気を通すつなぎ方と通さないつなぎ方

があること。

・電気を通す物と通さない物があること。

このねらいを実現するためには、乾電池、

豆電球と電気を通す物をつなぎ、回路ができ

ると電気が通り、豆電球が点灯することを確

かめさせることが必要である。

子どもたちは 日常生活で懐中電灯等を使っ、

た経験から、電池を利用して明かりをつける

ことができることは知っている。そこで、こ

の「明かりがつく」という現象を 「つながっ、

た一つの輪」という、回路に関連付けたもの

としてとらえさせることが大切である。

そこで、本単元では、子どもが回路につい

て実感しながら取り組めるように、身近な材

料を用い、それをものづくりに取り入れる発

展的な学習を導入したい。

(2) 授業づくりに向けて

ア 発展的な学習の導入に向けての視点

深める発展的な学習

ものづくりは、単元の終わりに学習のまと

めとして発展的に行われることが多い。しか

し、単元の途中に取り入れることで、学習を

深めることも可能であると考える。

本単元では、単元の途中に、身近な材料を

利用したものづくりを取り入れ、ものづくり

を通して「つなぎ方」や「物質の性質」につ

いての理解を深めていくことをめざす。

イ 取り入れる学習内容

身近な材料を利用した回路作り

電気を通す物を使えば、導線を使わなくて

も回路はできる。子どもたちは、これまで身

の回りにある電気を通す物について調べてい

る。そこで、学習したことを生かし、身近な

材料を使っての回路作りを発展的な学習内容

として取り入れる。

また、この時 「電気を通すものさがし」で、

自作したテスターも活用する。子どもたちは

自作テスターを使い 「つながった一つの輪」、

になっているかどうかを調べながら、回路を

完成させていく。ものづくりとして子どもた

ちが作った２つの物は、単元を通してかかわ

りをもつと考える。

ウ 学習スタイル（総時数10時間）

＜スタイルＢ＞

第一次 あかりがつくかな（３時間）

・ソケットを使用した豆電球の点灯

・豆電球が点灯する場合と点灯しない場

合の比較

・ソケットを使用しない豆電球の点灯

第二次 電気を通すものをさがそう

（ ）４時間

・自作テスター作り

・電気を通す物さがし

・自作テスターを使用した、電気を通す

物さがし

本時（２／２）

（ ）第三次 おもしろ回路をつくろう ２時間

・自作回路作り

・自作回路の点検や改良

第四次 学習のまとめ（１時間）

エ 学習活動

学習は一斉形態で行うが、興味・関心別の

活動とし、テスターや回路に使う身近な材料

は、それぞれの子どもが自分で持ち寄った物

を利用することとする。
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(3) 授業の実際と考察

本時は、前時に子どもたちが作った回路の

点検と改良に取り組む時間とした。

まず、前時の子どもたちの活動の様子から

述べる。前時に、子どもたちは身近な物（材

料 をたくさん持ち寄った 子どもたちが持っ） 。

てきた物は、空き缶や釘、アルミ箔、バネ、

金属板等、多岐にわたっていた。

最初の活動として、おもしろ回路作りに入

る前に、第二次で作っておいた自作テスター

を使い、持ち寄った材料が電気を通す物であ

ることを確認した（ 。図32）

図32 自作テスターでの身近な材料調べ

テスターの豆電球が点灯することから、子

どもたちが持ち寄った材料は、どれも電気を

通す物であることが分かった。

図33 自作したおもしろ回路

次に、持ち寄った材料を組み合わせて、子

どもたちは自分だけのおもしろ回路を作った

（ 。子どもたちが作った回路は、たくさ図33）

んの材料が組み合わされており、材質も様々

であった。そのため、点灯しない回路や、点

灯してもついたり消えたりする不安定な回路

が多かった。子どもたちから「電気を通す物

で作っているのに、なぜうまく点灯しないん

 

 

だろう」という声が上がったところで前時は

終了した。

そこで、本時は自作テスターを使い、なぜ

点灯しないのかを調べ、うまく点灯するよう

に改良する活動を取り入れた。

図34 Ｅさんの作った回路

の回路は、Ｅさんがペンダントを組み図34

込んで作った回路である。自作テスターでペ

ンダントは電気を通す物であることは確認し

ていたが、回路に組み込むと豆電球は点灯し

なかった。電池とペンダントをつないでいる

部分が断線していたのであるが、Ｅさんはな

かなかそれに気付くことができなかった。

そこで、班の中でみんなにその回路を提示

し、点灯しない原因をグループで話し合いな

がら考えていった（ 。図35）

図35 グループでの話し合い

話し合いの中で 「テスターを使って、少し、

ずつ調べてみよう」という声が上がり、Ｅさ

。んは自作のテスターを使いながら調べ始めた

そして、ついに一人では気が付かなかった断

線箇所を見付け、豆電球の明かりを点灯させ

ることができた。

他の子どもも、テスターを使って断線箇所

を見付け、改良すると回路がつながり、豆電
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球が点灯することに気付いた。このあと、学

級のあちこちで ついた という歓声が上がっ「 」

。 、 、た この活動は グループで協力することで

友だちの回路の良さに気付くことができる活

動となった。回路作りを通して、子どもたち

は次のことを再確認できた。

・テスターの豆電球が点灯すると、回路に

電気が通っていること。

・回路の豆電球がつかないのは、どこかつ

ながっていないところがあること。

・一つの輪になって回路がつながった時、

豆電球は点灯すること。

これらの気付きは、子どもたちの発言や学

習プリントへの書き込み等から把握すること

ができた。

回路作りを始めた時、子どもたちは、たく

。 、さんの材料を使って回路を作っていた ただ

そのような回路は、スイッチを入れても豆電

球が点灯しないものが多かった。テスターを

、 、使って断線箇所を調べ 修理したつもりでも

粘着テープで接続していたため、つながりに

くかったといえる。活動していくうちに、子

どもたちは、たくさんの材料を使って回路を

作るのではなく、少ない材料で回路を作った

方がよいことに気付いていった（ 。図36）

図36 少ない材料で作った回路

そして、少ない材料で点灯させることがで

きた後、子どもたちは使う材料を少しずつ増

やした回路作りに挑戦していった。

、 、しかし 回路に組み入れる材料を増やすと

断線はしていないが豆電球の点灯が確認しに

くいという問題点が出てきた。

 

そこで、電子メロディーを紹介し、豆電球

。の代わりに電子メロディーを回路につないだ

電子メロディーの利点は、豆電球が明るく点

灯しない回路でも 「音」としてはっきり確認、

できることである（ 。図37）

図37 電子メロディーを使った回路のチェック

その後、子どもたちは豆電球だけでなく電

子メロディーも使い、自分だけのおもしろ回

路作りを行い始めた。

(4) 発展的な学習の導入の留意点と課題

本単元では、様々な材料を利用して自作回

路を作り、豆電球が点灯するのを確認するこ

とで、子どもたちは回路についての考えを深

めることができた。

また、ものづくりとして製作した「テス

ター」と「回路」を、活動の中でかかわりを

。 、もたせながら活用することができた さらに

２つのものづくりを単元の中で有効に活用す

ることで、子どもたちの活動への意欲も高め

ることができた。

本単元で取り入れた身近な材料を利用した

ものづくりは、子どもたちの興味・関心を生

活の中に広げるとともに、単元での学習内容

を生かしたり深めたりすることにもつながっ

たと考える。

ものづくりは、既習の内容を学び直すこと

ができ、しかも子どもにとって楽しい活動で

ある。しかし、ものづくりには時間の確保が

必要となる。限られた時数の中でどのように

時間を確保し、学習内容とかかわらせていく

かが今後の課題と考える。
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７ 化石の模型作りを通して、空間の広がり

や時間の流れを実感させる指導の工夫

－第６学年「大地のつくりと変化」－

防府市立華城小学校

教諭 長冨 肇

(1) はじめに

第６学年「大地のつくりと変化」の単元で

は、土地やその中に含まれる物を観察し、土

地のつくりや土地のでき方を多面的に調べる

ことで、土地のつくりと変化についての考え

をもつようになることをめざす。

ここで、映像や標本だけでなく、子どもの

興味・関心を高めることができる発展的な学

習を導入し、空間の広がりや時間の流れを実

感させる活動を行えば、土地のつくりと変化

についての学習をより豊かなものにできると

考えた。

また、中学校の「大地の変化」の単元も視

野に入れながら、多面的に追究する力を身に

付けることもめざすこととする。

(2) 授業づくりに向けて

ア 発展的な学習の導入に向けての視点

広げる発展的な学習

子どもたちは 「大地のつくりと変化」の学、

習において、露頭の観察や地層のモデルを作

る実験を行い、大地は小石や砂、泥からつく

られており、それが地層として広がっている

こと、及びその地層は流れる水の働きによっ

てできていることを学ぶ。また、映像や資料

から、化石の存在についても学習する。しか

し、化石となっている生物が生きていた時代

やその当時の環境についてはとらえきれてい

ない。

、そこで化石の模型作りを取り入れることで

大地のつくりやでき方について、空間の広が

りや時間の流れを味わわせたいと考えた。

また、化石や大地のつくりについて、子ど

もたちの興味・関心を高め、化石となる生物

の生きていた時代や当時の環境、生物が化石

として残っていくプロセス等、化石について

の認識を広げ、本単元の学びを豊かなものに

することをめざしたい。

イ 取り入れる学習内容

化石の模型作り

本単元では、牛乳パックと石こうを使って

。の化石の模型作りを発展的な学習内容とする

、 、牛乳パックに 第１層目の石こうを流し込み

その上に化石にしたい試料を置いた後、もう

一度第２層目の石こうを流し込み、石こうの

地層を作る 。そして、石こうが固まっ（図38）

、 。た後 割って化石の模型を取り出すのである

牛乳パック

第２層

（石こう）

第１層

試料 （石こう）

図38 化石の模型の作り方

ウ 学習スタイル（総時数14時間）

＜スタイルＢ＞

第一次 地面の下の様子（３時間）

・学校周囲の土地の様子

・運動場の地面の下の様子

・ボーリングサンプルの様子

第二次 大地のでき方（７時間）

・地層のでき方についての予想

・水の働きでできた地層

（地層の特徴、堆積岩、化石）

本時（５・６／７）

・化石の模型作り

・火山の働きでできた地層

（地層の特徴、火山灰の中の鉱物）

第三次 地震や火山の噴火による大地の変化

（ ）４時間

＜課題選択学習＞

・地震による大地の変化

・火山の噴火による大地の変化
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エ 学習活動

学習形態は一斉学習の形態をとるが、子ど

も一人ひとりが化石にしたい物を自分で準備

し、化石の模型作りを行うことで興味・関心

別学習活動を展開する。

授業実践においては、発展的な学習を取り

入れることにより、子どもたちの興味・関心

が高まり、意欲的な活動ができるように以下

の点に留意する。

〇 導入では、実際に実物に触れさせるこ

とや、化石の産状を提示することで、子

どもたちの化石に対する意欲付けを十分

に行う。

〇 化石のでき方について、各自の予想を

立てさせ、課題意識をもたせた上で化石

の模型作りに取り組ませる。ここでは化

石の模型作りが、単なるものづくりに終

わらないような学習を展開する。

〇 化石の模型作りの体験について意見交

換する場を設け、化石ができた時代の様

子や大地の変化等の地球の営みにも目を

向けることができるようにする。

(3) 授業の実際と考察

本時の学習では、まず導入としてシダの化

石や貝の化石に実際に触れさせた。また、貝

の化石の産状も見せた。子どもたちは、実物

の化石に時の流れを感じ 「何万年も経ってい、

るのに、シダの形が残っている｣､「このよう

な貝は、どんなところにいたのだろうか」と

化石に関心をもつ発言が多く出た。

この事象提示の後 「化石はどのようにして、

できたのだろうか」という学習課題を提示し

た。ここで、子どもたちに化石のでき方につ

いて各自の予想を立てさせ、過去の生物がど

のようにして化石となり、現在その姿を見せ

ているのかという課題意識をもたせた。

この課題意識が化石の模型作りの意欲とな

り、単なるものづくりに終わらせなかったと

考える。ものづくりでは、とかく活動するこ

とに子どもの意識が集中し、ものづくりを通

。してめざしている目標が見失われがちである

そこで、子どもたちが主体的に活動に取り組

みながらねらいを達成するためには、事前に

課題意識をもたせることが必要になると考え

る。

本時は、子どもたちの予想を模擬的に検証

するために、次のような方法で化石の模型作

りを行った。

① 50ｇの石こうを40㏄の水で溶く。

、② 牛乳パックに溶いた石こうを流し込み

第１層目を作る 。（図39）

③ 石こうが固まりかけたら、自分が化石

にしようと思った貝や葉等の試料を第１

層目の上に置く 。（図40）

④ 石こう同士がくっつかないように第１

層目や試料の上に石けん水を流し込む。

⑤ もう一度石こうを流し込み、第２層目

を作る。

図39 牛乳パックへの石こうの流し込み（第１層目）

図40 第１層目の上に置いた試料（葉）

子どもたちは、石こうで疑似的な地層を作

り、その中に化石にするものを入れることで

実際の地層の中に化石が存在するという現象
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を思い描いた。第１層目、第２層目と試料の

入った地層を作っていきながら 「こんなふう、

に生き物が埋まっていくのか 「固まるまで」、

に長い時間がかかりそうだな」等、実際に化

石ができていく様子を思い浮かべ、化石がで

きる環境や時間的な流れにまでイメージを膨

らませていた。

、 、ここでは 初めて石こうを扱うこともあり

実験マニュアルを準備した。これにより手順

を確認することができたので、短時間で製作

することができた。

最後に、木づちで石こうの地層を割り、化

石の模型を取り出す活動を行った 。（図41）

図41 化石の模型を取り出す活動

子どもたちは、どんな化石ができているの

か、早く見てみたいという表情で、木づちを

使って石こうの地層を割っていた。

できた化石の模型をお互いに見せ合いなが

ら 「やっぱり思ったとおり、地層の間に生物、

が埋まり化石になるんだ｣､「この前見せても

、 」らった化石も 大昔の姿のままなのだろうね

等の感想を言っていた。

石こうの地層を割る前の期待と化石の模型

を取り出した時の感動から、化石についての

興味・関心はさらに高まりを見せた（ 。図42）

図42 取り出した化石の模型

子どもたちは、化石の模型作りを通して、

水の働きによって土の中に埋まった生物が、

長い年月を経て化石となることを実感するこ

とができた。

このあと、他の試料でもう一度、化石の模

型作りをする子どももおり、子どもたちはこ

れまで以上に意欲をもって活動していた。ま

た、恐竜についての本もよく読まれるように

なり、化石についての興味・関心の広がりも

見られた。

このように、化石の模型作りは 「大地のつ、

くりと変化」の学びを豊かにすることにつな

がったと考える。子どもたちの意欲の高まり

や学習の広がりは、示準化石、示相化石や大

地の変化の学習等、中学校で学ぶ学習への橋

渡しにもなると思われる。

(4) 発展的な学習の導入の留意点と課題

単元の途中に化石の模型作りを導入するこ

とによって、子どもたちは、生物が化石とし

て残っていくプロセス等、化石についての認

。 、識を広げていった 化石の模型作りを通して

映像資料等の活用だけでは、とかく想像で終

わってしまいがちな学習を、実感を伴った学

習にすることができたと考える。さらに、大

、地のつくりと変化全般への興味・関心を高め

単元の学びも豊かにすることができたといえ

る。

この発展的な学習としての模型作りは、既

習の内容と組み合わせることによって、子ど

もに十分な課題意識をもたせ、主体的に学習

を展開させることに役立つと考えられる。

しかし、以下のような課題も残った。

、 、本単元では 石こうの固まり方によっては

石こうの地層を割る活動までに時間がかかっ

た。単元の総時数との兼ね合いから、使用す

る石こうの量や理科以外の時間の活用等を検

討する必要がある。今後、教材の改善と教材

をどのように単元の中に導入するかという視

点から、さらに研究を進めていきたい。
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Ⅳ 研究のまとめ

１ 研究の成果

本研究では 「個に応じた指導」の充実をめ、

ざし、その切り口として発展的な学習を導入

した実践事例開発を行った 「ア 発展的な学。

習の導入に向けての視点 「イ 取り入れる」、

学習内容 「ウ 学習スタイル 「エ 学習」、 」、

活動」というカリキュラムづくり支援として

の４つの研究項目を基に、様々な発展的な学

習の実践事例を見出すことができた（ 。表５）

７名の調査研究協力員の授業実践を基に、

カリキュラムづくり支援のよりよい在り方を

探りながら、本研究主題となる「個に応じた

指導」について考察する。

表５ 授業実践におけるカリキュラム

【算数科】

発 展 的 な 学 習 の 取 り 入 れ る 学 習 ス タ イ ル 学 習 活 動
学年 単 元

導入に向けての視点 学習内容（何を） （どこに） （どのように）

展開図を使った
３ 「はこの形」 進める スタイルＢ 途中 課題別（ ）

さいころづくり

方眼を手がかりに
４ 「面積」 広げる スタイルＢ 途中 興味・関心別（ ）

した等積変形

形の変化による
６ 変わり方を調べて 広げる スタイルＡ 最初 同一「 」 （ ）

きまりの発見

６ 「比例」 深める 点と直線 スタイルＣ 最後 同一（ ）

【理 科】

発 展 的 な 学 習 の 取 り 入 れ る 学 習 ス タ イ ル 学 習 活 動
学年 単 元

導入に向けての視点 学習内容（何を） （どこに） （どのように）

深める 磁石の力の大きさ スタイルＣ 最後 課題別３ 「 」じしゃくで調べよう （ ）

身近な物を使った
３ あかりをつけよう 深める スタイルＢ 途中 興味・関心別「 」 （ ）

ものづくり

６ 大地のつくりと変化 広げる 化石の模型づくり スタイルＢ 途中 興味・関心別「 」 （ ）

(1) ４つの研究項目に基づいたカリキュラム

づくり支援

ア 発展的な学習の導入に向けての視点

子どもたちの興味・関心に応じた発展的な

学習の導入に向けて 「広げる 「深める」と、 」、

いう視点は、まず検討すべき視点であると考

える。なぜなら、子どもたちが新たな課題に

出会った時、解決に向けてよりどころにする

、 、のは既習の内容であり それを生かすことや

学び直すことは、発展的な学習においても必

要な活動といえるからである。

一方 「進める」という視点は、第３学年の、

「 」 。 、はこの形 で行われている ここではまず

教師は第３学年の内容と第６学年の内容のつ

ながりを検討する中で、箱の構成要素（面）

。に着目しながら立体を分析的にとらえている

そして、第３学年の子どもが、面に着目しな

がらも無理なく取り組める活動を設定するこ

とで、第６学年の学習につなぐことをめざし

ている。

この実践から、未習の内容であっても、子

どもたちの知的な好奇心の高まりがみられ、

無理なく取り組める算数的活動の設定が可能

であるならば 「進める」という視点を取り入、

れることもできると考える。

また、事例開発を行う中で、３つの視点は

いずれもかかわり合っていることも浮かび上

がってきた。
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、 「 」 、例えば 理科の じしゃくで調べよう は

「深める」という視点をもちながら磁石の力

比べをすることで、既習の磁石の性質や実験

方法を振り返り、磁石の性質についての理解

を深めることをめざしている。同時に、子ど

もの科学的な見方を 感覚的な比較 から 科「 」 「

学的な比較」に高めるという「進める」視点

も併せもっており、子どもの思考を次の段階

につなぐものともいえる。

このように視点は相互にかかわり合ってい

るが、３つの視点の中から中心となる視点を

定めることが、カリキュラムづくりには必要

であると考える。

イ 取り入れる発展的な学習内容

算数科及び理科のそれぞれの教科の特性は

あるが、７つのどの授業実践も子どもたちの

興味・関心に応じながら、見方を広げ、考え

方を深めることをめざす発展的な学習内容の

開発ができた。

算数科の「比例」では、乗法九九を題材と

して取り上げているが、これは比例について

の考え方を深めるだけでなく 低学年から培っ、

てきた数の見方、考え方を深めることもめざ

した学習内容となっている。

また、理科の「あかりをつけよう」は、電

気を通す様々な材料を組み合わせて自作回路

を作るという、物質の性質や回路の見方、考

え方を深めることをめざした学習内容となっ

ている。

７つの授業実践から、子どもの発達の段階

を踏まえながら、子どもたちにとって必然性

のある発展的な学習内容を見出すことの重要

性を再認識できた。

ウ 学習スタイル

理科の「大地のつくりと変化」では、スタ

イルＢとして「化石の模型作り」を小単元の

途中に導入することで、化石に対する子ども

たちの興味・関心を高め、以降の学習に対す

。 、る意欲の継続を図っている 本単元のように

スタイルＢについては、発展的な学習を小単

元の終わりだけでなく、小単元の途中に導入

することも効果的であるといえる。

算数科の「変わり方を調べて」は、スタイ

ルＡの事例である。これは 「数量関係」の題、

材に図形を取り入れ、操作活動を通して視覚

的に形の変化のきまりを見付ける学習となっ

ている。単元の最初に発展的な学習を導入す

るスタイルＡは、これから始める学習への意

欲付けになるとともに、単元全体の見通しを

もたせることにも有効であると考える。

このように、発展的な学習は、単元の最後

だけでなく、様々な段階での導入が工夫でき

るといえる。

エ 学習活動

算数科の「面積」では、興味・関心別での

学習活動が行われた。興味・関心別の学習活

動を実施したことにより、子どもたちは、黒

板にはられた友だちの作品の中から自分が

やってみたい図形を自由に選ぶことができ、

意欲的にパズルに取り組むことができた。

これまで、ア～エのそれぞれの研究項目に

ついて考察してきたが、取り上げた４つの研

究項目は、相互に深く関わっている。４つの

研究項目は、どれも求められるものであると

ともに、それぞれが独立しているものではな

い。つまり、発展的な学習におけるカリキュ

ラムづくりとは、子どもの実態に応じて、４

つの項目をどのように関連付けるかというこ

とになる。

本研究では、４つの研究項目を組み合わせ

た７つの実践事例を提案したが、組み合わせ

を変えることにより、様々な発展的な学習の

導入が可能であると感じる。

(2) 発展的な学習と個に応じた指導

７つの授業実践は、子ども一人ひとりの興

味・関心に応じた発展的な学習として実践し

た。７つの授業実践のどの事例においても、

子どもは意欲的に取り組み、発展的な学習の

導入後の学習も活動が活発に行われたことが

分かった。
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このことから、子どもの興味・関心に応じ

る学習は、単元の流れをなめらかにするとと

もに、子ども一人ひとりの学びを確かで豊か

にできるといえる。

また、どの授業実践においても、子どもた

ちは発展的な学習に取り組む中で、既習の学

習内容を活用していた。これは、発展的な学

習の時間の導入以前の学習内容を「基礎・基

本」と考えるならば、子どもたちは「基礎・

基本」を確かなものとしたことになる。

このことから、補充的な学習に加えて、発

展的な学習を効果的に導入することは 「基礎、

・基本」の一層の定着を図るのに有効である

と思われる。また、これが「確かな学力 、さ」

らには「個に応じた指導」の充実にもつなが

ると考える。

２ 今後の課題

本研究では、算数科及び理科を通して発展

的な学習の導入の在り方について検討を進め

た。今回、カリキュラムづくり支援として示

した４つの研究項目（発展的な学習の導入に

向けての視点、取り入れる学習内容、学習ス

タイル、学習活動）は、他教科においても授

業実践の指針となり得るとともに、既に取り

組まれている補充的な学習や課題学習等を見

直す際の参考にもなると考える。

今後は、本研究で明らかにした発展的な学

習の導入や「個に応じた指導」のより一層の

充実を図ったカリキュラムづくりの考え方が

各学校で取り入れられ、授業実践を積み重ね

ることで、子どもたちにとって学びを豊かに

する「分かる楽しい授業」が効果的に行われ

ることを期待したい。
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