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Ⅰ

研究主題

えびの市一貫教育の充実を目指して
～
Ⅱ

算数・数学科の小・中学校９年間を見通した学習指導方法の研究

～

主題設定の理由
現在、経済のグローバル化、少子・高齢化、高度情報化や国際化の進展など経済社会情勢がめ
まぐるしく変化している。このような社会の変化を踏まえ、えびの市では市が有する自然と思い
やりや人情味あふれた「人」の力が十分に発揮される活力のある社会の形成が重要な課題である。
この活力のある社会の形成者育成としての「人づくり」は、教育に課せられた重要な役割であり、
地域に自信と誇りをもち地域に貢献できる人材の育成であり、志をもって未来を切り拓く子ども
の育成である。しかし、少子化等による児童生徒数の減少や家庭や地域の教育機能の低下など、
子どもたちを取り巻く状況は急激に変化しており、豊かな人間性を育むべき時期に様々な課題が
生じている。
本市の児童、生徒は、学力調査等の結果から、小学校においては概ね基礎・基本の学力は身に
つけているものの、中学校段階ではその定着が不十分な結果がみられる。特に数学、英語の学力
の低迷、学校間の格差が課題となっている。このことを踏まえ、高い専門性をもった中学校の教
科担任と基礎・基本の充実に指導力をもった小学校の教員が相互に乗り入れることにより、小学
校教育と中学校教育の段差（ギャップ）を解消することができると考える。また、中学校と高等
学校の関係においても同様なことが言える。高等学校の入学時に、個人間にかなり基礎的・基本
的な学力に差がみられる。そこで、中・高等学校間のつなぎ教材（ブリッジ教材）の開発や補充
学習を行うなどして、高等学校での学習に対するレディネスを高めていく必要がある。これらの
課題に対応するために、本市においては、平成２１年度より小中（高）一貫教育に取り組んでい
る。
段階
内容

１

えびの市小・中（高）一貫教育の特色ある教育課程
義
務
教
育
小 学 校
中 学 校
２
３
４
５
６
１
２

３

高
１

等

学
２

校
３

「知」・「徳」・「体」の到達目標設定による取組
「算数・数学科」における授業
時数の増加（＋１０程度）

「基礎数学」
の実施

「セレクト学習」

基礎学力

国語・算数の実施

の
向

「算数・数学科」にお
ける小・中教師の相互
乗り入れ（小中兼務教
員）による習熟度別指
導の充実

上
「英会話科」の実施

「数 学科」「英語科」
における中・高教師の
相互乗り入れによる習
熟度別指導の充実

「英語表現科」の実施
「基礎英語」の実施

「キャリア教育」の推進・充実及び生徒指導の充実

数学検定準１級取得
英語検定準２級取得

地域貢献
のための
人材育成

地域学

「え

び

の

学」

そこで、本研究センターでは昨年度、研究主題を「確かな学力の定着を図る９年間を見通した
指導の連携」とし、算数科・数学科に焦点を当て、各中学校区の児童・生徒の実態把握から９年
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間を見通した学習指導方法の工夫・改善までの小中連携のシステムを具体的な実践を通して作
成した。本年度は、その成果を生かし、一貫教育への具体的活用という視点でえびの市内全中
学校区でシステムを活用した算数科・数学科の教育実践を行うことにした。
Ⅲ

研究の目標
学力の向上を図る小・中学校９年間を見通した学習指導をえびの市内全中学校区で実施し、具
体的実践における成果と課題を究明する。

Ⅳ

研究の仮説
算数科・数学科において、各中学校区の児童・生徒の実態把握から９年間を見通した学習指導
方法の工夫・改善までのシステムをえびの市全中学校区で実施すれば、小学校教育と中学校教育
の段差（ギャップ）を解消することができ、児童・生徒に確かな学力が身に付くであろう。

Ⅴ

研究の全体構想

えびの市小・中・高一貫教育
教 育 的 課 題 を 解 決 す る た め に 、学 校 と 家 庭 ・ 地 域 社 会 の 連 携 推 進 を 図 る と と も に 、
６・３・３制の１２年間を見通した一貫教育を導入することにより、系統的・継続
的な教育システムを確立し学力向上と地域貢献のための人材育成を目指す。

－

研究主題

－

えびの市小中一貫教育の充実を目指して
～

算数・数学科の小・中学校９年間を見通した学習指導方法の研究

－

研究目標

～

－

学力の向上を図る小・中学校９年間を見通した学習指導をえびの市内全中学校区で実施し、具体的実
践における成果と課題を究明する。

－

研究仮説

－

算数科・数学科において、各中学校区の児童・生徒の実態把握から９年間を見通した学習指導方法の
工夫・改善までのシステムをえびの市全中学校区で実施すれば、小学校教育と中学校教育の段差（ギャ
ップ）を解消することができ、児童・生徒に確かな学力が身につくであろう。

各中学校区実態分析
算数科・数学科
単元系統表作成

中期の指導法の
工夫改善

児童・生徒の実態把握から９年間を見通した学習指導方法の工夫・改善までのシステム

えびの市内全中学校区での実施
確かな学力を身につけた児童・生徒
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Ⅵ

研究の実際
１

研究の基本的な考え方

(1)

確かな学力
本研究センターではえびの市の児童・生徒に算数科・数学科における「確かな学力」を身
につけさせることをねらい、一貫性・系統性のある継続的な指導の実施を目指し、研究を行
っている。本研究センターが目指す「確かな学力」とは「算数科・数学科における基礎学力」、
「算数科・数学科における基礎・基本」の両方を指し、それぞれ以下の通り、定義付けを行
った。
○

「算数科・数学科における基礎学力」とは
基礎・基本の確実な習得を図るために、
「関心・意欲・態度」
「思考・判断」
「技能・表現」
「知
識・理解」などの観点からとらえた資質や能力を支えたり、前提となったりする学力
○ 「算数科・数学科における基礎・基本」とは
学習指導要領で示されている内容すべて

これまで小学校は小学校だけで、中学校は中学校だけで考えられてきた学力を、９年間を
見通して考えることで、「算数科・数学科における基礎学力」、「算数科・数学科における基
礎・基本」の両面から系統立てた指導を行うことができる。また、本来、児童・生徒が身に
つけなければならない内容に加え、それを支える技能面からも系統性をもたせることができ、
小学校から中学校へスムーズな学習の移行ができると考える。
(2)

９年間を見通した指導
９年間を見通した指導を行うために本研究センターでは、９年間をこれまでの小学校６年
間、中学校３年間という区切りではなく、前期（小学校１年～４年）、中期（小学校５年～
中学校１年）、後期（中学校２年～３年）という区切りで見直しを行った。中期を小学校５
年生から中学校１年生とした理由として、以下のようなことがあげられる。

○

心身発達の加速化
身体の発育に伴い、心の発達も加速化している。小学校５年生頃になると思春期を迎え、
自尊感情の著しい低下が起こる。
○ 学力形成の特質
具体的思考と抽象的思考が混在する時期の指導を児童・生徒に合ったものにすることが必
要である。
○ 生徒指導の諸活動の顕在化
学年別問題行動の発生率は、小学校５年生で増加傾向が見られ、５・６年生で既に顕在化
していたものが大きく環境の変わる中学校１年生で急激に増加する。
文部科学省ホームページ

中央教育審議会初等中等教育分科会（第２９回）議事録資料１より

小学校
１年

２年

３年

４年

中学校
５年

６年

１年

２年

３年

子どもの発達段階として、中期から後期の時期が精神的にも肉体的にも大きく変化してお
り、それに加え中学進学という大きな環境の変化が、児童・生徒に段差（ギャップ）となっ
ていた。そこで、できるだけ児童・生徒にとっての負担をなくし、スムーズに上学年に進め
るよう、区切りを前期、中期、後期の３期で考え、それぞれのスムーズな移行はもちろん、
特に中期の小学校５年から中学校１年の指導方法を重点として研究を進めていくことにした。
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２
(1)

算数科・数学科における９年間を見通した指導内容の系統化
指導内容の系統表の作成
「小・中学校９年間を見通した指導」は、学習領域の最終目標を念頭に置いて指導すること
から始まると考える。指導する単元や担当学年の学習目標は理解できていても、小・中学校と
いう校種間の共通理解や連携が緊密に図られにくいというのが現状である。算数科・数学科に
おける９年間の学習の流れを見通すための各学年の学習目標は整理できている。しかし、小・
中学校の教員が共通の目標に向かって取り組むためには、常にその指導内容の系統性を理解し
ておく必要がある。
実際、算数科の指導は数学科の指導の原点である。そのためには指導者が、算数科・数学科
の指導内容の系統性を理解していないと、既習事項を踏まえた指導や先を見通した指導が十分
になされないのではないかと考えた。
そこで昨年度は、数量関係の領域において指導内容の系統表を作成し、授業に活用した。

(2)

「単元名による内容系統表」の作成
内容の系統表は、中学校については啓林館よりホームページ等で、１つにまとめたものが示
されている。しかし、小学校については領域別系統一覧表はあるものの、１つにまとまったも
のは示されていない。
実際、小学校の内容
は、各領域ごとに単純

単元名による内容系統表（図形）
１④
いろいろな かたち

１準⑩
かたちを うつして

えびの市教育研究センター Ｈ２１

１②
なんばんめ

１⑧
ながさくらべ

にまとまるものではな
く、領域をまたいで複

２⑨
形を しらべよう
三角形と 四角形

２準⑤
形づくり

２③
長さを しらべよう
長さ

２⑩
長い 長さを はかろう
100㎝を こえる 長さ

雑に入り組んだものに
なっている。その中で

３⑫
はこの形をしらべよう
はこの形

３⑧
形をしらべよう
長方形と正方形

４①
まるい形をしらべよう
円と球

４⑤
かどの形を調べよう
角とその大きさ
(１)いろいろな大きさの角
(２)角のはかり方とかき方
(３)三角じょうぎの角

４⑧
三角形を調べよう
三角形

４⑦
広さを調べよう
面積
(１)面積
(２)大きな面積
(３)面積のもとめ方のくふう

５⑨
円をくわしく調べよう
円周と円の面積

５②
直線の交わり方を調べよう
垂直・平行と四角形
(１)垂直と平行
(２)垂直や平行な直線のかき方
(３)四角形

５④
三角形の角を調べよう
三角形・四角形の角

５⑥
面積の求め方を考えよう
面積

３④
水のかさをしらべよう
かさ

３⑥
長い長さをしらべよう
長い長さ

１つの系統表を作成す
ることは、極めて困難
である。
そこで、各領域ごと
に「単元名による内容
系統表」を作成するこ
とにした。いくつもの
領域に関わる単元も、
領域ごとにまとめて作

６①
いろいろな箱の形を調べよう
立体
(１)直方体と立方体
(２)面や辺の平行と垂直
(３)角柱と円柱

６⑦
かさを調べよう
体積

１年 ５章
平面図形
１ 直線図形と対称
２ 基本の作図
３ 円とおうぎ形

１年 ６章
空間図形
１ 立体と空間図形
２ 立体の表面積を体積

成することで、そのつ
ながりが見やすくなる
と考えた。

また、「単元名による内容系統表」にすることで教科書の内容の把握ができ、中学校では小
学校での既習事項や資料・問題を利用した授業、小学校では中学校の内容を紹介できるような
問題を利用した授業が展開できると考えた。そしてそのことで、児童・生徒の興味・関心がさ
らに引き出されるであろうと予想した。
さらに、できあがった「単元名による内容系統表」を各小・中学校に、紙面はもとよりデジ
タルデータも添えて配布することで、その活用の拡大を図ることにした。
9-4

３

各中学校区の算数科・数学科の実態を生かした小中一貫のシステム

(1)

算数科・数学科における学力の実態改善のための学力向上システム
本研究では、各中学校区ごとの実態把握から授業実践までの過程を当該小・中学校の全職員
が共通理解するために、通常のＰＤＣＡサイクルの前にＲ(Research ＝実態把握)→Ｖ(Vision
＝構想)を配置したＲＶ・ＰＤＣＡのマネジメントサイクルにしたがって学力向上の方策を明
らかにし、共通実践していく。

(2)

授業改善のためのＲ(Research ＝実態把握)とＶ(Vision ＝構想)
各中学校区ごとの学力実態に示される算数科・数学科の共通課題を探り、それを指導の構想
へとつないでいく過程がＲ(Research ＝実態把握)とＶ(Vision ＝構想)である。
ア

Ｒ(Research ＝実態把握)における小・中学校の協力態勢
Ｒ(Research ＝実態把握)の段階においては、児童生徒・教師への算数科・数学科学習に
関するアンケートや教研式 NRT 全国標準診断的学力検査を用い、児童生徒の学力の実態を
多角的にとらえられるように努める。

イ

Ｖ(Vision ＝構想)における小・中学校の協力態勢
Ｖ(Vision ＝構想)の段階においては、
各学年の結果を踏まえ、小・中合同研
修会等において９年間を見通した小・

○○○中学校区算数科・数学科指導のビジョン及びプラン
１ 算数科・数学科指導のビジョン
「目標と基本方針」
目標１ 「図形」の向上
方針１
中学校１年生、中学校
小学校５年生の「図形」領域の指導の強化を図る。
２年生での落ち込みが見
方針２
られるため、図形領域の
小学校６年生での継続的指導を行う。
向上を図る。
方針３
中学校１年生での「基本の作図」を強化する。

中学校での算数科・数学科の指導方針

目標２ 「小数」の向上
小学校５年生、６年生
で小数に関する内容の落
ち込みが見られるため、
小学校段階でしっかりと
意味やしくみを定着させ
る。

を明確に打ち立てる協議を行う。
(3)

Research・Vision から Plan へ

目標３ 「文字式の計算と利用」の向上 方針１
中学校３年生で落ち込
中学校１年生「文字の式」で式の中に文字を使うこと
みが見られるため、文字
ができることをしっかりと指導する。
式の計算とその利用につ
方針２
いて向上を図る。
中学校２年生「式の計算」で、特に文字式の利用につ
いての指導を徹底する。

Ｒ(Research ＝実態把握)とＶ(Vision
＝構想)の過程を経ることによって、各学

目標４ 「一次関数」の向上
中学校３年生で落ち込
みが見られるため、一次
関数について向上を図る。

校段階あるいは発達段階によって育てた
い力が明確になってくる。それらを整理
するのが Plan 段階である。
(4)

Plan から Do へ
Plan 段階で示した算数科・数学科の学
力の実態改善の具体策を現実のものとし、
Do 段階へ 移行していくには、ＲＶ・Ｐ

方針１
小学校４年生の「はしたの大きさの表し方を考えよう」
でしっかりと小数の意味を指導する。
方針２
小学校５年生の「小数のしくみを調べよう」で論理的
に理解させる指導をする。

方針１
小学校６年生「比例」で比例の基礎基本を定着させる。
方針２
中学校１年生「比例と反比例」の指導を徹底する。
方針３
中学校２年生「一次関数」の指導を徹底する。

２ 算数科・数学科指導のプラン
目標１「図形」の向上
方針１ 小学校５年生の「図形」領域の指導の強化を図る。
具体策 ○ 単元「面積の求め方を考えよう」において単に公式を教えるのではなく、公
式を導き出すための個人思考や集団思考を大切にし、論理的に公式の意味が理
解できるように指導する。
○ 導き出した公式については、練習問題を多く取り入れ、個人に定着させてい
く。
方針２ 小学校６年生での継続的指導を行う。
具体策 ○ はげみ学習（○○○小学校）やチャレンジタイム（○○○○分校）において、
定期的に「図形」に関する内容（５年生の内容）の練習問題を行う。
方針３ 中学校１年生での「基本の作図」を強化する。
○ 小学校５年生で学習した公式についてレディネステスト等により実態把握を
行い、再度指導を行う。また、授業交流を行い、小学校教諭が授業の補助を行
う。

の各段階で示した諸事項を踏まえて実践
していく必要がある。
小学校、中学校における算数科・数学科のスムーズな接続を図るためには、中期の指導過程
の改善を進めることが肝要である。そこで、本市では中期の授業における基本的な学習指導過
程を設定した。
(5)

Do から Check ・Action へ
Check(評価)によって得た評価情報、つまり成果と課題に基づいて次のステップに向かう取
組が Action である。例えば、単元の学習終了後の総括的評価の結果にしたがって回復指導や
補充指導を行う手だてを用意する、次年度の学習計画に朱書きを加えて指導法の改善に生かす、
児童・生徒の個別カルテ等を作って形成的評価や総括的な評価結果を随時記録して次の学年に
送るなどの具体的な手だてをとることが大切である。
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４

小中のスムーズな移行ができる授業の在り方（基本的な指導過程の作成）
児童・生徒が学習する上において、スムーズな移行ができるようにするためには、小学校と
中学校の授業形態が大きく影響する。各学校の授業形態の違いのために児童・生徒は戸惑い、
中１ギャップの大きな要因の一つになってきたのではないかと考える。
そこで、前期、中期、後期の考え方から、各期の基本的な指導過程を作成し、スムーズな移
行ができるように、特に中期に焦点を当てながら研究を進めた。
これまで行われてきた小学校、中学校の授業形態はどちらも理にかなっており、それぞれ児
童・生徒の実態やおかれている環境等から創られた授業形態である。それを９年間というスパ
ーンで捉え直していくと次のように整理することができる。
個人思考

前期は問題解決的な学習の基礎を培う期間とし

９年間の授業構造

て捉え、知的な好奇心を高め、疑問に思ったり、
興味をもったりしたことから、問題を見つけ、友
だちとよりよく解決していこうとする力を身につ
けさせていく。そのために、発見・集団思考を重

集団思考

視した学習形態を計画し、発見した問題を他者と
話し合ったり、考えの違いを比べたりする学習過
程を意図的に仕組み、学習させていく期間とする。
中期は問題解決的な学習過程の中で、問題を解

発見

理解

定着

一単位時間の基本的指導過程（中期）
学習の流れ 段階 主な学習内容 指導上の留意点
１

はじめ

導

本時のめあ
てを知る。
学習のめあて

入
本時学習内
容に関する
問題を考え
る。
個人思考

○本時のめあてを確認
し，見通しをもたせる。
また、問題提示の際、児
童・生徒の興味関心を高

本時の学習
内容に関する
問題について
求め方を考え
る。

(1)一人調べ

自分の方法に生かしていける力を身につけさせ
る。そのために理解・集団思考と個人思考を重視
した学習形態を計画し、児童・生徒が問題に対し
てもった考えを集団で高め、高めた考えを個人に

○本時学習に必要な既習

しっかりと理解させる学習過程を仕組んでいく。

事項については一人調べ
の段階で個別に確認した
り、補説したりする。
○個別に応じた指導を行

開

解決し、友だちと高め合いながらも高めた考えを

めるように努める。

２

展

決するための方法を身につけ、その方法で問題を

い、話合いができるよう

個人→集団→個人の流れで学習させていく期間と
する。

に個人の考えをもたせて

後期は問題解決的な学習過程の中で、身につけ

おく。

前
集団思考

(2)みんなで話
し合う。

段

○それぞれの考えをもと
に話合いを通して、集団
○類似問題を使い、指導

問題を解く

(3)類似問題に
ついて考え、
問題を解く。

個人思考

者が説明を加えながら一
緒に進めていくことで，
学習内容の確認を効率よ
く行い、個人思考の時間

練習問題
を解く

展

３

練習問題を
する。

開

○できるだけ多くの練習

着を目指す期間とする。これら各期の学習形態を

問題を準備し、学習内容

経験させるために、答え
合わせを全体で時間を区

段

切って行ったり、できた

学習の
まとめ

児童・生徒同士で行った
り、学習内容や児童・生

終
おわり
末

４

本時のまと
めをする。

を重視した学習形態を計画し、場合によっては集
団思考を取り入れるが、個人レベルでの学習の定

の定着を図る。

後

力を身に付けさせる。そのために定着・個人思考

を多く確保する。

○効率よく多くの問題を

個人思考

た方法を自分で選択し、個人で問題を解決できる

で考えを高めていく。

徒の実態に応じて工夫す

整理し、えびの市内の小学校、中学校の指導者が
意識して指導していくことで、スムーズな連携が
図れるのではないかと考える。特に中期は中１ギ
ャップをなくしていく一手段に成り得るのではな

る。

いかと考える。
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５

Research（実態把握）から Vision（構想）へ
(1)

学力検査の分析
算数科・数学科の９年間を見通した指導内容の系統化を図るため、昨年度に引き続き教研式

標準学力検査（以下 NRT 検査と表現）の結果をもとに、定着率の低い領域や単元を明らかに
することにした。昨年度は、本研究センターで見直した新たな区切り、前期・中期・後期の終
了時点での結果をもとに調査・分析を行ったが、本年度はさらに詳細な分析を行うために、NRT
検査実施の全学年を対象とした。NRT 検査を選択した理由は、市内のすべての学校で採用され
ていることと、本検査が学習指導要領に準拠しており、「確かな学力」を確認する目的として
作られた集団基準準拠検査であることからである。
ア

分析の対象
・各中学校区ごとに、小学校第２学年から中学校第３学年までの学年を対象に分析。

イ

分析の流れ
(ｱ)

NRT 検査では、領域ごとの５段階評価が示されている。この資料から各領域の分布の

ようすをグラフ化して、領域ごとの児童・生徒の大まかな理解の程度をとらえる。
(ｲ)

中領域ごとに正答率を求め、正答率の低い項目と全国の正答率を５ポイント以上下回る

項目について誤答などを詳細に分析する。
(ｳ)

系統性にかかわる問題点を把握するために、領域ごとに各学年の中領域の正答率と全国

の正答率との差をグラフ化し分析する。
(2)

意識調査（アンケート）の実施と分析
中１ギャップの解消を目的として、小学校６年生と中学校１年生を対象に意識調査を実施し

た。中学校の数学科に対して入学前にもつ不安や、実際に入学してから戸惑ったことなどを調
査した。分析結果をもとに小・中学校での共通課題を探り、次の Vision（構想）の段階の資料
とした。
(3)

Vision（構想）の構築
NRT 検査結果及び児童・生徒への意識調査の分析から浮かび上がった課題を解決するために、

本教育研究センターで作成した単元名による内容系統表をもとに、各中学校区で重点的に取り
組む Vision（構想）を作成した。これを、それぞれの中学校区の小中合同研修会で提案した。
Research

NRT 検査の分析

意識調査

（実態把握）
大領域ごとの５段階評価分布の分析
中領域ごとの正答率の全国との比較分析
中領域の正答率の学年比較分析

Vision

校区ごとの Vision 作成

（構想）

（課題・方針・具体策）
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提案
提案

小６（入学前の不安）
中１（入学後の戸惑い）
分析・考察

小中合同研修会

授 業

（各中学校区）

実 践

６

中期の基本的指導過程の実践
えびの市内の全ての中学校区において、授業改善のための Research(実態把握)と Vision(構
想)、Plan(計画)を踏まえての実践に取り組んだ。小学校と中学校のスム-ズな接続を図るため
の中期の授業における基本的な学習指導過程に沿って、小学校５年生と中学校１年生で研究授
業を実施した。ここでは、Ａ中学校区での取り組みを紹介する。
小中合同研修会等において、Research(実態把握)段階では図形領域での改善が必要であるこ
とを分析し、Vision(構想)段階ではそれぞれの学年の図形領域の指導についての方針を立て、
そして Plan(計画)段階では、その Vision(構想)達成のための具体策を策定した。それらの具体
策の一つに、面積を求める公式を論理的に理解し、児童・生徒自身が説明できるように指導す
ることを設定した。
(１)

Ａ小学校５年生での実践（単元名：面積
ア

三角形の面積）

指導過程
導入では、単元名による内容系統表から明らか

個人思考①

になった前学年までの関連した学習事項や前時の
直角三角形の求積法を確認してから、めあて｢三角
形の面積の求め方を考えよう｣を知らせた。展開で
は、中期の学習指導過程でのポイントである個人
思考①から集団思考、そして個人思考②への流れ
を大切にした。学習問題に対して三角形の求積法
を個人で考える時間を設け、その考えをもとにク
ラスで話し合わせた。３つの求積法のいずれもが
一つの式（公式）に帰着することに気づかせ、公

個人思考②

式の導き出しを指導した。例題で公式の使い方を
指導、確認した後、練習問題に取り組ませ、学習
内容の定着を図った。終末では、本時学習のまと
めをして、今後の関連する小学校の学習内容や中
学校の内容を紹介し、意欲を喚起した。
中期の基本的指導過程に沿った授業であった
が、Ａ小学校では日常の授業形式で、児童にとっ
ても抵抗感なく取り組むことができた。小学生の

集団思考

段階から、中学校で問題解決のための話し合い活
動ができるように、意見交換や討論の習慣をつけ
ておくことが必要であることが分かった。
イ

単元名による内容系統表の活用
教師が単元名による内容系統表を基に、小学校
から中学校へつながりのある単元等の教科書に
目を通し、学習内容の系統を知ることで授業のね
らいや指導のポイントを定めやすくなった。また、教師が次の学年や中学校へのつながり
がわかると、児童の考えをより深めることができ、学習意欲を高めることが分かった。

（２）

Ａ中学校１年生での実践（単元名：平面図形
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円とおうぎ形の計量）

ア

指導過程
導入では、前時の復習を小テストを用いて行

個人思考①

い、めあて｢おうぎ形の弧の長さと面積を求めら
れるようになろう｣を知らせた。展開では、まず、
単元名による内容系統表から明らかになった既
習事項を小学校の教科書を活用して復習した。そ
して個人思考①で、おうぎ形の弧の長さと面積を
求める問題に取り組ませ、その求め方を一般化す
る方法を考えさせた。話し合い活動の準備とし
て、個人の考えをしっかりともたせた。次に集団

集団思考

思考で、グループで求め方を話し合わせ、それぞ
れのグループで考えた式を発表させ、それらが一
つの式(公式)に帰着することを気づかせた。個人
思考②として、例題を用いて公式の使い方と問題
の解き方を指導して練習問題に取り組ませ、その
定着を図った。終末では、公式とその導き出す過
程の大切さを知らせ、本時のまとめとした。
集団思考の中の話し合い活動では、互いに教え

集団思考

合い、理解していく姿が見られ、教える生徒も、
分かりやすい言葉で筋道を立てて説明しようと
する姿から、自分の理解を深めていく様子が見ら
れた。授業後の自己評価やアンケートからも、話
し合い活動があると分かりやすくて良いや楽し
い、おもしろかったなど、自分のためになると考
える生徒がほとんどであった。学習内容の理解度
も高かったことから、中期の基本的指導過程に沿

個人思考②

った授業の有意義さを実感した。グループ活動に
ついて、中学校では学習内容の理解を深めるため
の手段として使われているのに対して、小学校で
は学級全体で話し合う力をつけるための手段と
しても使われているという違いが分かった。話し
合う力を高めることが論理的な思考力を育成す
ることにつながることを考えると、中学校においても話し合う力を高めることを意識する
必要がある。また、小学校においては、中学校での話し合い活動に活用できるように指導
することを意識する必要があることが分かった。
イ

単元名による内容系統表の活用
中学校教師が、単元名による内容系統表から、つながりのある小・中学校の教科書を読
み、それらの単元の内容の語句や理論説明などを理解しておくことが指導に必要であるこ
とが分かった。生徒にとっても、既習事項を思い起こすことで、その理解が深まり、その
授業の内容も理解しやすくなることが分かった。
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Ⅶ

成果と課題
１

成果
○

単元名による内容系統表と小学校と中学校の教科書をえびの市の全小・中学校に配布する
ことで、小学校で学習した内容が中学校とどうつながっているか意識し、指導に生かすこと

ができた。
○

算数科、数学科における小中一貫のシステムを活用して、全中学校区の Research（実態把

握）Vision（構想）Plan（計画）を作成し、全小・中学校に提案することができた。
○

中期の基本的指導過程に則って、全小学校の５年生、全中学校の１年生で授業実施をした

ことによって、本研究が目指す授業形態を市内の教職員に広めることができた。
○

学校の枠を超えて中期の検証授業を行うことで、具体的な成果や課題を明らかにすること
ができた。

○

算数科・数学科の実態の分析方法を明確にし、市内全児童・生徒（小学校２年生～中学校

３年生）の実態分析を行ったことで、より各中学校区の実態が明確になった。
２

課題
○

本年度作成した単元名による内容系統表は現在使っている教科書をもとに作成しているた
め、今後、新学習指導要領をもとにした追加部分について検討し、修正を加えていく必要が

ある。
○

全中学校区に提案した Research（実態把握）Vision（構想）Plan（計画）の継続的な活用を
促していけるように、引き続き、各中学校区の小中一貫教育研修会等で呼びかけをしていく
必要がある。

○

本年度作成した Research（実態把握）Vision（構想）Plan（計画）は現在の児童・生徒の実
態を分析しているため、システムを活用し、毎年、作成する必要がある。

○

中期の授業形態を定着させ、中学校での授業へスムーズな移行ができるように、継続的に

実践できるような取組が必要である。
○
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