
事業名：学力の把握に関する研究指定校事業 

     （国立教育政策研究所） 

学校名：安芸高田市立可愛小学校 

所在地：安芸高田市吉田町山手１１６５－３ 

Ｈ Ｐ：http://www.eno-e.hiroshima-c.ed.jp/ 

学校規模： ８学級，１５６名 

１ 研究の概要 

（１）研究テーマ及び研究のねらい 

① 研究テーマ 

 

 

② 研究のねらい 

 ○ 学習指導要領に定める目標が児童にどの程度実現

しているかについて調査することを通して，目標に

準拠した指導の在り方や，評価により把握した児童

の実態をもとに，指導方法などの改善を図る。 

 ○ 数学的思考力を育成するために評価と指導の工夫

改善を行う。 

 

 

 ③ 研究仮説 

    図形・数量関係領域において，評価と指導の工夫

改善をはかれば，数学的思考力を育成することがで

きるであろう。 

（２）研究組織・体制 

  ○ 研究推進統括部（校長，教頭，教務主任，研究主

任）を中心にして，全職員で取り組む。 

（３）研究内容 

 ① 算数科 研究領域【図形】【数量関係】 

 ② 全学年・学級 

 ③ 取組み内容 

 

 

 

 

 

 

 ④ 研究計画 

 評価の工夫改善ついて 指導の工夫改善について 

Ｈ20

年度 

○２領域の評価規準の作成 

○指導への活用 

○授業の流れ，統一事項の

確認による授業改善 

Ｈ21

年度 

○移行措置を踏まえた評価

規準の作成 

○指導への活用 

○見取りを生かした授業改

善・授業力向上 

Ｈ22

年度 

○新学習指導要領を踏まえ

た評価規準の作成 

○見取りを生かした授業ス

タイルの確立 

※ 年間８回程度の研究授業の実施，年１回の研究公開の実施 

２ 授業改善の視点 

（１）評価の工夫改善について 

 ① 評価規準表の作成 

  ・ 学習活動における児童の姿を具体的に想定した評

価規準の設定，手立ての設定 

 ② 評価補助簿の活用 

  ・ 児童の実現状況を的確に把握できる評価方法の設

定，見取りを指導に生かす技量の向上 

 ③ 抽出児童の評価による検証 

  ・ 学級全体の理解度傾向の把握，単元計画の見直し 

（２）指導の工夫改善について 

 ① 数学的思考力の育成をめざした学習プロセスの構築 

  ・ 自力解決・集団解決・振り返りの場面での思考力，

表現力の育成 

 ② ノート指導 

  ・ 思考の流れが分かるノート作り 

  ・ 指導者のコメントを入れる取組み 

３ 研究の成果と課題等 

（１）成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１ 既習内容をもとにしながら考えているか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２ 理由をあげて自分の解き方を説明しているか】 

図１から，既習内容を

もとにしながら考える

ことができる児童の増

加が見られる。また，

図２から，理由をあげ

て自分の解き方を説明

する児童が増えている

ことがうかがえる。ま

た，図３は，抽出児童

のノートであるが，絵

や図を用いて自分の考

え方を説明しようとす

る姿が見られ始めた。

図をかくことのよさに

気付いている記述や，

理由を書けるようにな

ってきたことで自分の力の伸びを感じている記述などが見

られる。この要因として，図４の指導者意識調査とあわせ

て考えると，学習プロセスの構築や思考の流れが分かるノ

ート作りの取組みが有効であったと考えられる。 

数学的思考力の育成 
～図形・数量関係領域における評価の工夫改善を通して～ 

※ 本校では，数学的思考力を「既習内容をもとにしながら，根拠

を明らかにして問題を解決する力」と捉える。 

【評価の工夫改善について】 
 ア 評価規準表の作成 
 イ 評価補助簿の活用 
 ウ 抽出児童の評価による検証 
【指導の工夫改善について】 
 エ 数学的思考力の育成をめざす学習プロセスの構築 
 オ ノート指導 

【図３ 抽出児童のノート】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４ 指導者意識調査】 

（２）課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図５ H20「基礎・基本」定着状況調査とH21全国学力・

学習状況調査Ａ問題の比較】 

 

 

 

 

 

【図６ 抽出児童の変化について】 

図５からＨ２０「基礎・基本」定着状況調査とＨ２１

全国学力・学習状況調査（Ａ問題）の結果を比較すると，

正答率８０％以上の児童が減少しているが，６０％以上

の児童は増加している。Ｂ評価児童をＡ評価にするため

の手立てが十分ではなかった。 

図６から抽出児童の変化を見ると，Ｃ１児のように大

きく伸びている児童もいるが，Ｃ２児のように変化のな

い児童もいる。Ｃ評価児童の手立てについて取り組んで

きたが，その手立てが，より個に応じた有効なものにな

るようにしていく必要がある。 

また，指導者意識調査（図４）から，「抽出児童によ

る検証」の数値が一番低いことから，抽出児童の評価や

実態把握を通して，学級全体の理解度をしっかり把握し，

単元計画の見直しを図っていくことも課題である。 

（３）今後の改善方策等 

○ 既習内容をもとにしながら根拠を明らかにして問題

を解決しようとする児童の姿が育ってきている。今後

は，児童の内面の思考をさらに的確につかんでいくた

めにも「ノートに自分の考えやその理由を記述する力」

「筋道立てて説明する力」を継続的に育てていきたい。 

 ○ 手立てが必ずしも有効にはたらいていないという課

題については，様々な要因が考えられる。 

・ Ｃ評価児童への手立てが十分とはいえない。 

・ 理解の向上をめざした練りあいが十分ではない。 

・ １時間の授業の中で評価問題の時間確保が十分とれ 

ていない。 

 これらの改善に向けて，指導者が把握した学習状況

を指導につなげることができるよう研修を重ねていき

たい。 

○ 評価規準表の作成や評価補助簿の活用，ノート指導等，

評価と指導の工夫改善にかかわる取組みを通して，指導

者の思考力育成に対する意識の高まりが見られた。今後

さらに見取りの精度をあげ，それを的確に指導に生かし

ていく力量の向上をめざしたい。 

４ 実践事例     評価の実際 

第６学年 算数科 

単元名「文字を使った式」 

◆ 単元の展開（全５時間） 

 第１次 文字を使った式 

 第２次 x の値を求める問題 

 第３次 式のよみ方（本時） 

◆ 本時のねらい  個数の求め方を多様な式に表し，そ

の考え方をよみとる。 

◆ 本時の学習活動 

   個数の求め方について，式と図形を結びつけて表す

方法を考える。何をどう表したか考え方を交流し，多

様な表し方を知る。 

◆ “数学的な考え方”の評価規準（評価方法） 

   並んでいる個数の求め方を図と式に表して考える。

（ノートの記述） 

◆ 児童の具体的な状況 

「おおむね満足できる」と判断

される状況 

「十分満足できる」と 

判断される状況 

・並んでいる個数の求め方を考

えて図と式に表している。 

・個数の求め方を複数考えて

図と式に表したり，式の説

明をしたりしている。 

◆ Ｃ評価児童への手立て 

個数をまとまりで囲んだ図を示し式を考えさせることを通し

て，学習課題を具体的につかませる。 

◆ 評価の実際 

【Ｂと判断した例】       【Ａと判断した例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 成果と課題 

 ○ 児童の反応を的確に予想できたことにより，評価補

助簿（座席表）を活用して児童の学習状況を効率よく

見取ることができた。 

 ○ Ｃ評価児童へは，個数をまとまりで囲んだ図を例と

して提示することにより，本時の学習内容をつかみや

すくなり，自力解決につなげることができた。 

 ● 適用題をする時間が確保できるように，授業構成を

考える必要がある。 

図にまとまりを表し，図と式
を結びつけているので，Ｂ評価
と判断した。 

まとまりを表した図と式を結びつけ，さらに式にことばの説明を加えた
り，考え方をまとめたりしているので，Ａ評価と判断した。複数の考え方
をしている児童もＡ評価とした。 

【抽出児童の変化について】 
Ａ１児 【Ｈ２０】８０％以上→【Ｈ２１】８０％以上 
Ａ２児 【Ｈ２０】８０％以上→【Ｈ２１】８０％以上 
Ｂ１児 【Ｈ２０】８０％以上→【Ｈ２１】８０％以上 
Ｂ２児 【Ｈ２０】６０％以上→【Ｈ２１】８０％以上 
Ｃ１児 【Ｈ２０】５０％未満→【Ｈ２１】６０％以上 
Ｃ２児 【Ｈ２０】５０％未満→【Ｈ２１】５０％未満

Ｈ２０「基礎・基本」定着状況調査とＨ２１全国学力・学習状況調査の比較
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【平均通過率】 

Ｈ20「基礎・基本」定着状況調査８１．９％ 

Ｈ21全国学力・学習状況調査Ａ問題８０．７％

各取組みは有効であったか　　（指導者意識調査より）
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