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算数科における基礎・基本の徹底
～計算の習熟から文章題へ自力解決できる児童の育成～

室戸岬小学校 校長 西村太美

教頭 大阪公子

【研究部】

教諭 大谷美代子

教諭 喜多 秀真

教諭 松岡まき子

１．研修についての基本的な考え方

子どもたちが意欲的に取り組む授業の創造、わかる授業をするため、教師自身が絶え

ず自己研鑽し勉強し続けなければならない。

研修の中でも最も身近なものは校内研修（授業研を含む）であり、一番身につくもの

である。教科ごとの研修やブロック研修などを通して、教材研究・授業研究・学級経営

の諸問題の話し合いなどあらゆる面での研修が、日常的にあるいは定期的に行われるこ

とによって一人ひとりの教師が育つのである。

２．校外研修

学校を離れて、全市的、全県的、全国的な研修の場も開かれている。これは校内での

直接的、具体的な研修から一歩進んで、自己を客観的に見るよい機会の研修である。

（１）職務研修

教師であり、学校運営の一つの分野を担う立場にあれば、当然、それぞれの分野での

専門的な研修を積まなければならない。新採研、年次研、管理職研など全員が共通の研

修を積むことにより飛躍するのである。そのほか、特別支援教育、人権教育、道徳教育、

特別活動等に関する研修なども深めなければならない。

（２）自主研修

県教育センター、土佐教育研究会、市教研サークル等での教科・教科外、その他専門

的分野での講習会・研究会には多くの教員が自主的に参加し、研修を深めることが大切

である。

３．校内研修

（１）研究テーマ

・算数科における基礎・基本の徹底

計算から文章題へ自力解決できる児童の育成

（２）重点的取り組み

・児童主体の授業づくりに取り組む。
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・学習を効率的に進めるために、学習規律を身につけさせる。

・どんなところに授業改善をおこなったかを明確にする。

・友だちの発表を聞いて自分の思いを語れる児童を一人でも多く増やしていく。

・児童一人ひとりが自主的に生き生きと授業に参加できるように、肯定的評価活動を

心がけていく。

・学習の苦手な児童を積極的に授業に参加させるために、班学習やペア学習を日ごろ

から取り入れ、関わり合い、高め合う授業づくりに取り組んでいく。

・文章題を解く手引きを作成し、ノート指導にも取り組んでいく。

◎算数科 計算の意味と操作が理解でき、演算決定ができる子どもを育てる。

１年 たし算・ひき算ができる。

２年 かけ算ができる。

３年 わり算ができる。

４年 小数のたし算・ひき算ができる。

５年 少数のかけ算・わり算ができる。

６年 問題を読み、演算決定ができる。

◎国語科 音読・朗読を通して、自己表現できる子どもを育てる。

１年・拾い読みをせず、語や文として読む。

・文と文を続けて簡単な文章を書く。

・順序を考えて話す。

２年・文章を正しく区切って読む。

・語や文の続き方に注意して文章を書く。

・順序がはっきりするように、整理して話す。

３年・書かれている内容を考えながらすらすら読む。

・まとまりのある簡単な構成の文章を書く。

・要点が分かるように話す。

４年・書かれている内容を読み取り、相手に分かるように読む。

・段落相互の関係などを考えて文章を書く。

・話の中心点が分かるように、筋道を立てて話す。

５年・聞き手にもよくわかるように速さ・リズム・声の大きさ・調子などを考えて

読む。

・全体の構成を考えて文章を書く。

・意図や根拠を明らかにして話す。

６年・聞き手にも内容が味わえるように、細かな表現にも気を配りながら読む。

・組み立ての効果を考えて文章を書く。

・全体を見通して適切に話す。
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（３）全校研究授業の計画

月 学級 教 科 名 指導者

5/10 ６年 算数 （倍数と約数） 白 石

6/ 4 ５年 算数 （小数のかけ算とわり算を考えよう） 中 島

6/15 ３年 算数 （かけ算のしかたを考えよう） 喜 多

6/20 １年 算数 （あわせて いくつ ふえると いくつ） 大 谷

6/27 ４年 算数 （わり算のしかたを考えよう） 松 岡

7/ 4 若竹Ⅰ 算数 （クッキーを作って販売しよう） 藤 岡

7/11 ２年 算数 （新しい計算を考えよう） 森 部

４，３年間の取り組み

（１）本校の子どもの実態

自然豊かな環境の中で、のびのびと育ち明るく人なつっこく、素朴さを持った子ども

たちである。しかし、生活習慣が身についていなかったり、家庭の重い荷を背負ってい

るため不安や不満・いらいらが児童の気持ちを駆り立てて、学級を落ち着かないものに

していた。したがって、学習をしても浅く、定着しにくいままに学年を経てきた。

（２）16年度（指定を受ける前年の取り組み）
○朝読、百マス計算の開始

それまで、学級の裁量で昼学習として取り組んできた百マスと読書を、脳や体を目

覚めさせ 1 時間目の学習ヘスムーズに入れるようにというねらい（計算力の高まりも
期待しつつ）で、全校朝の時間帯に位置づけた。

○ステップアップタイム（算数の計算中心）

・できることの積み上げで、学習への参加意欲を高める。

・くりかえすことが、定着の基本的な方法の一つ。

担任・養護教諭・教頭・校長、時には事務も加わり 3～ 4人で 1学年週 1回 45
分指導にあたる。できたプリントの量の多さが、学習意欲の高まりにつながった。

（３）17年度（学力向上指定 1年目）
○モジュールタイムの開始

朝読・百マスに加え、音読が脳の目覚めや活性化に効果があることがわかり、「ま

ねび学園」の石橋先生を講師に招いて研修をした。そして始業時間を５分早めて、
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１時間目までに、朝読（１０分）・音読と百マス（１５分）を週 4 日位置づけた。

（朝の読書）

全校一斉に取り組むことによって、静かに集中する時間を確保することができ、

落ち着いて取り組むことができるようになり、本の種類も絵や写真の多いものを好

んで読んでいた児童も「かいけつゾロリ」など興味がある本を集中して読めるよう

になってきた。また、休み時間や百マス計算の終了後にも文字の多い本を選んで続

きを読むといった様子もみられるようになってきた。

（音読）

朝そろって声をだすことによって、眠そうにしている児童が少なくなってきた。

また、回数を重ねるごとに覚えるのも早くなってきたし、様々な文学作品に触れる

ことによってその良さに気づくことができるようになってきた。

（百マス計算）

百マス計算に取り組むことによって、集中力が少しずつ増し、計算力が向上して

きた。また、目標タイムを設定しそれを目指すことによって最初は友だちとタイム

を比べていた児童も、自分のタイムと比べるようになってきた。そのことによって

達成感を味わうことができるようになってきた。

○ステップアップタイム（個別の苦手克服学習・・・算数の計算中心から）

基本的なねらいや方法は、16 年度と同じ。より集中力を高めるため（小河勝先
生の助言）20分を週 2回実施するようにした。また、下学年にさかのぼってチェ
ックテストを実施、結果を個人ファイルにして、誤答した問題のプリントを自分で選

んで繰り返し挑戦できるようにした。さらに、CRT の結果から、演算決定の力が
弱いことがわかり、計算問題だけでなく文章問題も作成し挑戦できるようにした。

子どもたちは、自分のペースで取り組むことができ、プリントがファイルにたまっ

ていくのが嬉しくて意欲的に取り組んだ。前学年の学習を復習しているので特に中学

校に向けての総まとめの充実した時間となっている。
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（４）18年度（学力向上指定 2年目）
○モジュールタイム

メンバーがかわったので、音読の研修のため「まねび学園」の石橋先生を再び招き

研修を深めた。その折、SST（Sound Shower Technique）の紹介があり、英語の力を高
めるだけでなく、脳を目覚めさせることや集中力を高め活性化させるのに大変有効で

あると思われたので、8 名が伊丹の「まねび本部」と尼崎市の「まねび学園」で研修
を受けた。モジュールタイムに組み込むにしても時間の関係があって検討中である。

（朝の読書）

図書室から学級文庫として２０冊や児童が個人的に借りている本などを読んでいる

が学級によっては市民図書館から２０冊借りてきたり、担任私物の本などを読んでい

る。読むときは、５０ページを超える本を意識して選ばせたり、読み始めたら必ず読

み切ることを指示している。また、国語の教科書で紹介されている本や、単元学習に

関連した本（例えば「世界の民話を読もう」という単元を学習した時は、世界の民話

を借りてきたり、「春のお話を読もう」であれば春のお話を探してくる）を選ぶこと

もある。子どもたちが興味関心をもつような選書を心がけた。

（音読）

昨年度より、まねび学園尼崎教室の石橋淑子先生から音読指導を受けている。年に

１回だが、石橋先生の張りのある声、美しい発音、リズムを大切にしたテンポのある

音読の仕方を児童とともに学び、各学級が実践している。母音の発音や口の形、言葉

が持つイメージを大切にし、音読をしている。また、授業の中で「音読が上手になれ

ば読み取りも深まるであろう。」との仮説を立てて日々取り組み、長文を暗唱し、様

子や気持ちが聞いている人に伝わる読みができる児童の育成を目指している。

成果としては、 子どもたちは難しい言い回しの文も、毎日の繰り返しの中で、元

気よくはっきり発音し、気がつかないうちに暗唱できるようになっている。友達より

も早く覚えたいという意欲もみられ出した。休み時間などに、自然に音読の詩の一部

が出て一緒に友達と言い合っている姿も見られる。高学年では個々に違いはあるもの

の元気よく取り組め、大きな声を出して音読するとすっきりするのか、気持ちよく１

時間目に入ることができる。この取り組みのせいか、日頃の発表の声が大きくなった

児童もいる。

〔２年生 読書風景〕 〔１年生「雨ニモ負ケズ」音読風景〕
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（百マス計算）

初めの頃は、計算ミスの多い児童もおり、時間もかかった。しかし、長期的に毎日

繰り返すことにより、全体的に時間短縮が図れている。また、だんだん集中力がつい

てきており、計算ミスも少なくなった。自分のタイムをグラフ化することで目標を持

ち意欲的に取り組む姿勢がついてきた。学年によってはかけ算、たし算の計算ミスは

少なくなり、だんだんとタイムも縮まってきているが、ひき算やあまりのあるわり算

は苦手である。引き算はあまりのあるわり算にも常時活用するため、ずっと取り組ん

でいる。

〔３年生 あまりのないわり算〕 〔１年生 くりあがりなしのたし算２７問〕

使用した教材

『陰山メゾット徹底反復百マス計算』（小学館）

『陰山メゾット徹底反復百マス計算』（小学館）

『単元別まるわかり！シリーズわり算習熟プリント』（フォーラム・A）
『算数ミニミニ３分間テスト小学１年生』（清風堂書店）

『徹底反復計算プリント』（小学館）

『小学１年生徹底反復こくごさんすうプリント』（小学館）

『陰山式モジュール授業の実践』（小学館）

『確かな学力を育てる算数ワーク』（明治図書）

成果

１年生は入学してしばらくは学習できなかったが、６月頃から少しずつミニプリント

を使って（５問の計算問題）学習を始めた。２学期からは、繰り上がりなし、繰り下が

りの加減法を中心に３６問の計算問題に取り組み、だんだんとマス計算を取り入れてい

る。どの計算も１４日間続け、自分のタイムを必ずグラフ化し、少しでも目標タイムに

近づけるように、追い越せるように意欲付けをした。その結果、初めは驚くぐらい遅か

った児童もタイムを気にし始め、毎日のタイムに一喜一憂しながら自分を励まし、集中



- 7 -

力や力がついてきたように思われる。

また、朝の３０分間というスタイルが継続的に行われているので（一つのことを短時

間限定して取り組むので）児童の集中力が途切れにくくなり、結果的には集中して学習

に取り組む姿勢が備わってきた。

高学年（特に６年生）は３年間マス計算を取り組み、時間も集中力もいい方向に向か

っているので、発展学習として『確かな学力を育てる算数ワーク』を使って５，６年生

の復習をし、ずいぶん学力がついてきた。また、日直が百マスの当番として、司会やタ

イム計測、記録の係をしている。自分達の力で進行させることにより、他の教科同様一

つの決まった百マスの時間として子どもたちに意識されている。

○ステップアップタイム

毎日１校時目をステップアップタイムに位置

づけ、各学年２０分間を週に２回取っている。１

年生は入学当初、学習が進まないため、２学期か

ら水曜日の２校時目の始め２０分間を位置づけた。

ステップアップ教室へ移動すると、児童は決ま

った席に座り、自分のファイルをみながら課題プ

リントを選ぶ。

各学期始めに全学年用のチェックテストを行い、

クリアできなかった分野のプリントを探し、そこ

からスタートして学習を進めている。（つまづき

部分の把握）

色々な領域のプリントをしているので、評価す



- 8 -

る教員は、担任、級外教職員で常時３～４名があたっている。内容としては、室戸式のプ

リントを中心に取り組んでいたが、２学期

から領域を増やした。室戸式は計算領域が

多く、他の領域の問題数が少なかったり、

省かれていたりしたため、担任が学級の実

態に即してプリントを大増版した。児童が

理解できにくい内容をいろいろなバリエー

ションでプリントし、習熟を図った。なお、

１，２年生は初めからプリントがなかった

ので、学級担任が児童の実態に即してプリ

ントを用意し、それを児童がこなしていっ

た為、チェックテストは実施できていない。

児童は、自分のペースでプリントをこなし、

終わると手をあげて近くの教職員に知らせる。

教職員は手が挙がった児童のプリント採点や

つまづいている児童に１対１の指導を行って

いる。１人の教職員が児童４～５人の割合で

支援できる為、児童は待ち時間がほとんどな

く、分からないところは丁寧に教えてもらえ

るので、少しずつ習熟度が高まっているよう

に思われる。時間も２０分間と短時間である

ため集中しやすく、どんどんこなしたプリントが自分のファイルにたまり、自信と意欲と

達成感が生まれているようである。また、担任以外の教職員と学習中に接することが、良

い刺激になっている。（○や１００点の付け方、褒め方などが心地よいらしい。）

左の写真は、３年生の児童の個人ファイル

に添付されているチェックテストの結果であ

る。

２年生の内容（全学年）の問題をするのだ

が、ピンクの付箋は、この児童が CRT の学
力検査時や普段の学習時につまづいている単

元名を担任が個人個人のファイルに貼り、児

童はそれを見ながら苦手な単元のプリントに

取り組む。

こうした手だての中で、前の単元や苦手な

単元を克服していくのである。繰り返し学習

することで力をつけていく。計算ミスなども

ずいぶん少なくなり、児童一人一人に自信が

ついてきだした。



- 9 -

右の写真は、領域別にクリアーファイル

に入ったプリントである。それをステップ

アップタイムの時間に、さっと右のように

並べ、

児童が取りやすく能率的に学習できるよう

にしている。

大きな成果としては、通常の算数の時間に出

来ない、全学年の学習の復習や少し前に学習

した単元の復習はもちろん、九九を完全に覚

えきれていない児童も含め、九九の学習をす

ることで、かなり定着してきたように思う。

六年生は小学校の算数科の復習を計画的に

実施することができ、学力がついてきた。
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【ステップアップタイムで使った学習プリント】

１年 算数まるごと評価テスト１年 喜楽研

２年 まるごと評価テスト 喜楽研

計算習熟プリント 清風堂書店

確かな学力を育てる算数２年ワーク 明治図書

３年 室戸式プリント 室戸市教育研究所

確かな学力を育てる算数３年ワーク 明治図書

計算習熟プリント３年生 清風堂書店

わかってできる算数プリント小学３年生 フォーラム・A
４年 室戸式プリント 室戸市教育研究所

算数まるごとファックス資料集 喜楽研

たのしく学ぶくりかえし算数プリント 喜楽研

算数習熟プリント 清風堂書店

５年 室戸式プリント 室戸市教育研究所

算数テストプリント フォーラム・A
６年 室戸式プリント 室戸市教育研究所

くりかえし算数練習プリント 喜楽研

（５）１９年度（学力向上指定３年目）

○モジュールタイム

（朝の読書）

子どもたちは、８時７分に放送委員会の「全校の皆さん。おはようございます。静かに

朝の読書を始めましょう」というアナウンスを聞き、朝の読書を始めている。校時表は８

時１５分からだが、８時１０分に職員朝礼のチャイムが鳴るために、早めに放送委員会が

放送を入れるので、それまでに登校して提出物や朝の準備が終わった子どもから順に自分

の読みたい本や読みかけの本を本箱へ取りに行き、読み始める。

１年生は時々読み聞かせを行っているが、みんな瞬きもせずに、食い入るよう絵本を見

ながら聞いている。本の種類は様々であるが、８時２５分の終了チャイムまで静かに読め

ている。

この朝の読書を一斉に始めてから、子どもたちは朝から心を落ち着かせながら、脳を活

性化させている。１０分間の読書中は本を替えずに落ち着いて１人で読むことや、読み始

めたらその本を読み切るように指示している。本の種類は、学校図書館の本、市民図書館

の本、担任持ち込みの本（物語の本や感動できる本）など様々である。

（音読）

ここ３年間は、まねび学園尼崎教室の石橋淑子先生から音読指導を受けている。今年度

は、２年間の音読の成果を石橋先生に聞いて頂き、担任が日頃子どもたちと実践している

様子を見てもらった。石橋先生からは「子どもたちの声が育ってきている。声が育つと言
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うことは人間として育ってきたと言う事だ。」と評価してもらった。しかし、普段してい

る音読も石橋先生と共に音読すると、また声が輝き初め、凛とした声で表情豊かに音読す

ることが出来た。

教材は徹底反復「音読プリント」を主教材に据え、「子どもと一緒に読みたい詩」など

を使い、長文になってもしっかり暗唱出来る力が集中力を高めることに繋がると信じて実

施している。

音読は脳を最も活性化させる。だから発声を確かなものにすること、はっきりした声で

読むこと、テンポ良く次々と読んでいく事が大事であり、このねらいを持って指導すると、

声が朗々とし、心まで強くしっかりしてくることを信じて指導を続けている。

（１００マス計算）

加法、乗法の１００マス計算や今年度各学年にそろえたモジュール学習プリント（フォ

ーラム・A）、３年前からそろえて使用している確かな学力を育てる算数ワーク（明治図
書）等をつかって学習をしている。ミスもあるが子どもたちは自分のタイムを気にしなが

ら集中して取り組んだ。初めは慣れない形式のプリントも回を重ねるごとに単純ミスも減

り、集中力や計算力も徐々についてきている。

子ども達は毎日のプリントをファイルに閉じたり、グラフで表すことで、自分の目標を

見据え、集中して取り組むことができた。

○ステップアップタイム

毎日１校時目にステップアップタイムがあり、各学年週２回実施している。１年生は１

学期間は学習内容が進まないので、２学期から毎週水曜日の２時間目の始め２０分間を昨

年度より位置づけている。

ステップアップ教室へ移動し、児童は自分のファイルを見ながら課題プリントを選ぶ。

１学期早々にチェックテストを行い、前学年の学習内容の中で十分な理解や習熟が出来て

いなかった単元から学習をスタートさせている。プリントは昨年度の学年担任が回し刷り

したものや今年度新しく作ったものなどを領域別に分け、学習を進めているが、学年によ

っては前学年の復習を切り上げて、現在習っている内容の習熟を図ったり児童によっては

前々学年の学習内容のプリントを用意して学習をしている。

○算数科における授業改善

発表当日の指導内容

学年 教 科 名 指 導 者

１ 算数 「たしざん」 大谷 美代子

２ 算数 「新しい計算を考えよう」（かけ算） 森部 功一

３ 算数 「かけ算のしかたをかんがえよう」 喜多 秀真

４ 算数 「わり算の筆算を考えよう」 松岡まき子

５ 算数 「小数のかけ算を考えよう」 中島 祐治

６ 算数 「およその面積を求めよう」 白石 信宏

若竹Ⅰ 生活単元学習 「クッキーを作って販売しよう」 藤岡真季子
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今年度は研究テーマに沿って文章題を自ら説く学習を積極的に取り組んだ。問題文を声

を出して読んだり、分かっていることや聞かれていることを色線で明確にし、立式する前

に自分のイメージで図や絵を書いて考える時間を授業の中で位置づけた。図を説明したり、

自分の考えを発表したり人の考えをしっかり聞き、自分の考えと比較するようなコミュニ

ケーション能力が不足しているため、授業の中では児童のつぶやきを大切にしながら、自

分の考えを発表できる雰囲気作りから取り組んでいる。また、班やグループで話し合う時

間も授業の中に取り入れ、わかりにくい児童を巻き込み中心に据え関わり合って教えあっ

たり意見を交換したりする場を設定している。お互いに学び合う事の大切さを身をもって

体験させ、自力解決したことが友だちにも教えることで自信を持たせ、喜びを感じられる

授業を展開したいと考え、授業に臨んでいる。

１学期は、各学級２学期に向けての全校研を取り、指導案検討から板書計画、発問まで

ブロックで話し合い、授業に臨んだ。研究テーマに沿った各学年の授業は、暗中模索しな

がらも自力解決できる児童の育成を目指している。

夏期休業中は、１学期に行った授業研の反省の上に立ち．１１月２日に行う授業の指導

案検討を含む校内研修を行った。

２学期に入ってからは、発表当日の授業について、全教職員で子ども一人ひとりの実態

に即した指導を考え、何回も協議して当日を迎えた。１学期の公開授業研の単元と関連し

た単元を４月当初から計画していたため、テーマに沿って日々の授業を展開してきた。

６．研究の成果

朝の約３０分間のモジュール学習は毎日継続して行ったことで（一つのことを短時間に

分割して取り組んでいる）児童の集中力が途切れにくくなり、結果的には集中して学習に

取り組む姿勢が備わってきた。

１０分間読書をすることが、朝の始まりであるという認識が生まれ、落ち着いた雰囲気

の中で取り組み、読書が好きになった児童も増えてきた。学級での図書の時間まで待てず、

休み時間に本の借り換えに行く児童も多くなった。

音読では、子ども達はテンポの良い詩や体験を伴った詩を、大きな声で明瞭に発音する

ことやリズムの変化、気持ちを込めて読む部分を作ったりと、音読を楽しみながら声を出

すことができた。すると、授業の中でも音読が好きで次の教材を楽しみにしている児童も

増えてきた。授業の中でも音読が中心になる学習内容の時には、積極的に学習に取り組む

姿勢が見られてきた。新しい教材に移っても、比較的スムーズに声が出せれている。

また、１００マス計算を続けていくことで、自分の毎日のタイムをグラフ化し、タイム

がのびなかったときの原因も、子ども自身が自分を問いただしていく事が出来だしている。

５年前には、一日中奇声や子ども同士のトラブルが見受けられた朝の教室が、落ち着いた

雰囲気の中で学習に望む子どもたちの姿に変わっていることは、大きな成果である。

ステップアップタイムでは、小河式プリントから室戸式プリントを加え、更に学級の児

童の実態を見据えたプリントを用意し、領域を増やすことで個々の児童の不得意な学習を

復習することが出来た。２０分間の短い時間を児童は鋭い集中力で意欲的に取り組でいる。

３学期は文章問題にチャレンジしたり、２０分の時間が足らなくて、「もっとしたい！」
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という子どもの声も多くなった。しかし、集中力の面から考えるとちょうど良い時間であ

るので、効果的な２０分間指導を続けていく。

授業の中で習熟を図る時間が不十分のため、この時間で個々の児童の現状に併せた支援

ができ、児童一人ひとりも繰り返し学習することで次第に自信をつけ、集中力や持続力が

ついてきた。

算数科の授業改善については、テーマに沿った計算から文章題へ自力解決できる様に、

全校が文章題に取り組んだ。系統的な学習形態を取り、児童一人一人が考え、ペア＆グル

ープ学習を取り入れ、自分の考えを発表できる様にした。また、１学期には７学級がすべ

て公開授業研を行い、発表に向けての足がかりとなる実践を作った。

問題を読み取り、図に表すことによって、演算決定出来るようになった児童も多くなっ

たし、文章問題をチェックすることで、何が書かれているか、何を求めなければいけない

のかという作業を通して、演算決定できるようになった。

７．今後に向けて

３年間、試行錯誤しながらも目の前の学級の子どもたちを見ながら、学力向上を目指し

て取り組んできた。地道な取り組みではあるが、子どもたちの生活に目を向け、学力に目

を向けこれから先も無理なく続けることのできる学習スタイルを確立してきたとも言え

る。

しかし、チェックテストの見直しやステップアップタイムのプリント内容など改善すべ

き問題点はたくさんある。算数科の授業改善も、今年度の取り組みや結果を分析し、さら

に問題を読む力をつける（国語科の学習をふまえて）ことを大事にしなければならない。

今後も振り返りをしながら子どもたちの現状にあわせ、ニーズにあった指導を続けてきた

い。


