全国算数授業研究会月報

第２３６号

算数授業通信
担 当 種市芳丈

(青森県幹事)
発 行 平成 29 年 6 月 23 日
contents
p1278

巻

頭

p1279

実践報告①

４年「位置の表し方」～違い探し～

p1280

実践報告②

３年「表とグラフ」～絵を決める～

p1281

ワークショップ①

まずは無料でスクプレ！

p1282

実践報告③

３年「三角形」～くじ引き～

p1283

実践報告④

３年「三角形」～動的提示～

p1284

ワークショップ②

「スクプレ道場」のこんな使い方

p1285

実践報告⑤

４年「計算の仕方を考えよう」
～キャラクターの？～

p1286

実践報告⑥

２年「かけ算(４)」

p1287

巻

一輪車にチャレンジ

尾

言

言

「スクたん」に込められた思い

page 1277 算数授業研究会月報 236 号

～一部だけを見せる～

巻

頭

言

「スクたん」に込められた思い

種市芳丈
青森県幹事
三戸町立三戸小

今から５年前、正木先生や渡邉先生(岩手)、千々岩先生(福岡)などの方々と
一緒にスクールプレゼンター(以下、スクプレ)の同好会を立ち上げたことがあ
る。会の名前は「スクプレ探検隊」、略して「スクたん」。ユニークな名前だが、
その命名には、正木先生の下記のような思いが込められていた。

スクプレとは何だろう。授業に関わらない人にとってそれは、ただのプラスチック
の円盤。しかし、授業をする者には、夢を叶えてくれる魔法の道具である。授業
を変え、納得のいく授業にしたいと追い続ける人にとっては、これほどありがたい
ものはない。そのありがたさは、待って与えられるものではない。自ら開発するもの
である。そこには、創造的な世界が広がる。そこに踏み入り開拓しようと言うのだ
から、それはまさに探検である。
～スクたん１号「巻頭言」より～
今読んでも、スクプレを開発した一人である正木先生の熱い思いを感じる。
さて、自分の５年間の授業実践の歩みは、このような姿勢を持ち続けてこれた
だろうか…。
５年前は、ちょうど附属小から地元の公立校に戻った頃である。研究環境や
子どもたちの実態の違いに戸惑いを覚えていた。専科で算数だけを教えていた
状況から学級担任で全部の教科を教えるようになったり、算数について毎日気
軽に話し合えていた職場からサークルや研究会などでしか話せなかったり、子
どもたちの動き出す場面が予想と全く違ったりするなど、今まで通り算数に向
き合うことが難しかった。そんな中で、授業研究の救いになったのが、スクプ
レを使った教材開発である。
「週に一回は自作の教材ファイルを作って授業する」
と決め、他社の教科書を見比べたり、担任している学級の子どもを思い浮かべ
て動き出す場面が生まれるように作ったりすることを地道に続けた。結果、こ
の５年間でスクプレの教材を 200 個以上作ることを通じて、ICT を使った問題
提示のコツも多少見えてきた。また、スクプレ道場に自作の教材ファイルをア
ップロードしたり、スクプレが初めての人向けの図入りの説明書を作ったりす
ることにも取り組み、裾野を広げることも並列して行うこともできた。
本当にスクプレのお陰で、自分の算数授業の考えが実践を通じて形成された
り、授業スタイルも定まってきたりしたと思う。こんな素晴らしいソフトを開
発してくれた先輩たちに感謝である。これからも「スクたん」に込められた思
いを胸に、自ら開拓をし、探検を続けていきたい。
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実践報告①

４年 「位置の表し方」 ～違い探し～
１

「ものの位置を表す表現」を引き出す

空間の中の位置を表すには、縦・横・高さの３つの要素を使って表現すると分かり
やすい。このような見方を元々持っている子もいる。授業では３つの要素を使うこと
を一方的に教えるのではなく、このような表現をしている子を取り上げて、その表現
が分かりやすいと気付く場を創るようにしたい。そこで、
「違い探し」という手法でス
クプレ教材を作る。少しだけ違いのある２つの絵を比べさせることで、その違いを表
現するのに「ものの位置を表す表現」を言わざるを得ない状況を作るのである。
ここをクリックすると教材動画へ
２

事例

まず、これから見せる２枚の絵には違いが１つあるけど、
分かっても口に出さないように指示した。ＡとＢを５秒ずつ
見せて分かったかどうか聞いてみると、
「分かった！」
「え？
分からない…」に分かれた。すると、「もっとゆっくり見せ
てくれれば分かる」と関わろうとする子が出てきた。同じよ
うに思った人を聞くと、ほとんどの子が手を上げた。
次に、分かったら違いが分かったらノートに書くように指
示した。ＡもＢも 20 秒ずつ見せると、ほとんどの子がノー
トに書くことができた。ノートを見てみると下記のような記
述だった。
ア

赤い風船が高くなった…５人

イ

(２の３)が上に上がった…12 人

ウ (２の３の２)から(２の３の３)になった…13 人
これらの様子から、ウのような「ものの位置を表す表現」は、前時の学習(２つの要
素で表す)から発展させて考えたり、自然に３つの要素で表したりすることが分かった。
ただ、アやイで考えた子どもに、ウの表現のよさに気付かせる必要がある。そこで、
子どもから情報不足であることを指摘することを期待し、
「正解は『赤い風船が高くな
った』です！」と発表した。すると、子どもから下記のような声が上がった。
「赤い風船ばっかりだから、それだとどれか分からないよ。」
「どの風船なのか分かるようにするためには、昨日習ったことを使って、(２の３)っ
て言えばいい。だから、(２の３)の風船が高くなったが分かりやすいよ。」
「だったら、高さも表したらいい。(２の３の２)が(２の３の３)になったでどう？」
どんどん発表がつながり、みんなが理
解したような雰囲気になった。そこで、
一度まとめを書き、練習問題に挑戦して
本時を終えた…。
授業の様子から、
「違い探し」という教
材アレンジは、子どもの表現を引き出す
のに有効であると感じた。
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実践報告②

３年「表とグラフ」
１

～絵を決める～

データの傾向をつかもうとする姿を引き出す

統計の学習はどうしても目的意識のないまま統計的処理を教えてしまいがちになる。
しかし、次の学習要領では、
「データを収集して分析し、その傾向を踏まえて課題を解
決したり意思決定したりすること」を重点の一つとして挙げている。そこで、
「絵を決
める」という手法でスクプレ教材を作る。交通量の多い通学路にポスター作りをする
という場面にし、どのような車種の絵を入れればいいか考えさせるのである。交通量
の傾向をつかもうとする姿を引き出していく。
ここをクリックすると教材動画へ
２

事例

よし子の通学路の様子をテレビに提示(右上の教材動画)
した。それを見て、
「車が多い」
「速い」など、車について着
目してつぶやきが聞こえた。
「この道、あぶないと思った人？」とたずねると、ほとん
どの子が手を挙げた。そこで、ポスターを作ってこの道に掲
ようと思っていると伝え、そのポスター(右図)を見せた。
「あれ？先生、車の絵を忘れているよ！」
と驚いた反応。実は、どの車の絵にするか悩んでいると伝えた。
「大きくて危ないから、トラック。」
「速いからスポーツカー。」など、思い思いの考え
が出終わると、
「一番多い車にするのはどうかな？」
とＡさんから教師が待っている言葉が出た。この言葉にすぐ乗りたかったが、子ども
たちがこれに賛成しないと、傾向をつかもうとする目的が共有されない。そこで、ど
うして一番多い車がいいのか問い直した。すると、B さんが、
「一番多い車だと、たくさん気を付けてくれそうだから。」
と説明してくれた。みんなが頷いている様子を見て、学習課題「一番多い車はどれか
数えてみよう。」を板書した。
自由に数えてさせると、トラックは６台、スポーツカーは５台で設定してあるのに、
スポーツカーの方が多いという子が出てきた。そこで、間違いの少ない方法を教える
ということで、「正」を使った数え方を教えた…。
このように、目的をもってデータの傾向をつかもうとする姿を引き出せたことで、
授業後半の統計的な処理の仕方もすんなり理解することができた。

page 1280 算数授業研究会月報 236 号

ワークショップ①

無料でスクプレを始めてみよう！
※下線はクリックするとリンクします

１

体験版をダウンロード
まずは、「体験版・各種データの
案内」から、「スクプレ EX2.2 の体
験版」をダウンロードする。

製品版と体験版の違いは，保存が
できなことと印刷ができないこと
だけである。サンプル教材やダウン
ロード教材だけ使うのなら、これで
十分である。
マニュアルには、対応 OS として、
XP，Vista，Win7、Win8 が明記され
ているが、
Win8.1 や Win10 でも動く。
実行画面で使う
インストールが済んだら、実際に
使ってみよう。
どの教材でも同様だが、教材ファ
イルを開くと、まずは編集画面にな
る。そこで、画面左上のメニューの
下の「実行」をクリックすると、実
行画面に切り替わり、授業で使える
ようになる。

３

もっと教材がほしいときは
体験版には、１～６年生で使える
ファイルが全部で 23 個添付されて
いる。基本的な操作は、アイコンが
あるので、直感的に理解できるはず
である。
しばらく使っていると、
「もっと教
材がほしい…」という気持ちが湧い
てくるはずである。有料の教材集も
あるが、無料で手に入る「スクプレ
道場」というサイトがある。現在、
総ダウンロード数は 11 万を超え、
370 個以上のファイルが無料でダウ
ンロードできる。学年やキーワード
で検索可能なので、必要なファイル
を見つけやすい。
ダウンロードは、
「教材ファイルを
ダウンロード」をクリックすると、
始まる。保存先をディスクトップし
ておくと、後で使いやすい。

２
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４

編集したくなったら
もし、ダウンロードしたファイル
が自分の授業イメージと合わないな
ら、編集画面で自分なりに加工する
方法がある。編集については、下記
が参考になる。
・スクールプレゼンターの使い方(動
画)
・教材づくりに役立つ技 99(PDF)

実践報告③

３年 「三角形」 ～くじ引き～
１

「仲間として見たくなる」姿を引き出す

３年の三角形の導入では、ストローや円などを使って構成活動を行い、それを仲間
分けさせることが多い。教師から見れば有意義な活動だが、子どもから見れば仲間分
けする必要感に乏しい。そこで、
「くじ引き」という手法でスクプレ教材を作る。自分
の作った三角形でくじ引きをし、当たりの三角形を見て、自分のも当たりになるので
ないかと「仲間として見たくなる」姿を引き出していく。
ここをクリックすると教材動画へ
２

事例
まず、辺だけで三角形を構成できるセットを配付し、これを使

ってくじ引きをすることを伝えた。ルールは、スロットマシンで
テレビに提示される三角形と、自分が今から作る三角形が同じ感
じだったら当たりである。全員が１つ三角形を作った後、スロッ
トマシンのストップキーを子どもに押させた。(図①黄黄黄の正
図①
三角形)「やったー！」という声の中に、
「あれ？色が違うけど…」
というつぶやきが聞こえた。つぶやいたＡさんにどうして困っているか聞いてみた。

「形は一緒だけど、色(緑緑緑の正三角形)が違うから。」
これを当たりにするには、どう説明すれば仲間なのかみんなに考えさせた。最初は
色や形について話題が出たが、辺という言葉で説明できないかと問い返すと、
「辺の長さが３本同じって説明すればいいんじゃない。」
と説明することができた。Ａさんはにっこり。すると、
「僕の当たりかな？」と紫紫紫
の正三角形や青青青の正三角形を作った子が当たりに名乗りを上げた。
次のくじ引き。今度は辺の長さがばらばらの三角形(図②橙・
緑・黄の三角形)が提示された。しばらく静かだったが、
「これは
当たりかな…」とＢさんが自信なさそうに手を挙げた。緑赤青の
三角形である。これを当たりにするにはどう説明すればいいか考
えさせた。
「３つとも辺の長さが違う仲間って言えばいい。」

図②

Ｂさんはにっこり。すると、これも当たりだと思う子がたくさん手を挙げた…。
くじ引きということで、主体的に「これは仲間かな」と教材に関わる姿は見られた
が、下記のような課題があることが分かった。
・
「こんな感じだったら」という
含みのある表現を理解できた
子が少なかった。
・最初に正三角形を扱ったこと
で、辺の話題がなかなでなか
った。二等辺三角形を最初に
扱った方がよかった。
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実践報告④

３年「円の中の三角形」 ～動的提示～
１

動的にイメージする姿を引き出す

三角形の学習で理解が難しい内容の１つに、円を使った二等辺三角形や正三角形が
ある。円の中でできる三角形は二等辺三角形というイメージしかないことが原因と考
えられる。そこで、この教材を「動的提示」という手法でスクプレ教材を作る。二等
辺三角形だけでなく正三角形にもなることを動的にイメージできるようにしたい。
ここをクリックすると教材動画へ
２

事例
子どもたちに右のような円の中で連続して変化する三

角形を提示し、どんな三角形が見えたかノートに書いても
らった。予想通り、正三角形が見えた子が少なかった。二
等辺三角形だと思ってみている子から「あれっ？」と見直
す気持ちを引き出すのがポイントになる。
・二等辺三角形

…18/23 人

・正三角形
… 3/23 人
・二等辺三角形と正三角形 … 1/23 人
まず、二等辺三角形と言える理由を発表させた。
Ａさん「この三角形を切って真ん中から折ると、ぴったり重なりそうだから。」
Ｂさん「半径のところが辺になっていて、こことここの辺の長さは同じだから。」
Ｃさん「コンパスで測ると、２つの辺の長さが同じになりそうだから。」
どの説明も既習をもとに二等辺三角形を説明しているが、正三角形になる瞬間もあ
ることには気づいてはいない。そこで、
「だから、いつでも二等辺三角形になるんだね」
と言い切ることで、正三角形が見えている子を引き出すことにした。
「でも…」
と正三角形とノートに書いていたＤさんが自信なさげに手を挙げた。Ｄさんが何を言
おうとしているか、連続して変化する三角形を見せながら、近くの子と相談させた。
「正三角形も見える！」
とテレビを指さしながら説明している声がたくさん聞こえてきた。ほとんどの子が正
三角形に気付いたようだ。Ｄさんも自分の言いたいことが伝わって笑顔になっている。
確認のため、子どもたちに、正三角形になったと思った瞬間にストップのかけ声を
かけてもらうことにした。
「ストップ！！」
全員の声がぴったり重なった。どの子も正三角形が見えた瞬間だった。
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ワークショップ②

「スクプレ道場」のこんな使い方
※下線はクリックするとリンクします

１

スクプレ道場を工夫
スクプレをスクプレ道場にアッ
プするようになり５年、ただ教材を
アップするだけだとつまらないと
感じ、いくつか工夫を試みているの
で、それらを紹介する。

４

２

これは、この教材ファイルをどの
ように使って授業したか分かるよう
にするために、授業実践を PDF で読
めるようにしたものである。いくつ
か紹介する。なお、スクプレ道場内
で「事例」をキーワードにして検索
しても表示される。
１年 オレンジと黄色はいくつ

参照
スクプレ道場の教材を見ると、
「参照」と明記されている部分があ
ることに気づくだろう。
これは、ワークショップ①で紹介
した教材づくりに役立つ技 99(PDF)
へのリンクである。
もし、この教材を加工したい方が
いたとき、ヒントになればと思い、
リンクを明記している。

３ ダク
「ダク」は、検索するときのキー
ワードになるものである。一般的に
は「かけ算」「わり算」など単元名
で付ける場合が多い。
自分がアップした教材について
は、
「アクション機能」
「アニメ」な
ど、作り方の参考になるダクも付け
ている。これにより、スクプレ道場
内の検索でどのようなものが作れ
るか見ることができる。
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事例
「参照」の下に「事例」と明記さ
れた教材がある。

３年

植木算(エレベーター)

６年

１円玉と５円玉は何枚？

実践報告⑤

４年「計算の仕方を考えよう」 ～キャラクターの？～
１

既習内容とつなげて問いを持つ姿を引き出す
計算の仕方を考える活動は、各学年の内容や算数的活動にも挙げられている大切な

活動である。しかし、ただ「計算の仕方を考えよう」と投げかけても、子どもには何
のことだか伝わらないことが多い。初めてこの問題に出合う子は解けないと考え、先
行学習している子は筆算をしてしまうからである。そこで、この教材を「キャラクタ
ーの？」という手法でスクプレ教材を作る。既習内容とつなげて考えている子を引き
出し、ほかの子たちをその見方・考え方により添わせていきたい。
ここをクリックすると教材動画へ
２

事例
まず、テレビに図①を映し、どんな問題なのか考えさせ

た。「４枚のチョコがあって２人で分ける問題」と「48 個
のチョコを２人で分ける問題」と発表された。板チョコを
イメージさせ、割ると 12 個になる図なので後者を正解と
なることを教えた。そして、式は 48÷２だから、３年生の
既習内容であることも確認した。
次に、図②を見せ、同様にどんな問題なのか考えさせた。

図①

「あれ、先生、『？』があるよ。
」
とＡさんがつぶやいた。しかし、たった 1 人だったことや、
「？」の意味について考えたかどうか不明なので、敢えて
聞き流すことにした。式が 48÷３になることを確認してい
ると、さっきのＡさんが「？の意味が分かったんだけど…」
とつぶやいた。ここで、Ａさんに発表させるかどうか悩ん
だが、みんなを巻き込むために近くの人と？の意味につい
て１分ほど考えさせた。発表させてみると下記のようだった。

図②

ア「２人だと分けられるけど、３人だと分けられないかもしれないから。」
イ「48÷２は板チョコのままで分けられるけど、48÷３は分けられないから。」
ウ「48÷２は 40 と８でも、48÷３は 40 と８にするとできないから。」
Ａさんにどの考えが近いか聞いてみると、イとほとんど同じだけれども、アもウも
言われてみればそうだなと思ったそうだ。そのうち、
「先生、テレビの紙(図②)はない
の？」とつぶやく子も出てきた。
かなりの子が 48÷３が気になって仕方がないようだ。
そこで、黒板に「48÷３の計算
の仕方を考えよう」と板書し、図
②の紙を配付して考えさせた。
集中して考えている姿を見て、
キャラクターに「？」を付けると、
引き出したい問いが共有化されや
すくなると感じた。
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実践報告⑥

２年「かけ算(４)」
１

～一部だけを見せる～

九九表のきまりを使って説明する姿を引き出す
九九表の学習では、九九表をかいたり観察させたりして、計算の性質やきまりを見

付けさせていく。しかし、「きまりをみつけよう」と発問しても何をしたらいいか分
からない様子を見かけることが多い。子どもによっては「きまり＝ルール」と理解し、
教師の意図が伝わらないのである。そこで、この教材を「一部だけ見せる」という手
法でスクプレ教材を作る。九九表の一部だけを提示し何に見えたか問う。九九表に見
えた子は、その根拠として計算の性質やきまりを使って説明する姿を引き出していく。
ここをクリックすると教材動画へ
２.事例
前時には、九九表をかく活動だけに取り組んだ。本時では、
まず、テレビに表(図①)を提示してすぐ隠し、子どもたちに
「これは何の表かな？」と尋ねた。2 人しか挙手しなかった
ので、さらに表を斜め右下に移動させて見せた(図②)。する
と、「分かった！」という声が多くなった。聞いてみると、
どの子も九九表と答えた。そこで、これが九九表だと思うわ

図①

けをノートに書いてもらうことにした。子どもたちの根拠は
次のようなものがあった。
・1 の段は 1 ずつ増えて、2 の段は 2 ずつ増えているから。
・横も縦も答えが出ているから。
・1 の段と 2 の段をたすと、3 の段になっているから。
・真ん中のところから見ると、まねっこ鏡みたいに答えが
並んでいるから。

図②

これらの考えを発表させた後、隠していた部分を取り払った。自分たちの予想が当
たっていたことに「やっぱり!」喜んでいた。ほかにも九九表だと説明できたことはな
いか考えさせようと思っていると、
「先生、面白いこと、見つけた!」
「私も!」
斜めの数の一の位が鏡になっていることや鏡が右上から左下に向かってあることな
ど対称性についてのきまりを発見していた。一部だけ提示してじっくり観察させたこ
とが、このようなきまりを発見することにつながったようだ。
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巻

尾

言

一輪車にチャレンジ
勤務している学校の中庭には、一輪車が 30 台以上ある。職員室からすぐ見えること
もあり、中休みや昼休みに子どもたちがすいすいと乗っている姿が日常風景だ。
ある日、楽しそうに乗っている様子を見ていたら、
「一輪車が乗れるようになりたい
…」という思いがふつふつと湧いてきた。一輪車に乗った経験は全くないが、自転車
とそんなに変わらないだろうと軽い気持ちでこの４月から一輪車の練習を始めている。
まず、戸惑ったのは、どの大きさを選べばよいかである。寄贈してもらったりベル
マークで交換したりした一輪車のため、メーカーや大きさが様々だからである。どれ
にしようか迷っていると、
「座ったときにペダルまで足がちょっと曲がった方がいいよ。」
「サドルが曲がっていると曲がって進むから、真っすぐに直してね。」
など、数人がアドバイスをくれたので、それを生かして一輪車を選んだ。
中庭の壁に片手をつけて、初めてサドルに腰を下ろしてみた。第一印象はぐらぐら、
ふわふわ。自転車とは全く違う。このまま壁から手を放すのは、かなりの勇気が必要
だ。でも、勇気が出して壁から手を放し、ひと漕ぎしてみた。
「ガタンッ！」
体だけが前に行き、一輪車が大きく後ろの方に飛ん
だ。３回ほど挑戦したが、結果は同じ。そんなに運動
していないのに、汗だくになっていた。どうしたらい
いのか途方に暮れていると、
「遠くを見るといいよ。」
「階段の上るように、一段一段漕ぐんだよ。」
「止まっちゃダメ。進むのが大事。」
と、さっきと違う子たちが次々にアドバイスをくれた。これらのアドバイスを口に出
してから一輪車を乗ろうとすると、うまくできそうな気がしてやる気が湧いてきた…。
頭では分かっていたことだか、戸惑ったりどうしたらいいか困っていたりする時に
アドバイスをもらえるのは、やる気が湧いてくるものだと実感した。さらに、普段、
できることにしか取り組んでいなかったせいで、できないことをできるようにする時
の心の機微についても、すっかり忘れてしまっていた自分に気付いた。できないこと
をやろうとすると、やる気がいくらあってもちょっとしたつまずきで萎んでしまった
り、適切な練習方法がなければなかなか上達せずにやる気を失ってしまったりするも
のだし、励ましてくれる仲間も大切だとあらためて思う。
このことは算数授業でも同様だろう。子どもたちは今日の学習することに初めて取
り組むのだから、できないのが当たり前である。アドバイスや励ましでやる気を引き
出していくことはできるようになるのにとても重要だ。一輪車にチャレンジすること
で、それに関わってくれた子どもから「授業で大切にしたいこと」を学んだ気がした。

取組んで２ヶ月。調子がいい時はぐらぐらしながら中庭の横半分くらいまで
進めるようになった。早くすいすい乗れるようになりたいな。
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