
初期研修（２年目）小学校・小学校若手教員育成研修 模擬授業記録 算数Ａ班 

令和元年８月２０日 ＰＭ 文責：陵西小 福井祐里子 

導入①―単元の導入 

１．模擬授業の概要 

２．協議のまとめ 

〇日常的に親しみのあるビー玉を使用していてよかった。 

〇黒板にキーワードを示し、いつでも見ることができるように工夫されていた。 

〇模造紙の色を変え、注目できるように工夫されていて、見やすかった。 

●意見を引き出せる発問、言い回しを考えなければならない。

●教師が、児童にどんな答えを求めたらいいのか、考えをもっておく。

●比例以外の例をどのように扱うのか、比例とは違う変化をどのように伝えていくのかを考える。

●比例であるかそうでないか（どう違うか）を考える時に、ペア活動を取り入れてはどうか。

●年齢の変化について考える時間をもう少し長くするべき。ペア活動の時間も必要。

３．奈良教育大学 川崎先生の指導助言 

〇ビー玉が 10gと決まっていれば、題材として使いやすい。 

●比例の関係ではない例として、年号を使用してもよい。

４．本時の展開 

学習活動 児童の活動 留意点 評価 

１．ビー玉の重さを調べる。 

２．先生と児童の年齢の変化

について調べる。 

３．まとめる。 

４．教科書 p18 の例を見て、

比例の関係かそうでない

かを確認する。 

・ビー玉の重さの変化を見て、

気付いたことを発表する。 

・年齢の数の変化を見て気付

いたことを発表する。

・比例の特徴について考え、発

表する。 

・ペアで考え、発表する。

・ビー玉１つ 10g ということを伝え、表に

個数と重さを示し、考えさせる。比例の

関係であることを気付かせる。

・比例の関係ではないことに気付かせる。

・伴って変わる２量の関係の中に、一方が

２倍３倍になると、もう一方も２倍３倍

となることに気づかせ、比例の関係にあ

ることを確認させる。

・児童に比例の関係であるのかどうかを理

由も加えながら発表させる。

・興味をもって

比例の関係

の特徴につ

いて考えよ

うとする。 

ビー玉の重さの変化を調べよう。

年号で考えると… 

令和 １ ２ ３ ４ … 

西暦 ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ … 

こんな感じ？ 

先生ポイント① 

学級でなじみのあるビー玉を

使い、興味をもたせました。 

先生ポイント② 

２つの例を比べることで、比例

の増え方に気付いてほしい。 

ペアワークのタイミングを

どうしたらいいかな。 

ビー玉の他に適切な

学習材はあるかな。 

比例と反比例（６年） 

導入 

・メインの発問に向けて、子ども

を引き付ける場面設定

対話 

・ペアやグループを取り入れて、自分の

意見に自信をもたせる工夫

・発表の場の設定

展開・ゴール 

・体験的な活動の設定

・予想したことが正解であるという感動

・意欲的に発言できる環境づくり



 

 

導入②―本時の導入 

４．模擬授業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．協議のまとめ 

〇前時の復習は今後の見通しをもたせるためによい活動だった。 

〇シミュレーションが、児童のやる気につながっていてよかった。 

●教材に使用した釘は危ないのではないか。釘の他に適した教材はないか。（例：ビー玉、おはじき） 

●シミュレーションを１人でさせるのか、少人数でさせるのか考える。（少人数だと、５人で 20本ずつ数え 

ようとするグループも出てくる。） 

 

６．奈良教育大学 川崎先生の指導助言 

〇シミュレーションを実際にやってみる（結果がダメでも）ことが学習においてよい。 

 

 

 

 

４．本時の展開 

学習活動 児童の活動 留意点 評価 

１．学習を振り返る。 

 

２．シミュレーションをする。 

「１分以内にくぎを 100 本持

ってきましょう。」 

 

 

・どうすれば、１分で 100 本

のくぎを正確に持ってこら

れるか考える。 

 

 

・比例を用いれば、効率よく

できることに気付かせる。 

 

 

・本時の学習に興味をもつこ

とができたか。 

 

先生ポイント① 

これまでの学習を日常生活に

生かせるように考えました。 

先生ポイント② 

問題解決しようと、興味をもた

せるように工夫しました。 児童が興味をもつような

導入の仕方のアイディア

がもっとほしいなあ。 



初期研修（２年目）小学校・小学校若手教員育成研修 研究協議記録 算数Ａ班 

令和元年８月２０日 ＡＭ   文責：浮孔小 大嶋 優水 

◎協議の柱 

１．題材にどのようなものを持ってくるのか(くぎ、ビー玉、折り紙、その他) 

 ・ビー玉…安全や見栄えはよい。 

1 個あたり０．２g 程度の差があって、正確性に欠ける。 

 ・折り紙…金や銀の折り紙など、若干重さが異なるので、正確には量れない。 

      同じ色の折り紙や、A4 などの用紙にしてはどうかという意見も出た。 

 ・くぎ…教科書通りに教えることができる。 

     重さは四捨五入が必要なものの、一番均一である(１．７７g)。 

     先がとがっているので、安全面では心配である。 

 

２．発問の展開(具体的な発問→展開) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．算数が苦手な児童が対話的な学びで高め合うことのできる工夫 

・見通しを示す＝ヒントを出す。 

・３～４人のグループ…グループで教え合うことができる。 

・ホワイトボードの活用…視覚的に学ぶことができる。 

・教室環境を整える。(掲示、ヒントカードを状況に合わせて用いる) 

・言葉での説明が難しい場合は、説明を虫食いにして渡す。 

・課題が終わった児童から、つまずいている児童に教えて回る。 

A 班 

① くぎを 100 本、1 分以内に用意しよう。 

→難しい 

② くぎを 100 本数えずに用意するにはど

うすればよいでしょう。 

・1 本の重さを提示して、100 本の重

さが求められるようにする。 

B 班 

① 感謝状を贈るために A4 の用紙を 100

枚用意しましょう。 

・情報を知らせる(A4 用紙は 1 枚４ｇ) 

・個人で考える→班→全体 

② 無造作にＡ４の用紙をとり、重さから、比

例を用いて枚数をもとめる。 

Ｃ班 

① めあて：くぎの本数を数えずに調べよう。 

② 見通し→１本あたりの～ 

    共有して考える。 

個人で考える→ペア→全体 

③ グループごとで、実際に調べる。 

Ｄ班 

① くぎを数えずに 100 本集めよう。 

・情報を知らせる(10 本の重さ) 

・10 本から 100 本の重さをもとめる。 

② つかんだくぎの数が何本あるかを求めよ

う。 



導入 

初期研修（２年目）小学校・小学校若手教員育成研修 模擬授業記録 算数Ｂ班 

令和元年８月２０日 ＡＭ   文責：昭和小 伊藤光哉 

 ８月２０日午前の部では、来る研究授業本番に向けて「比例・反比例」の本時の授業を①導入②対話的な活

動③中心の活動の３つに分け、４班で計５つの模擬授業をし、研究協議を行った。 

 

      A 班 

◎単元の導入 

 A 班では単元の導入として教材に教室で使っている「ビー玉」を 

活用するという工夫。５年生で学習した「比例」という言葉を指導 

者が出さず児童に気付かせたいというねらいで、比例関係を思い出 

させ、これからの学習につなげていく展開であった。 

★研究協議で出たこと 

①比例ではない表を提示し、さらに比例についての理解を深めようと 

したが、「比例」と「比例ではない」の区別を捉えられず、授業全体 

があいまいになってしまった。 

⇒比例について表を見て考える時間や、児童の意見を掘り下げられ 

る追加発問をもっとしていくべき。 

②「比例じゃない」表の題材を「令和と西暦の差」などにすれば、児 

童も分かりやすく楽しめるのではないか。 

⇒題材を児童の実態等に合わせ、変える必要がある。 

 

◎本時の導入 

 本時の導入ではくぎを教材として、子どもたちの興味を引き 

付けるために「シミレーション」を取り入れていた。 

★研究協議で出たこと 

①シミレーションを取り入れたことで、児童があまり使わない 

 くぎに興味をもたせることができる。 

②くぎを児童に触らせるのは安全面が心配。 

 ⇒タッパーなどを使わせる、もしくは教材を変えていく必要がある。 

 

 

        C 班 

◎本時の対話的活動 

 C 班では本時での対話的活動を２パターン提案してくれた。１つ 

目は自力解決をした後、ペアで考えを伝え合い、発表は友達の意見 

を発表するというやり方。２つ目はグループで話し合い、ホワイト 

ボートにまとめるというやり方。考えが思い付かない児童でも、授業 

の中で主役になれる、というねらいがあり、実際対話も弾んでいた。 

 

 

対話的活動 



★研究協議で出たこと 

①ペアの友達の意見を発表させることの良し悪し 

⇒子どもたちの学力差をなくすために良いやり方ではあるが、本当に自分の考えをもてない児童にとっては、 

友達の意見を聞き、それを発表するというのは難しいのではないかという意見も。 

②話合いの流れについて 

 ⇒個人→ペア→グループ、もしくは個人→３人グループがよいのではないか。 

いきなりペアやグループで考えさせるのではなく、自力解決の時間を必ずとるべき。 

 

        B 班、D班 

◎中心活動の流れ（B班） 

 B 班では、ほかの班で教材にくぎを使っているのに対し、「折り紙」を使い 

模擬授業を行った。折り紙を用いると、比例関係を「１枚あたりの重さ」と 

「１枚あたりの高さ」の２通りで見付けることができ、多面的な考えを出す 

ことをねらいとした。 

★研究協議で出たこと 

①折り紙だと、答えに誤差が出やすく、児童が答えを出した時の喜びが薄れ 

てしまうのではないか。 

⇒くぎも同じように誤差が出る。誤差が出にくい教材の検討が必要。 

②自力解決の時間がない。 

⇒見通しでやり方を自力解決し共有するだけでなく、実際に自分でやってみる時間も必要。 

 

◎中心活動の流れ（D班） 

 D 班では、A班とは異なり、指導者がくぎの本数を数えることなく当てることを 

児童の前でやってみせ、児童の興味を引き立てていた。その後グループ学習を中心 

に活動を進めていった。 

★研究協議で出たこと 

①既習事項を振り返る時間が少なく、比例を用いて考えを出せるかどうか。 

⇒前時の振り返りなど、既習事項を振り返る時間が必要。 

②興味の引き付け方は面白く、児童が主体的に活動できる。 

 

 

 

 

☆まとめ 

  模擬授業・研究協議を行っていく中で、算数グループとして考えていくべき３つの柱が決まった。 

   ①教材をどうするのか。（くぎ、ビー玉、折り紙など） 

   ②対話的な活動をどう進めるのか。 

   ③中心的な発問をどうするか。 

  この３つの柱を基に午後からの話合いを行っていく。 

中心の活動 



修学旅行でお世話になった方への感謝状を作ります。配られた紙を数えないで、100 枚用意するに

はどうしたらいいでしょう。 

 

残りの紙のまい数を調べよう。 

初期研修（２年目）小学校・小学校若手教員育成研修 研究協議記録 算数Ｂ班 

令和元年８月２０日 ＰＭ   文責：丹波市小 山本 絵里奈 

１． 研究協議まとめ 

 

 

◎A４無地のコピー用紙・・・印刷されているものだとグラム数が変わってしまうので比べにくい。 

              １枚 4.0 グラムで計算がしやすい。（A5 だと 2.0 グラム） 

○同じ色の折り紙・・・色が違うとグラム数が変わってしまうので、同じ色の方が良い。 

▲ビー玉・・・一つ一つの重さが違うので誤差がでるため比べにくい。 

▲くぎ・・・ビー玉に比べて少ないが、少し誤差がでる。 

 

 

 

学習活動 

具体的な発問 

 

 

 

○問題文を読み、課題をつかみ、見通しをつける。 

○見通しを共有する。 

○個人で考える。 

○少人数グループで考えを出し合う（ホワイトボードにまとめる）。 

○クラスで共有する。 

 

 

○枚数の分からない紙の枚数を求める。 

○個人で考えた後、グループで考えてまとめる。 

○まとめ、ふりかえり 

 

 

 

・見通しを全体で確認し、黒板に示しておく。 

・苦手な児童にとっては、ペアワークが難しいと思うので、３人（４人）の少人数グループを作り、教

え合いが行えるようにする。 

・グループで考えた意見などをすぐに書き込めて、すぐに消せるようなホワイトボードを使用する。 

・前時の授業内容や本時の授業のキーワードなどを教室の横に貼るなどの教室環境を整える。 

・困っている児童に、ヒントカードを使用する。 

協議内容② 発問の展開 

協議内容① 題材にどのようなものをもってくるか（くぎ、ビー玉、折り紙、その他） 

協議内容③ 算数が苦手な児童が対話的な学びで高め合うことのできる場の工夫 

視覚的に分かりやすい配慮をする。 

残りの紙の枚数を調べよう 



初期研修（２年目）小学校・小学校若手教員育成研修 模擬授業記録 算数Ｃ班 
令和元年８月２０日 ＡＭ   文責：秋津小 西口 真由 

比例と反比例 2 つの量の変わり方 
めあて 
日常的な場面を想定し、問題解決のために比例を活用することができる 
 
模擬授業の概案 
学習活動 児童の活動 留意点 
1．釘を数えずに、100 本を

取り出そう 
・自分の考えをノートに書く 
・ペアで考えを伝えあう 
・計算の仕方を発表し、全体

で交流する 
・全体で本数を数える 

・発表する際、友達の意見を

発表する 
 

2．先生がつかんだ釘の本数

は何本か考えよう 
・グループで話し合い、考え

をホワイトボードにまとめ

る 
・計算の仕方を発表し、全体

で交流する 
・全体で本数を数える 

・似た考えをまとめる 

〇模擬授業の重点ポイント、目指す子どもの動きや学び 
・自分の考えを友達に分かりやすく説明することができる。 
・意欲的に発言している。 
・協働的に課題を解決しようとしている。 
 
●模擬授業を通しての提案、意見 
・複数人での対話の前に個人で考える時間を設定することで、対話の場面で自分の意見を話すこ

とに自信をもてるようにする。 
・ヒントカードを用意することで、算数の苦手な子どもへの個人での考えを支援する。 
・全体発表の場では自分の意見ではなく、ペアやグループの友達の意見を話すことと条件を付け

ることで、話合いの場で何もしない子がいないようにする。 
・相手の意見を発表することで、算数が苦手な子どもは相手の話を理解しようと意欲的に取り組

むのではないか。 
・相手の意見を理解しないまま、発表してしまう可能性もあるのではないか。 
 
模擬授業への指導助言 
・分からないことを分からないということができる仲間づくり、学級づくりが重要である。 
・「どこまでは分かっていてどこからが分からないのか」を自分で理解し、友達や先生に伝えるこ

とができるような日頃からの指導ができるとなおよい。 



初期研修（２年目）小学校・小学校若手教員育成研修 研究協議記録 算数Ｃ班 
令和元年８月２０日 ＰＭ   文責：宇智小 森下陽平 

１． はじめに 
  算数グループでは「比例と反比例（６年）」の授業について導入・展開・対話に分けてそれぞれのグループで

考え、模擬授業を行った。そこで課題として見えてきた３つのことについて協議を進めた。 
 
２． 協議のまとめ 
柱１ 題材にどのようなものをもってくるのか（釘・ビー玉・折り紙・その他） 
 釘 ビー玉 折り紙 A4 or A5 の紙 

メリット 

・質量の誤差が少な

い 
・教科書通りの具体

物 

・安全 ・安全 
・重さだけでなく、

高さでも比例を考

えることができる 

・安全 
・知る量の誤差が非

常に少ない 
・折り紙同様高さに

おいても考えるこ

とができる 

デメリット 
・安全面 ・質量の誤差が大き

い 
・質量の誤差が大き

い 
・特になし 

 
柱２ 発問の展開 
パターン①（釘を使った展開） 
 導入では、児童の興味を引き付けたいため、30 秒で釘 100 本を数えるという難題を与える。その後、これま

で学習した比例の関係を使うと、もしかしたら数えることができるという意欲を引き出す。 
 展開では、教科書通り 100 本の釘の質量を比例の関係を使って考えることをメインとする。そのとき、対話的

な活動を通して、児童同士が学びの高め合いができるような工夫をする。比例の関係を使うことで、釘の本数や

質量を考えることができると分かれば、実際に釘を使ってグループで考えることとなる。無造作にとった釘の本

数の質量を量るだけで、本数がピッタリと合えば、きっと児童は感動し、算数の楽しさを感じることができるで

あろうという授業者の強い願いである。 
 
パターン②（A4 or A5 の紙を使用した場合） 
 全体的な流れはパターン①と同様であるが、設定として修学旅行も終わっているので、感謝状を書くこと等の

設定を入れることで、取り組みやすくなるのではないかということである。 
 また、重さと高さの２つの数字が並ぶことで、戸惑う児童がいることも予想されるため、高さについては児童

から意見が出た場合にのみ取り扱うものとする。 
 
柱３ 算数が苦手な児童が対話的な学びで高め合うことのできる場の工夫 
・見通しを示す（問題解決のヒントになる）   ・ホワイトボードを活用した視覚的支援 
・ペアよりも３～４人のグループで他の意見を聞くだけの時間になっても OK 
・教室環境の整備（前時までの既習内容の掲示） ・ヒントカードの活用 
 
３． 今後の方向性 

今回の模擬授業、研究協議を通して、様々なアイデアや意見が出た。これらをもとに、授業者の一番の願い

である児童が感動することのできる算数授業を組み立てていくこととなる。 
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令和元年８月２０日 ＡＭ   文責：広陵西小 太田 亮輔 

比例と反比例（６年） 比例の活用 
1.模擬授業の概要 

学習活動 指導上の工夫・留意事項 

○本数を数えることなく、釘 100

本を取り出す方法を考える。 

○グループで考えを出し合う。 

・グループごとにホワイトボードの考えを

まとめていく。 

○グループごとに出た回答を 

もとに実際に確かめる。 

・ちょうど 100 本を取り出せた感動を味わ

わせるために本数を一緒に数える。 

○無造作に一つかみにした釘の

本数を数えることなく求める

方法を考える。 

・早く考え方が分かったグループには、再

度一つかみにした釘の本数を求めさせ、

いつでも同じ考え方で求められること

を確認させる。 

○まとめ  

 

 

①単元全体の導入 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活でよく目にするビー玉の

個数と重さを使った比例関係 

ポイント① 

体験的学習 

ポイント② 

算数で感動を！ 

実際に活動させることで

意欲を引き出す 

成功体験をさせることで 

感動を与えたい！ 

兄と妹の年齢 

比例でないものの例 

折り紙の枚数と重さ、高さ 



 

②本時の導入 
○30 秒で 100 本の釘を数えましょう。 

 日常生活に即した場面を想定し、問題解決のために比例を 

活用しようとするような導入。児童に実際に活動をさせてみて、 

数えることが無理だと分かった上で、ではどのようにして 

30 秒以内に 100 本を数えることができるのだろうかという期待を 

もたせることもできる。 

 

 

 

 

③学習形態 
まずは個人で考え、その後ペア、グループへと発展させていく。 

発表する時は、友達の意見を発表するという方法もある。 

 

 

 

④授業展開について 
導入から、比例を利用すれば数えることなく釘の本数が分かることを知り、次は 100 本を量るのではなく無

造作に手に取った釘の本数を計算により求める。 

この時に自分の予想した答えと計算結果が合ったとき、嬉しさと感動を味わうことができる。 

 

 

 

今後の方向性と所見 

授業者との協議の結果、授業には釘を用いることが決まった。 

1 本あたりの重さが 1.77ｇと半端な値のため、児童が計算をする時には電卓を使わせることも考えている。

しかし、はかりでは十分の一の位までしか表示されないので釘一本当たりの重さを出すときに、釘 100 本の重

さを量り、それを 100 で割らないと正確な値が出ないことに気付けるかどうかが難しいところである。 

 

 

どうやってするんだろう？ 

という疑問を授業が終わるころには

解決している体験は、感動を呼ぶこ

とができそうですね。 

 
グループは人数が多いと話しにくい

人がいるので 3 人くらいがベスト。 
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令和元年８月２０日 ＰＭ   文責：大淀桜ヶ丘小 堀川 喬也 

☆模擬授業 （子どもたちを算数で感動させたい！） 

 

 

☆協議の３つの柱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆協議のまとめ 

題材 良い点 考慮する点 

くぎ １本の重さの誤差が小さく,教科書に載

っている。量感を養える。 

安全面の指導,計測の仕方の工夫,計測

の仕方の共通認識。 

折り紙 児童にとって身近である。比例の関係

を捉える際に重さ・高さと２つの量か

ら考えることができる。 

１枚の重さの誤差が大きく,重さ・高さ

に数値のばらつきがある。 

ビー玉 身近である。 １つの重さに誤差がある。 
 

☆具体的な発問 

導入  ３０秒間で釘を１００本取り出してください。 

発問① どのようにしたら数えることなく釘１００本を取り出せるでしょう。 

    ※１本の重さは１．７７ｇということを全体で確認する。 

発問② 何も考えずにつかんだ釘の本数を求めてみましょう。 

 

    

  

☆算数が苦手な児童が対話的な学びで高め合うことのできる場の工夫 

 

６年生  ～比例と反比例～（学習したことを活用する） 

１．題材にどのようなものをもってくるのか 

２．発問の展開 

３．算数の苦手な児童が対話的な学びで高め合う事のできる場の工夫 

全体の重さ÷１本の重さ＝つかんだ釘の本数 感動へ 

｢分からない！！｣ 

     と言える。 

分かるまで教えてくれる 

ペアやグループの協力。 
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