
ＴＴ・少人数指導の工夫について

１ ＴＴ・少人数指導について

「ＴＴ・少人数指導」については、様々な指導体制・形態が考えられますが、学習内容

や児童の実態に応じて適切なものを選択することが重要です。本事例では、一つの学級内

で小集団をつくって複数の教員で指導したり（ＴＴ）、二つの学級を三つのコースに分け

た少人数による学習とＴＴを組合せた指導を単元構成に位置付けています。（p.○○「指

導計画」参照）

５年生（１学年２学級）の「小数のわり算」の単元において、ＴＴ・少人数指導を取り

入れた実践事例を紹介します。学級単位でのＴＴを軸としながら、学習内容の節目に、コ

ース別の少人数指導を位置付けた（２学級を三つないし、四つの小集団に分けて指導）単

元を構成しています。

２ コース別の少人数による学習について

コース別の少人数による学習については、実践を行った研究推進校において、次のよう

なねらいで取組を進めました。

・学習状況の自己診断結果や教師からのアドバイスを基に、子どもがコース選択し、学習に

対する意欲と安心感を高める。

・各コースにおけるきめ細かな指導を通して理解を深め、算数の学習が好きな子を増やす。

問題解決学習 習熟の学習



(1) コースの設定について

まず、学力調査等の結果の分析や領域の系統性などを踏まえて、コース別で学習す

ることが効果的であると考えられる学習内容を絞り込みました。その上で、本実践で

は、コース別で学習する内容について、ア「これまでの学習をもとに意味や根拠を追

究する問題解決学習」の学習活動と、イ「確かな定着を目指す習熟の学習」の学習活

動の２つに大きく分けて授業構成することにしました。

ア 「問題解決学習」について

「問題解決学習」においては、「重点をおいて指導する数学的な考え方」、「子ど

もが解決する問題の量」、「学び方の在り方」という観点から、学習方法などを整理

し、「じっくりコース」、「ばっちりコース」、「ぐんぐんコース」という名称の３

コースを設定しました。

イ 「習熟の学習」について

「習熟の学習」においては、一人一人の子どもの学習状況に応じて取り組ませるこ

とが重要です。そこで、習熟する知識・技能を分かりやすく子どもに示すことが必要

です。ここでは、「筆算コース」、「文章題コース」、「ぐんぐん（発展）コース」

という名称の３コースを設定しました。

(2) コースの選択について

コースの選択に当たっては、まず、単元の学習を始める前に、教師が子どもの学習

の状況や意識を把握しておくことが大切です。そこで、本実践では、「レディネステ

スト」と「学習アンケート」を活用しました。

また、単元のオリエンテーションにおいて、コース別の少人数による学習の内容や、

コースの選び方を指導するとともに、学習アンケートによる自己診断を基にしてコー

スを自分で選択させるようにしました。

その際、教師は、以下の観点で子どもの学習状況の把握を進め、アドバイスを行う

ようにしました。

Ａ：自力で解決の見通しをもつことができ、さらに計算の仕方の根拠を明らかにし

て考えることができる。

Ｂ：計算の手順を理解し、なぜそうなるかの根拠を考えることできる。

Ｃ：自力で解決の見通しをもつことが難しい。または、見通しはもてるが「÷２位

数」の整数の計算の習得が十分ではない。

(3) コースの内容について（ア「問題解決学習」について）

本実践の「小数のわり算」における、ア「問題解決学習」のコース設定の基本的な

考え方は次のとおりです。

本単元では、扱う数が「整数」から「小数」に拡張されることによって、わり算の

計算になる理由が分からなくなる子どもが多く出てきます。そこで、簡単な整数に数

値を置き換えたり、１当たりの数を求める計算になることを数直線などの図を基にし

ながら演算決定できることを理解させることが大切です。また、数直線などの図をも

とに整数のわり算を生かして考えさせるなど、数直線を用いることが重要になってき

ます。

このようなことから、各コースにおいては、子どもがどのように数直線を用いるの

かを一つの観点として学習内容を構成しています。また、学習展開の工夫として、問



題数や問題の示し方などをコースに応じて設定することも観点の一つとしました。さ

らに、子どもの実態に応じて学び方を工夫することも観点に位置付けました。なお、

コースによって、取り組み方に違いはありますが、どのコースを選択しても単元のね

らいにせまることができるよう内容に配慮し、途中でのコース変更も可能となるよう

にしました。

「じっくりコース」

・問題場面と数直線とを結び付けて、計算の仕方をしっかり考える。

・基本の問題にじっくり時間をかけて学習する。

・自分のつまずきをはっきりさせ、分からないことは先生や友達に聞きながら進める。

「ばっちりコース」

・計算の仕方を数直線と結び付けながら考え、表現する。

・基本の問題に加え、理解を確かめる問題に取り組む。

・自分の考えと友だちの考えをつなげながら、みんなで解決する。

「ぐんぐんコース」

・数直線を活用して計算の仕方を考え、根拠を明確にして表現する。

・基本の問題に加え、理解を深める問題に取り組む。（問題の難度を変えることも）

・自分の考えをしっかり表現し、互いの考えを出し合いながらできるだけ自分たちで

解決する。

３ 研究推進校における実践から

コース別の少人数による学習においては、子ども自身が自分の学習状況の診断を試み

て、教師のアドバイスも受けながら、自ら学習の仕方を選ばせるようにしました。この

とき、「苦手なことは苦手だ。」とか、「分からないことは、分からない。」などと、

子どもの不安を素直に表現できるようにし、教師が学習に対する不安や困りを取り除く

ことが重要です。また、不安のない子どもに対しても、「たくさんの問題に挑戦して、

もっと算数が得意になれそうだ。」などと、算数学習への意欲を高めることが重要です。

研究推進校の実践では、事前・事後に行った学習アンケートの結果を見ると、「わり

算の学習が好き」と答えた子が 46%から 65%に、学習内容の理解にかかわる自己評価では、

「よく分かる」「分かる」を合わせると、77%から 96%へ増えていました。また、コース

別の少人数学習に対しては、「またやってみたい」と考えている子は 90%近く見られま

した。

今回、子どもの学習への安心感を生み、意欲を高める中でコース別の少人数による学

習を進めたことは、一定の成果があったと考えています。

本指導資料においては、本実践の指導計画やチェックテスト例を掲載しています。ま

た、本実践は、「札幌版学習シート」と関連付けていますので、ＴＴ・少人数指導にお

いても、「札幌版学習シート」を活用して実践できるように配慮しています。

なお、コース別に複数の指導者が協力指導を進める上では、教材や学習内容の共通理

解が不可欠ですが、打合わせの時間を十分にとることができない場合もあります。今回

は、研究推進校において、本推進委員会で作成した教師用の「札幌版学習シート」を参

考にして、指導のポイントを端的に確認するようにしました。



＜小数のわり算の指導計画の概要＞

＜実態把握＞ ＜オリエンテーション＞
レディネステスト （単元途中で行う）コースの事前説明
児童アンケート 単元の見通しをもつ

＜コース別の少人数学習＞

問題解決で追究を深める

学年
学級担任＋ＴＴ担当教諭

ぐんぐんコース

※自分なりの解決

方法を友達に伝

え合いながら解

決に向かう。

ばっちりコース

※友達と学び合いな

がら、解決に向か

う。

じっくりコース

※教師や友達の力を

借りながら解決に

向かう。

＜学級ＴＴ指導＞

複数の指導者がサポート
１組

学級担任＋ＴＴ担当教諭
２組

学級担任＋ＴＴ担当教諭

＜学級ＴＴ指導＞

複数の指導者がサポート

＜学級内でコース別の少人数指導＞

つまずきに合わせ、ポイント

別指導

＜学級ＴＴ指導＞

複数の指導者がサポート

１組
学級担任＋ＴＴ担当教諭

学級内で柔軟に少人数指導

学級全体での学び合い

２組
学級担任＋ＴＴ担当教諭

学級内で柔軟に少人数指導

学級全体での学び合い

本時の提示問題から、個々の学習状況に合った
コースを判断し、自己選択

＜コース別の少人数学習＞

問題解決で追究を深める

＜課題別学習＞

自分が取り組みたい学習内

容を追究

筆算コース
指導者２名

文章題コース
指導者２名

ぐんぐんコース（発展）
指導者１名

ばっちりコース
指導者２名

じっくりコース
指導者２名

ぐんぐんコース
指導者２名

＜コース別の少人数学習＞

単元のまとめをする

＜学級ＴＴ指導＞

複数の指導者がサポート

１組
学級担任＋ＴＴ担当教諭
コースごとの取組を相互評価

２組
学級担任＋ＴＴ担当教諭
コースごとの取組を相互評価

ばっちりコース
指導者２名

じっくりコース
指導者２名

ぐんぐんコース
指導者１名

次時の学習内容の予告から自己選択

コースを自己選択

コースを自己選択



指導計画
【小数のわり算】＜単元の始めにレディネステスト、始めと終わりに関心・意欲アンケートを行う＞

時 目標 提示問題・学習活動 形態 留意点

１

２

小数でわること

の意味と、整数

÷小数の計算の

しかたを理解す

る。

１リボン２.５ｍ買ったら、代金は２００円

でした。このリボン１ｍのねだんは何円

ですか。

・どんな式を書けばよいか考えよう。

・計算のしかたを考えよう。

学級毎

担任１名＋

ＴＴ２名

・T1 は全体指導

・T2、T3 は個別指導

・次時の学習内容を予告しコ

ース選択させる

３

４

の位までの小

数どうしの除法

の筆算のしかた

を理解し、その

計算ができる。

の位までの小

数どうしの除法

の 計 算 が で き

る。

２６.５ｍの重さが７.８ｋｇの鉄のぼうが

あります。この鉄のぼう１ｍの重さは何

ｋｇですか。

・計算のしかたを考えよう。

・７.８÷６.５の筆算のしかたを考えよう。

３下の筆算のしかたを考えましょう。

(1)２.８÷３.５ (2)１.８÷２.４

(3)８÷２.５

チェックテスト①

学年

コース別

担任２名＋

担任外３名

Ａ：ぐんぐんコース

自分なりの解決方法を考

え、友達に伝え合いながら解

決。

Ｂ：ばっちりコース

友達と学び合いながら解決

に向かう。

Ｃ：じっくりコース

自力解決が難しく、教師と

友達の力を借りながら解決に

向かう。

５ 純 小 数 で わ る

と、商は被除数

より大きくなる

こ と を 理 解 す

る。

４１.２ｍの代金が２４０円の青のリボン

と、０.８ｍの代金が２４０円の赤のリボ

ンがあります。１ｍのねだんは、それぞ

れいくらですか。

・わる数と商の大きさの関係を調べよう。

学級毎

担任１名＋

ＴＴ２名

Ｔ１は全体指導

Ｔ２、Ｔ３は個別指導

６ 小数の除法にお

けるあまりの位

取りについて理

解する。

５２.５ℓのジュースを、０.７ℓ入りの水と

うに入れていきます。何個の水とうをい

っぱいにできますか。また、何ℓあまりま

すか。

・小数のわり算の、あまりの大きさや、あ

まりを求める場合についてまとめよう。

学級毎

担任１名＋

ＴＴ２名

あまりの位取りのしかた

を確実に身に付けさせたい。

７ 学習内容を整理

し、身に付いた

かどうかを確認

する。

○今までの学習を振り返ろう

Ａ：商の見当をつけられるかな

Ｂ：数直線で表せるかな

Ｃ：筆算の仕方はわかるかな

Ｄ：あまりの求め方と検算の仕方はできるかな

学級毎

コース別

担任１名＋

ＴＴ２名

学級内で個々がつまずい

たポイントを探り、教師はポ

イントごとに少人数指導を

行い習熟を図る。

A→B→C→Ｄ（ルートを決

め、ＡができたらＢのように

進む）

８ 小数の除法の答

えを概数で表す

ときの処理の仕

方を理解する。

６１.４ℓのすなの重さをはかったら、２.６

ｋｇありました。このすな１ℓの重さは何

ｋｇですか。四捨五入して、上から２け

たのがい数で求めましょう。

学級毎

担任１名＋

ＴＴ２名

教師主導で概数の処理の

仕方をしっかり身に付けさ

せる。

９ 学習内容を確実

に身に付ける

○力をつけよう

課題Ａ：筆算コース

課題Ｂ：文章題コース

課題Ｃ：ぐんぐんコース（発展）

学年

課題別

担任２名＋

担任外３名

学年一斉

コース選択（子ども自身で）

今回の課題別コースは、子

どもが自分に必要な学習は

何かを考え、コースを選択す

る。



時 目標 提示問題・学習活動 形態 留意点

10

11

比較量、基準量が小

数のときも、何倍か

は除法で求められ

ることを理解する。

倍を表す数が小数

のときも、基準量は

比較量÷倍でもと

められることを理

解する。

１右の表は、ゆりえさんたちの家から駅

までの道のりを表しています。ゆりえ

さんの道のりをもとにすると、ほかの

人の道のりは、それぞれ何倍ですか。

・どんな計算をすればよいか考えよう。

２れなさんの家には、生後１０日の犬が

います。今の体重は６３０ｇで、生ま

れたときの体重の１.８倍です。生ま

れたときの犬の体重は何ｇでしたか。

・どんな計算をすればよいか考えよう。

※説明の際は、数直線図を積極的に用い

るよう指導する。

チェックテスト②

学年

コース別

担任２名＋

担任外３名

問題の数値を整数に変え

て提示（答えは小数倍になる

ものも含む）し、コース選択

させる

個々のつまずきに合わせた

学習コースを設定し、少人数で

コース別に学習を進めていく。

Ａ：よくわかる→基準量を求め

る問題についての説明書

を書けるくらいに。

Ｂ：ちょっと自信がない→倍が

小数のときの基準量の求

め方を、自分の言葉でまと

められるように。

Ｃ：自力で題意がつかめない、

基準量と比較量が小数の

とき理解できない→基準

量と比較量が整数の場合

に置き換えて考え、２量を

数直線図に表し、問題を解

けるように。

12 学習内容を確実に

身に付ける

・小数のわり算の学習を、ワークシート

を用いて振り返ろう。

課題Ａ：じっくりコース

課題Ｂ：ばっちりコース

課題Ｃ：ぐんぐんコース

学年

コース別

担任２名＋

担任外３名

コース選択（子ども自身で）
学習のまとめとして、自

らの学びを「札幌版算数学習

シート」を用いて確認する。

13 学習内容の理解を

確認する。

・全員で共通の問題を解いて、それぞれ

のコースで身につけた解決方法を交流

し合おう。

学級毎

担任１名＋
ＴＴ２名

「札幌版算数学習シー

ト」に出てきた問題を全員で

解き、各コースの取組の成果

を交流させる。



チェックテスト①

学習したことが身に付いたか、確認しましょう。

（５年 組 名前 ）

◎答えの見当をつけてから計算しましょう。

① ６.８ ３７.４ ② ６.８ １.７

◎手ごたえは？

Ａ ばっちり！（ ） Ｂ けっこう分かった（ ） Ｃ 自信がない（ ）

チェックテスト②
学習したことが身に付いたか、確認しましょう。

（５年 組 名前 ）

◎たかおさんの家から学校までの道のりは、４.５km です。

やすよさんの家から学校までの道のりは、３.６km です。

たかおさんの道のりをもとにすると、やすよさんの道のりは、何倍でしょう。

◎手ごたえは？

Ａ ばっちり！（ ） Ｂ けっこう分かった（ ） Ｃ 自信がない（ ）

☆数直線図に表してみよう。

☆何倍かみつけてみよう。

式）

答え）


