
指導内容系統表の作成・問題データベースの活用について

１ 基本的な考え方

(1) 指導内容系統表の作成について

算数の学習内容は、「数と計算」「量と測定」「図形」「数量関係」の４つの領域

で構成されています。各領域ごとの指導内容は、6年間の中で系統立てて理解を深め

ていくことができるように配慮して位置付けられています。このため、新たな学習に

取り組むときに、すでに学習したことを基にしながら考えを深めていくという学習展

開が可能となっています。しかし一方で、学習内容が十分身に付いていない状態をそ

のままにしておくと、その後の学習において理解が深まらないという側面もあります。

そこで、今回の研究では、次のような意図で取り組むとよい内容を提案することに

しました。

①各単元における重点的な指導内容を明らかにする。

②系統的に示した「指導内容系統表」を作成する。

③繰り返し学習や家庭学習などで重点的に取り組むとよいと考えられる内容を示す。

今回は、「数と計算」領域を対象として検討し、１年生における「１対１対応」や

「１０のまとまり」などのようにキーワードで指導内容系統表に示しています。また、

それぞれのキーワードに対応させて、具体的な子どもの取組を「身に付けたい表現力

と活動」として例示することを試みました。

「数と計算」領域における指導について、６年間を見通して、学校全体で取組を進

める上での参考としていただきたいと考えています。

(2) 指導内容系統表を踏まえた指導の実践例について

指導内容系統表に示した内容について、実際の指導場面においてどのように取扱う

のかを、研究推進校の取組を通じて具体化するようにしました。第５学年「小数のわ

り算」における指導場面の一部を実践例として掲載していますので、参考にしていた

だきたいと思います。

２ 問題データベースの活用について

全国学力・学習状況調査の質問紙調査における「家庭で学習する時間」の質問への回

答状況を見ると、１日当たり３０分以上学習している子どもの割合は全国平均を下回っ

ています。

こうした状況を踏まえ、今回の研究では、問題データベースを活用して家庭における

学習習慣づくりを促進する方法について検討を行いました。また、実際に研究推進校に

おいて小学校５年生と６年生を対象として、問題データベースを活用した取組を進めま

した。

問題データベースは、「ドリル」「たしかめ」「フォローアップ」「チャレンジ」と、

学習状況に応じた問題が用意されているとともに、子どもの学習状況に応じて問題を選

択して教材を独自に構成する機能を備えています。

今回は、こうした特徴を生かした工夫について検討し、取組例を示しています。
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問題テータベースの活用
～学習習慣の確立に向けた取組～

１ 取組の範囲
・５年「小数のかけ算」「小数のわり算」と現在取り組んでいる学習
・６年「分数のかけ算とわり算（１）」「分数のかけ算とわり算（２）」ほか

２ 取組の概要
札幌市立学校ネットワークの市立学校専用ページ上の「問題データベース」における

学習プリントを以下のような展開で活用していく。
⇒「問題データベース」には、以下の４つのプリントがある。
・ドリルプリント ・たしかめプリント ・フォローアッププリント ・チャレンジ
プリント

【 Ｓｔｅｐ １ 】

各単元の「ドリルプリント」と「たしかめプリント」を、学習順に家庭学習用に１日１枚ず

つ配付。プリントは、状況に応じて選択する。

《例》

①ドリルプリント 「３４ 小数のかけ算－１」

②ドリルプリント 「３４－1 小数のかけ算－１」

③ドリルプリント 「３５ 小数のかけ算―２」

④ドリルプリント 「３６ 小数のかけ算―３」

⑤ドリルプリント 「３６－１ 小数のかけ算－３」

⑥ドリルプリント 「３７ 小数のかけ算－４」

⑦たしかめプリント「１４ 小数のかけ算」

３ その他
(1) 系統性を踏まえた学習内容を選択して実施
・同領域の学習内容について、複数学年に渡って、プリントに位置付ける。

(2) 単元の導入時に、レディネスの観点から実施
・既習事項として、本単元において活用されるものをプリントに位置付ける。

(3) 問題づくりについて
・「フリー」（組み合わせ問題ページ）を用いてプリントを作る際には、テンプレー
トの小問ごとに貼り付けることができる。

・問題には難易度が示されている。これを参考に問題を選択するとよい。テンプレー
トと同じ問題構成で順番を変えることも考えられる。
※できれば問題データベースと合わせて、問題文を見て図をかくようにするとよい。

(4) 研究推進校において使用した問題データベース例について
・ＣＤ－ＲＯＭに収録してありますので参考としてご活用ください。

方法Ａ

●「Ｓｔｅｐ１」で、学級として誤答が多い

内容を、問題データベースの「フリー」（組

み合わせ問題ページ）を用いてプリントを

作成。

●参考になる教科書のページを示したり、個

別にヒントを与えるなどした上で、全員に

配付。

【 Ｓｔｅｐ ２ 】

方法Ｂ

●「Ｓｔｅｐ１」を終えて、まだ自信のない子

どもには、「フォローアッププリント」の内

容を知らせ、持たせる。

●「Ｓｔｅｐ１」を終えて、自信のついている

子どもには、「チャレンジプリント」の内容

を知らせ、持たせる。

◇子どもの実態などに応じて、以下のいずれかを選択する。

◆研究推進校では、この取組の事

前・事後に、子どもの意識調査を

行いました。「正しく式をたてる

こと」や「正しく計算すること」、

「家で、自分から学習に取り組む

こと」という設問に対する肯定的

な回答が上向いている傾向が見

られました。


