
１ 主題設定の理由 

塩竈市では昨年度より，しおがま「学びの共

同体」の考えをもとに，授業改善に取り組んで

いる。 

昨年度，第６学年の担任をしていた際には国

語科において対話を通して主体的に学ぶ児童の

育成を目指し，授業改善に取り組んだ。しかし，

「学びの共同体」という意識を明確に持って授

業をするには至らなかった。なぜなら，「学びの

共同体」とは何か，自分の勉強不足から具体的

にどうすればよいのか分からなかったからだ。

しかし，平成 30 年４月の研修会で佐藤学氏の講

演を拝聴し，「学びの共同体」を自分なりに解釈

し実践してみたいという思いが強くなった。今

年度，第６学年の算数科少人数指導を担当する

ことになったことを契機に，算数科を中心に授

業改善に取り組むことにした。 

では，「学びの共同体」とは何か。佐藤学氏の

講演や著書『学校を改革する』の中では，学びの

共同体の学校は，「子どもたちが学び育ち合う学

校であり，教師たちも教育の専門家として学び

育ち合う学校であり，さらに保護者や市民も学

校の改革に協力し参加して学び育つ学校であ

る。」と定義されている。これらを実現するため

には，「聴き合う関係」が重要になってくる。学

級の中での「学び合い」では，一人残さず学びを

成立させるために「４人以下のグループ」で学

習を進めることや「ジャンプ課題」を含んだ授

業デザインを考えなければならないという。「ジ

ャンプ課題」については，今まで取り組んだこ

とのないものである。いわゆる「応用問題」と捉

えていいのだろうか疑問に思った。 

そこで，「ジャンプ課題」とはどういうものな

のか，日々の授業で実践し，児童が「共有の課

題」と「ジャンプ課題」に取り組んだ時に，どん

な様子を見せるのか研究することとした。 

 

２ 研究の目標 

「協同的な学び」が成立するには，どのよう

な「ジャンプ課題」を設定すればよいのか，算

数科の授業改善を通して明らかにする。 

 

３ 研究の仮説 

 算数科の授業改善のために以下の手立てを講

じれば，「ジャンプ課題」を生かして主体的に学

び合う児童を育成することができるであろう。 

（１） 学び合いの基本ルールの提示 

（２） 「振り返り」の場面を設定できるノー

トやワークシートの工夫 

（３） 児童が夢中になる「共有の課題」を生

かした「ジャンプ課題」の設定 

 

４ 研究計画 

４．１ 研究対象 

 塩竈市立第二小学校 第６学年 96名 

 

４．２ 研究計画 

実態調査   ：５月及び 12月 

研究実践   ：４月～１月 

研究のまとめ ：１月 

 

５ 研究の概要 

５．１ 児童の実態 

 第６学年は，１組 32 名，２組 32 名，３組 32

名，計 96 名である。どの学級も男女仲が良く，

素直で明るい。算数の授業に対して積極的に発

「ジャンプ課題」を生かして主体的に学び合う児童の育成 

～しおがま「学びの共同体」の視点に基づいた算数科の授業改善を通して～ 
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表したり，問題に対して一生懸命取り組んだり

する児童が多い。算数の宿題の提出率も９割と

高い。 

 

５．２ 意識調査 

５．２．１ 調査方法 

 平成 30 年５月に，校内研究の意識調査として

「国語の学習について」「算数の学習について」

「学び方について」各学級で実施した。今回は

「算数の学習について」と「学び方について」の

中から，本研究に関係のある部分について記載

する。 

 

５．２．２ 意識調査（５月） 

 算数の学習については，算数の学習が「好き」

又は「どちらかといえば好き」の児童は，77.1％

であり，「嫌い」「どちらかといえば嫌い」と答え

た児童も少なからずいることがわかる（図１）。

一方，算数の学習が「よく分かる」「だいたい分

かる」と答えた児童は 89.6％ととても多かった

（図２）。 

 また，学び方については，「隣の人やグループ

の人と考えたり，学び合ったりするのは好きで

すか。」という質問で「好き」「どちらかといえば

好き」が 88.6％であり，話合いを好む児童が多

いことが分かる（図３）。「難しい問題に，友達と

挑戦するのは好きですか。」という質問には，「好

き」「どちらかといえば好き」と答えた児童は，

81.3％であり，授業が始まった当初でも高い数

字であった（図４）。 

 以上の結果から，第６学年の児童は，算数の

学習内容を理解しているという認識が高く，難

しい問題への挑戦意欲も高い傾向があると分か

った。 

 

 

図１ 算数の学習について① 

 

 図２ 算数の学習について② 

 

 

 図３ 学び方について① 

 

 

 図４ 学び方について② 

 

40.6

36.5

14.6

6.3

好き

どちらかといえば好き

どちらかといえば嫌い

嫌い

0 10 20 30 40 50

算数の学習は好きですか？

46.9

42.7

8.3

0

よく分かる

だいたい分かる

あまり分からない

分からない

0 10 20 30 40 50

算数の学習は分かりますか？

39.6

49

7.3

2.1

好き

どちらかといえば好き

どちらかといえば嫌い

嫌い

0 20 40 60

隣の人やグループの人と考えたり，

学び合ったりするのは好きですか？

36.5

44.8

12.5

2.1

好き

どちらかといえば好き

どちらかといえば嫌い

嫌い

0 10 20 30 40 50

難しい問題に友達と一緒に挑戦するの

は好きですか？



 

５．３ 授業実践 

（１）学び合いの基本ルールの提示 

授業の中で，学び合いの場面を位置付けるに

あたり学年の先生方と相談して学び合いのルー

ルを設定した。以下のルール（図５）を提示する

ことで，児童は初め，一人で問題を解き，その後

分からない時に，「教えて」と友達に言うことで

解決への糸口を見つけることができるようにし

た。初めに一人で解くということを指定したの

は，一人で解きたいという思いや自力で解くこ

とによる達成感を味わいたいと思う児童がいる

ためである。また，一度は自分の頭で考えるこ

とで何が分からないか，自分自身で把握してほ

しいと考えた。 

 

図５ 学び合いの基本ルール 

（２）「振り返り」の場面を設定できるノートや

ワークシートの工夫 

 「ジャンプ課題」に取り組ませる際には，「考

える力をのばそう（全体をみて）」の単元を除き

ワークシート（例１）を用いて授業を行った。表

面に「共有の課題」，裏面に「ジャンプ課題」を

印刷したものを準備し，配布した。問題文を書

く時間が減ったことで，普段の授業よりも振り

返りの時間をしっかりと確保することができた。

振り返りでは，初め自分がどう考え，友達と学

び合うことでどう考えが変わったかを中心に感

想として書かせた。 

 ワークシートを用いなかった授業では，教師

が問題を印刷し，ノートに貼らせてから課題を 

 

 

解かせた。この方法は，神奈川県茅ヶ崎市立浜

之郷小学校の実践を参考にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例１ ワークシート共有（上）ジャンプ（下） 

 

学び合い（４人グループ）〇基本ルール 

① まずは一人で，○分黙って 

問題に取り組む。(何か書く！) 

② 分らない時は，教えてと言う。 

③ 教えてと言われたら，教える。 

ただし，他の人が迷惑にならない音量で！！ 

④ 分かった人は，４人グループ全員が分かるよう努めること。 

以上の基本ルールを守り，集中して授業に取り組もう。 



（３）児童が夢中になる「共有の課題」を生かし

た「ジャンプ課題」の設定 

「共有の課題」と「ジャンプ課題」の指導案を

書いて実践したものは 12 ある。それらを「ジャ

ンプ課題」の引用先をもとに以下の通り５つに

分類した。 

 

 

 

 

分類Ⅰ ハイクラステスト算数（受験研究社）よ     

    り 

① つりあいのとれた形を調べよう（13/13） 

 

        問１ 共有課題 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 引用先 単元名 実施日 

Ⅰ ハイクラ

ステスト

算数 

 

 

 

 

①つりあいのとれた形

を調べよう（13/13） 

5/7 

②円の面積を求めまし

ょう（7/7） 

5/14 

③割合の表し方を考え

よう（10/10） 

5/28 

Ⅱ 中学校 

教科書 

 

 

 

①文字と式（5/5） 5/28 

②形が同じで大きさが

ちがう図形を調べよう

（9/9） 

10/3 

Ⅲ 第二小学

校オリジ

ナル問題 

 

 

 

①分数のかけ算（10/10） 6/15 

②およその面積や体積

を求めよう（3/3） 

7/17 

 

③順序よく整理して調

べよう（7/7） 

12/6 

Ⅳ  第６学年

教科書 

 

 

 

 

①分数のわり算（12/12） 6/28 

②考える力をのばそう

（全体をみて）（1/2） 

12/10 

③考える力をのばそう

（関係をみつけて）（1/2） 

12/12 

 

Ⅴ 第三小学

校オリジ

ナル問題 

 

①比例をくわしく調べ

よう（17/17） 

 

11/26 

共有の課題：算数の力（文渓堂） 

 

 

 



ジャンプ課題：ハイクラステスト算数 

（受験研究社）より 

① 直線 XYを対称の軸として，五角形 ABCDE

と線対称な図形をかきなさい。 

② 点 Pを対称の中心として，五角形 ABCDEの

点対称の図形をかきなさい。 

６学年最初の単元である「つりあいのとれた

形を調べよう」の最後の学習として実施した。 

線対称と点対称の書き方を「共有の課題」で確

認し全員ができたところで「ジャンプ課題」に

取り組ませた。「ジャンプ課題」は学習院女子中

の入試問題である。②の点対称は基本の書き方

を守ると書くことができ，全体の３分の２の児

童が解けた。しかし，①の線対称は図形が直線

XY となっている部分について悩む児童が多く，

３分の 1 程度の正解であった。正解に至るよう

に児童が必死に考えた良問であり，とても充実

した時間となった。ただ，線対称と点対称のど

ちらも扱ったために時間に余裕がないという課

題が残った。 

② 円の面積を求めましょう(7/7) 

共有の課題：算数の力（文溪堂） 

色のついた部分の面積を求めましょう。 

 

 

「円の面積を求めよう」の最後の時間に実施

した。「共有の課題」は，教科書（P29～31）で

も学習した内容である。今回の「ジャンプ課題」

は，「共有の課題」のやり方を利用して解くこと

ができる。模範解答も「共有の課題」を利用した

考えのみ用意していたのだが，児童の中には，

全体を正方形と見て考える方法や中心に正方形

を作って解く方法を思いつき，夢中になって解

く姿が見られた。分からない児童は，解けた児

童の説明に耳を傾ける姿が見られるなど，児童

が意欲的に問題に向き合い充実した授業となっ

た。「ジャンプの課題」の正答率は全体の３分２

程度であった。 

 

 

③ 割合の表し方を考えよう(10/10) 

共有の課題：中学校１年教科書より 

ウスターソースとケチャップを２：３の割合で

混ぜて，ハンバーグソースを作ります。 

今ケチャップを１２０ｍL使って，ハンバーグソ

ースを作ろうと思います。ウスターソースは何

ｍLあればよいでしょうか。 

       

ジャンプ課題：ハイクラステスト算数 

（受験研究社）より 

Aの容器に入っている水の量と Bの容器に入って

いる水の量の比は５：４で，Bの容器に入ってい

る水の量と Cの容器に入っている水の量の比は

３：４です。Cの容器に入っている水の量をはか

ジャンプ課題：ハイクラステスト算数 

（受験研究社）より 

色のついた部分の面積を求めよう。 

 



ると２４０㎤でした。A，B，Cの３つの容器に入

っている水の量の合計は何㎤ですか。（京都教育

大附属京都中） 

「共有の課題」は，中学校の教科書から引用

した。ほぼ全員が正解し，小学校の知識で解く

ことができると児童の自信につながった。ジャ

ンプの課題は，京都教育大付属中の入試問題か

ら引用した。問題文が長いため戸惑った児童も

多かったが，一つ一つ丁寧に考えていくことで

正解が導き出せる。初めは６分の１程度の正解

であったが，グループで学び合うことでほとん

どの児童が正解にたどり着くことができ，充実

した時間となった。 

 

分類Ⅱ 中学校の教科書より 

① 文字と式（５/５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は，「ジャンプ課題」に中学校の問題を引

用した。ただ，①のみの場合，すぐ解けるであろ

うと予想できたため，更に早く終わった児童に

は，②に挑戦させた。予想通り，①はほぼ全員が

小学校の知識で解けた。②は，一次方程式を学

習してないためにｘの合成をすることが難しく，

ヒントを与えたものの６分の１程度しかできず

諦めてしまう児童が多くいた。しかし，児童の

中には，できた式に数字を当てはめていくこと

で解答しているものもいた。まだ学習していな

いことでも，今まで学習してきたことを生かし

て解こうという姿を見ることができた。 

 

② 形が同じで大きさがちがう図形を調べよう 

(9/9) 

共有の課題：中学校３年教科書 

 

 

 

ジャンプ課題：中学校３年教科書より 

 

 「共有の課題」，「ジャンプ課題」ともに，中学

校３年生の問題である。どちらも「ジャンプ課

題」のレベルかもしれないが，「共有の課題」に

ついて小学校との違いは，縮尺が明示してある

かどうかである。「ジャンプ課題」は，縮尺の明

示もない上，三角形になることに自分で気づか

ないと解けない問題である。これまでの学習を

生かして解くことができるが，自分で縮尺を決

共有の課題：Z会グレードアップ問題集 

（Z-KAI）より 

上底がｘ㎝，下底が８㎝，高さが６㎝の面積につ

いて次の問いに答えなさい。 

① 台形の面積を求める式を，ｘを使って表しな

さい。 

② 上底が５㎝のとき，台形の面積は何㎠ですか。 

ジャンプ課題（中学１年教科書）より 

① ある中学校の１年生の人数は，男子が女子

よりも 12人多く，男女合わせると 116人で

す。１年生の女子の人数を求めなさい。 

② １本 170 円のバラと１本 120 円のガーベラ

を合わせて 10本買い，代金の合計がちょう

ど 1500円になるようにしたいと思います。

バラとガーベラはそれぞれ何本ずつ買えば

よいですか。 



めなければ解けないので，解けそうで解けない

問題となり，児童は夢中になって解いていた。

「共有の課題」で縮尺の決め方の確認をしたこ

とで，「ジャンプ課題」は自力で解ける児童が多

くいた。解決が分からない児童に寄り添って教

える姿も多く見られた。 

 

分類Ⅲ 第二小学校オリジナル問題 

① 分数のかけ算（10/10）：校内研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

「共有の課題」では，約分を行うという押さ

えをしてから，「ジャンプ課題」につなげた。ジ

ャンプの課題では，分かっていることや求めて

いることを確認し，話し合い方のポイントを説

明した上でグループ活動を行わせた。また，ホ

ワイトボードを用いたことで，それをもとに話

合いが活発になった。「ジャンプ課題」は最終的

にはほとんどの児童が解くことができた。 

 

② およその面積や体積を求めよう(3/3) 

共有の課題 

 

ランドセルのおよその容積を 

求めましょう。 

 

       

ジャンプ課題 

身の回りの容積や体積を求めよう！ 

必要な長さもグループで協力＆工夫して測りま

しょう。 

 

 

 

教科書（Ｐ83）２の問題を「共有の課題」と

した。「ジャンプ課題」は，教科書（Ｐ83）の問

題をベースに作成した。各グループに一つずつ

箱等を与え，児童同士で長さを測って計算をさ

せた。ただ，中には「長さを測るだけ」「計算を

するだけ」というように役割分担ができ，自分

の出番以外の時間が暇になってしまうグループ

があった（図６）。全員が答えを出すことができ

た授業であったが，もの足りなさを感じている

様子も見られた授業であった。 

 

図６ 長さを測る児童と計算の準備をしている児童 

 

 

③ 順序よく整理して調べよう(7/7) 

共有の課題 

 

    

 

 

共有の課題 

 

 

ジャンプ課題 

 



ジャンプ課題 

 

       

スペシャルの課題：ハイクラステスト算数 

（受験研究社）より 

 

樹形図を正しく書くことを目的として「共有

の課題」と「ジャンプ課題」を設定した。「ジャ

ンプ課題」は，枝分かれする本数がいつも同じ

ではないでの迷いが生まれ，丁寧にきれいに書

かないと分からなくなってしまう課題である。

解答にとても苦労する児童がいる一方，すんな

りできてしまう児童もいることが予想できたた

め，更に難しいスペシャルの問題を用意した。

結果としてほとんどの児童が「ジャンプ課題」

を解くことができた。児童の中には「早くスペ

シャル課題をやりたい！解きたい！」という思

いが高まり，スペシャル課題に夢中になって取

り組む児童が見られた。 

分類Ⅳ 第６学年教科書より 

① 分数のわり算（12/12） 

共有の課題：第５学年の復習より 

□にあてはまる分数はいくつですか。 

①  １５分＝□時間  ②４０分＝□時間  

③  ４８秒＝□分 

      

ジャンプ課題：教科書 P71力をつける問題６ 

より 

１日に８秒ずつ進む時計があります。この時計

は，何日で１０分進みますか。８秒を分の単位

になおして計算しましょう。 

教科書の「力をつけよう」の問題を「ジャンプ

課題」として活用したが，「共有の課題」で解決

のポイントの説明を行ったために，簡単に解答

する児童が多かった。また，数直線を用いるこ

とを条件とし，ワークシートに記入欄を設けた。

難しいであろうという教員側の予想で「ジャン

プ課題」に設定したが，児童には簡単で物足り

ない様子が見られ，活発な学び合いとはならな

かった。 

② 考える力をのばそう（全体を決めて）(1/2) 

共有の課題：第 6学年教科書より 

30ｍの道路をほそうするのに，Aの機械では１

５日，Bの機械では１０日かかります。A，Bの

機械を同時に使うと，この道路をほそうするの

に何日かかりますか。 

        

ジャンプ課題：第６学年教科書より 

ある道路をほそうするのに，Aの機械では１５

日，Bの機械では１０日かかります。A，Bの機

械を同時に使うと，この道路をほそうするのに

何日かかりますか。 

 教科書（Ｐ151）の内容を「共有の課題」と

「ジャンプ課題」として実践した。「共有の課

題」は道路の長さを決まっているもの，「ジャン

プ課題」は道路の長さが分からないものとした。

最終的に正解にたどりつかなかった児童は各クラ

スとも１割程度であったが，迷っている児童にみ

んなで教えるという光景が見られ，みんなで課題

を解決しようという雰囲気が生まれた。 

③ 考える力をのばそう（関係を見つけて） 

(1/2) 

共有の課題：第６学年教科書 

 

       

 

 



ジャンプ課題：第６学年教科書 

 

 教科書（Ｐ163，Ｐ164）の内容を「共有の課題」

と「ジャンプ課題」として実践した。「共有の課

題」では，どんな関係性があるのか気づかせた。

この関係性に気づくことが難しかったが，これ

に気づくと「ジャンプ課題」は簡単に解くこと

ができたため「ジャンプ課題」が適用問題のよ

うになってしまう結果となった。 

 

分類Ⅴ 第三小学校オリジナル問題より 

① 比例をくわしく調べよう（17/17） 

共有の課題：Z会グレードアップ問題集より 

下の表は，直方体の形をした水そうに水を入れた

ときの水の量（ｘL）と水の深さ（ｙｃｍ）の関

係を表したものです。次の問いに答えなさい。 

① ｙをｘの式で表しなさい。 

② 水の深さが 40ｃｍのとき水の量は何 Lです

か。 

水の量ｘ（L） １ ２ ３ ４ ５ ６ 

水の深さｙ（ｃ

ｍ） 

2.5 ５ 7.5 １

０ 

12.5 １５ 

ジャンプ課題 

 ある浴槽に一定の割合でお湯を注ぎいれま

す。お湯があふれないように，浴槽の八分目ま

でお湯をためるように言われました。６分後に

見に行ったら，18ｃｍたまっていました。この

後，何分後にお湯を止めたらよいでしょうか。

浴槽の深さは，60ｃｍです。 

第三小学校で行っていた「ジャンプ課題」を

実践した。「共有の課題」は，「ジャンプ課題」に

つながるものとして新たに設定した。「ジャンプ

課題」は，昨年度の学習内容である「八分目」で

悩んでいる児童が多かった。解決できた児童に，

「八分目」の考え方を説明してもらいながら授

業を展開した。その後，児童に続きをやってみ

ようと投げかけた。簡単に解く児童が多く，「教

えて」と言われた児童はその児童が分かるまで

丁寧に教える姿が見られた。最終的には，ほぼ

全員が解くことができた。 

 

６ 研究の成果と今後の課題 

６．１ 研究の成果 

（１）学び合いの基本ルールの提示 

学び合いの基本ルールを提示したことで，児

童は何をすれば良いのかイメージを持ちグルー

プ活動を行うことができた。同じルールを繰り

返し提示したことで，回数を重ねるごとに児童

はグループ活動になれることができた。 

（２）「振り返り」の場面を設定できるノートや

ワークシートの工夫 

ノートに問題文を貼ったり，ワークシートの

表に「共有の課題」，裏に「ジャンプ課題」を印

刷したりしておくことで，問題文を書く時間を

軽減することができ，振り返りの時間を十分に

確保することができた。 

 

（３）児童が夢中になる「共有の課題」を生かし

た「ジャンプ課題」の設定 

児童が夢中になった課題は，次の通りであっ

た。 

分類Ⅰでは，①「つりあいのとれた形を調べ

よう」，②「円の面積を求めましょう」，③「割合

の表し方を考えよう」の全てであった。中学入

試問題のように，教科書レベル以上の問題で「解

けそうで解けない問題」の場合，学級全体の集

中力が増し，主体的に取り組む傾向が見られた。 

分類Ⅱでは，②「形が同じで大きさが違う図

形」の課題だった。中学校３年の教科書に掲載

されていた問題だが，小学校では提示されてい

る縮尺を，中学校では自分で決めなければいけ

ない。やり方は分かるが，何かが足りないから

解けないという問題に児童は夢中になった。 

分類Ⅲでは，①「分数のかけ算」であった。



□にあてはまる数を必死に計算していた。計算

スペースにはその努力の跡がしっかりと残って

いた。 

分類Ⅳでは，②「全体をみて」，③「関係をみ

つけて」であった。教科書で２時間扱いの単元

だが，一斉授業では分からない児童もいるであ

ろうという予想のもと「ジャンプ課題」を設定

した。友達と話し合いながら，どうやればいい

のか試行錯誤し，分からない児童は分かった児

童に「教えて」と言ってもらう姿が見られた。 

分類Ⅴでは，①「比例をくわしく調べよう」

の「八分目」という既習事項を盛り込んだこと

で，文章を丁寧に読み解かないと解答できない

ことに面白さを感じた児童が多かった。「八分目」

の意味をみんなで考えることで学び合いが活発

になった。 

 以上のことから，これまでの授業や「共有の

課題」で行った既習をもとに，教科書以上のレ

ベルの課題を取り上げることは，児童を夢中に

させる上で効果があることが分かった。 

また，「振り返り」の感想に，「ジャンプ課題が

解けてうれしかった。」，「おもしろかった。」，「友

達に教えてもらうことで分かった。」，「グループ

で解決していくことが楽しい。」 など肯定的な

意見が多かったことからも，今回のような「ジ

ャンプ課題」の設定は有効であったと思われる。 

 

６．２ 今後の課題 

（１）学び合いの基本ルールの提示 

 「ジャンプ課題」に継続的に取り組ませると，

「初めは一人で考える。」というルールを忘れ，

すぐに友達と学び合うグループがあることに気

づいた。「ジャンプ課題」が難しそうな場合は，

すぐにグループで話しても良いとしたが，そう

なると基本ルールが揺らいでしまう。学び合い

のルールについては，今年度の実践を振り返り

精選していく必要がある。 

 

 

（２）「振り返り」の場面を設定できるノートや

ワークシートの工夫 

 「ジャンプ課題」に取り組ませる際には，ほと

んどワークシートを用いたが，毎時間ワークシ

ートを準備することになると教員の負担が増え

てしまうのが課題である。また，問題文を書か

ないことで「書く力」が落ちてしまうことが懸

念される。今後ノートにまとめていく方法につ

いても検討していく必要がある。 

（３）児童が夢中になる「共有の課題」を生かし

た「ジャンプ課題」の設定 

分類Ⅱの①「文字と式」のように，未習事項

が課題として設定されると，解きたくても解け

ないため，課題としては適切ではないことが分

かった。中学校の学習内容を安易に「ジャンプ

課題」として設定するのではなく，今の知識で

できる内容を見極めなければいけない。 

分類Ⅲの②「形が同じで大きさがちがう図形

を調べよう」や分類Ⅳの①「分数のわり算」のよ

うに，課題の難易度が低い場合,児童があまり夢

中にならないことも浮き彫りになった。課題を

与えてすぐに解答できる児童がいると，教室の

雰囲気が崩れてしまう。すべての児童にとって

頭を悩ます難易度設定が，「ジャンプ課題」には

求められる。 

「振り返り」の感想の中に，「ジャンプ課題」

が簡単であると「つまらない。」，「もっとレベル

の高い問題を解きたい。」という児童の声があっ

た。短時間で答えにたどり着いた児童やグルー

プに対してどのようにフォローするのかという

ことも検討していく必要があるだろう。 

 

７ まとめ 

今年度実践した算数の授業は，これまでとは

大きく違うものとなった。「共有の課題」や「ジ

ャンプ課題」を自ら教材研究し実践することで，

児童の意欲が高まっていくことを実感すること

ができた。 

平成 31 年１月に行った自由記述のアンケー



ト調査では，「分からないところを教え合って，

一緒に考えて解けた時の達成感を味わえること

が楽しい。分からなくても諦めずチャレンジす

ることで解けるとうれしいということも分かっ

た。」，「ジャンプ課題は難しかったけど，班の人

と協力できて楽しかった。何分の一の縮図の勉

強が苦手だったけど,ジャンプ課題をやって分

かるようになりうれしかった。」など，ジャンプ

課題に取り組んだことで,達成感を味わった児

童が多かった。 

また,「中学校の問題に挑戦することで安心し

た。」という感想もあった。これまで，レベルの

高い問題は児童にとって「苦痛」だろうと思っ

ていたが，適切な高いレベルの課題を設定する

ことで児童が主体的に問題を解くことにつなが

った。さらに「自力で解けなかった時はくやし

かったので自主学習等家庭学習でも頑張った。」

という感想もあった。「分かるようになりたい。」，

「もっと勉強しよう。」という意欲につながるこ

とも実感できた。 

「ジャンプ課題」になかなか向き合えない児

童には，しっかりとフォローすることも忘れず

に全ての児童にとって児童が「楽しい！」「おも

しろい！」と思える授業づくりに今後も取り組

んでいきたい。 
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