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１

童の経験に基づいた場面や興味ある題材を取り上げた

研究の目的

り，場面を具体物を用いて動作化させたり，解決に必

発達障害等の児童生徒が約6.5％在籍していると言

要な情報に注目できるよう文章を一部分ごとに示した

われている小中学校の通常学級において，彼らへの指

り，図式化したりすることなどの工夫を行う。
」のよ

導の在り方は喫緊の検討課題である。

うに児童の十分な学びが実現できるよう，学びの過程

小学校学習指導要領（平成29年告示）解説（算数

で考えられる「ア：【困難さ】に対する＋イ：【指導の

に

工夫の意図】＋ウ：
【手立て】
」の例が示されている

編）第４章１（５）障害のある児童への指導

３）

は，「通常の学級においても，発達障害を含む障害の

（アイウは筆者追記）。

ある児童が在籍している可能性があることを前提に，

さらに，令和３年１月中央教育審議会の答申では，

全ての教科等において，一人一人の教育的ニーズに応

「全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学

じたきめ細かな指導や支援ができるよう，障害種別の

びと，協働的な学びの実現」４）が提言され，教師が支

指導の工夫のみならず，各教科等の学びの過程におい

援の必要な子供により重点的な指導を行うことなどで

て考えられる困難さに対する指導の工夫の意図，手立

効果的な指導を実現することや，子供一人一人の特性

てを明確にすること」と明記されており，その重要性

や学習進度，学習到達度等に応じ，指導方法・教材や

が指摘されている。例えば，
「ア：文章を読み取り，

学習時間等の柔軟な提供・設定を行うこと（指導の個

数量の関係を式を用いて表すことが難しい場合，イ：

別化）
，教師が子供一人一人に応じた学習活動や学習

児童が数量の関係をイメージできるように，ウ：児

課題に取り組む機会を提供することで，子供自身の学
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習が最適となるよう調整すること（学習の個性化）の

人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援

重要性についても指摘されている。

ができるようになること」の実現に向けた示唆を得る

また，令和３年６月の文部科学省による「障害のあ

ことができるのではないかと考えたからである。

る子供の教育支援の手引き」 では，障害の状態等に

そこで，本研究では，授業一単位時間における①め

応じた教育的対応として，障害のある子供に必要な指

あてをつかむ，②問題に対する解決方法を考える，③

導内容が具体的に例示されている。

問題に対する解決方法について話し合う，④まとめを

５）

一方で，算数科における一単位時間の学習は，一般

するといった場面で想定される「特性」「特性による

的に，①めあてをつかむ，②問題に対する解決方法を

困難さ」「指導の工夫の意図」「手立て」を捉え，それ

考える，③問題に対する解決方法について話し合う，

らを基に授業を構想し，授業実践をすることを通し

④まとめをする活動で構成されている。

て，算数科の学習活動において考えられる特性による

「①めあてをつかむ，③問題に対する解決方法につ

困難さに対する手立ての有効性やその他の困難さに対

いて話し合う，④まとめをする」は教師による一斉指

する手立ての在り方を明らかにしていくこととした。

導の場面が主となることがあるため，
「指導の個別化」
の視点から，一人一人の特性や学習進度，学習到達度
等に応じ，指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提

２

研究方法

供・設定が求められる。具体的には，一斉指導の場面

本研究の着想やデザインは両名の筆者が実施し，授

において，文字情報や言語情報といった単一の伝達手

業実践は第一筆者が行った。具体的には，第二筆者に

段のみによる提示を避け，視覚情報での情報提示や教

よる「発達障害等の児童が抱える特性の整理」を基

材の工夫をしたり，解決方法の手がかりを提示したり

に，第一筆者が，授業の場面における特性による困難さ

するなどして，その中で児童自身が自らの特徴やどの

と手立てを整理し，授業実践と考察を行うこととした。

ように学習を進めることが効果的であるかを学んでい

なお、本研究の実践・公表にあたっては、実践校管

くことが重要であると考える。

理職の許可ならびに抽出児の保護者の同意を得た。

また，「②問題に対する解決方法を考える」は，児
童による個々の学習場面であるため，
「学習の個性化」

（１）発達障害等の児童が抱える特性の整理

の視点から，一人一人に応じた学習活動や学習課題に

発達障害等の児童における学習場面での困難さを予

取り組む機会の提供が求められる。具体的には，①の

測するためには，発達障害等の児童が抱える特性を知

場面で，観点を基に自分なりのめあてをたて，④の場

ることが重要と考え，本研究では実行機能を参照し

面で振り返る時間を設定したり，②の場面において，

た。実行（遂行）機能とは「将来の目標達成のために

問題解決に用いる多様な数学的な表現方法を用意した

適切な構えを維持する能力」とし，具体的には，１）

りするなどして，個々の児童が興味・関心等に応じた

目標設定：意図的に構想を立て，２）計画立案：採る

異なる目標に向けて，学習を深め，広げることが重要

べき手順を考案・選択し，３）計画実行：目的に方向

であると考える。

性を定めた作業を開始・維持しながら必要に応じて修

そこで，一人一人の特性やニーズに応じた指導方法

正し，４）効果的遂行：目標まで到達度を推測するこ

の提供や，学習活動，学習課題に取り組む機会の提供

とにより遂行の効率化を図るなどの要素から成り立っ

ができるように，
「障害のある子供の教育支援の手引

ている２）。

き」を参考にしつつ，発達障害等の児童が抱える，特

この実行機能の視点を参照して児童における課題や

性と算数の学習における特性による困難さ，指導の工

活動を遂行するプロセスを「情報の入力・キャッチ」

夫の意図，手立てを，育成を目指す資質・能力の三つ

「思考・判断・記憶」
「行動」
「振り返り・修正」の４

の柱に沿って時系列で整理し直すこととした。なぜな

つによって整理した〈図１〉。

らば，そうすることで，学習指導要領（算数編）にあ

また，発達障害等の児童は「不注意」
「指示理解，

る「各教科等の学びの過程において考えられる困難さ

記憶，思考の困難さ」「多動・衝動性」「状況理解・判

に対する指導の工夫の意図，手立てが明確になり，一

断，他者の意図理解の困難」「感情コントロールの困
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図１

図２

児童が課題や活動を遂行するプロセス

限局性学習症（LD）における課題遂行の困難さ
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図３

注意欠如多動症（ADHD）における課題遂行の困難さ

図４

自閉スペクトラム症における課題遂行の困難さ
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難さ」
「こだわり・過敏」
「表現の困難さ」などを抱え

（視覚・聴覚）で注意をひけるように，視覚的な補助

ことによって，課題や活動を遂行するプロセス

（具体物やイラスト，絵，カード，動画など）を用い

において，さまざまな困難さを抱えることになる。そ

て，工夫しながら提示（少しだけ見せる，選択肢を作

の困難さを発達障害等の児童が抱える特性として，限

るなど）する。また，必要に応じて，復唱したり，聴

局性学習症（LD）の児童が示しやすい困難さ（特性）

写したりする。

る

１）

を〈図２〉に，注意欠如多動症（ADHD）の児童が示

次に，問題の中から数学的な見方・考え方を働かせ

しやすい困難さ（特性）を〈図３〉に，
自閉スペクトラム

て問いを見いだす。しかし，興味や関心が狭いこと

症の児童が示しやすい困難さ（特性）を〈図４〉に整

で，問題解決に必要感をもてずにつまずいてしまう。

理した。なお，限局性学習症（LD）の課題や活動を

そこで，興味・関心をもてるように，ゲームやなじみ

遂行するプロセスとしての「情報の入力・キャッチ」

の深い問題場面を設定する。また，目的の早合点な理

では「聞く」
「読む」における困難さを，
「行動」では

解，言葉の字義通りの理解，言語での思考の困難さ，

「話す」
「書く」における困難さを中心に整理した。

明確でない情報や視覚化されない状況の捉えの弱さが
あることで，算数に関する問いを見いだせられずにつ

（２）授業の場面における特性による困難さと手立て

まずいてしまう。そこで，視覚的な情報を焦点化しな
がら比較し，自分なりに目的意識をもてるように，既

の整理
①めあてをつかむ，②問題に対する解決方法を考え

習事項と未習事項を視覚的に提示し，学習内容の相違

る，③問題に対する解決方法について話し合う，④ま

点や学習方略の共通点に焦点化して問いかけたり，提

とめをするというそれぞれの場面で予想される「特

示された観点（知りたいこと，できるようになりたい

性」「特性による困難さ」
「指導の工夫の意図」「手立

ことなど）を基に，自分なりのめあてを立てる時間を

て」を「個別最適な学び」の視点に留意しながら捉え

設定したりする。

ることとした。

これらを，育成を目指す資質・能力の三つの柱に

①めあてをつかむ場面における特性による困難さと
手立て

沿って整理した〈表１〉。
②問題に対する解決方法を考える場面における特性

①めあてをつかむ活動では，まず，教師から提示さ

による困難さと手立て

れた問題場面の情報をキャッチすることから始まる。

②問題に対する解決方法を考える活動では，まず，

しかし，注意の持続が困難だったり，目立つ刺激に

問題解決に向けた見通しをもつことから始まる。しか

引っ張られたり，捉えの偏り，視覚優位，聴覚優位，

し，見通し（手順，方法）をもったり，イメージをし

感覚過敏，シングルフォーカスにより，必要な情報に

たりすることの苦手さ（思いつきで行動）があること

気付けなかったりすることで，言葉による言語情報や

で，問題解決に向けた見通しをもてずにつまずいてし

文章による文字情報での指示を理解できずにつまずい

まう。そこで，既習事項を想起しながら，一人一人の

てしまう。そこで，情報を整理し，児童に合った媒体

ニーズに合わせた方法を選択できるように，既習事項

〈表１

①めあてをつかむ場面における特性による困難さと手立て〉
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の掲示物やデータ，問題解決に用いる数学的な表現方

沿って整理した〈表２〉。

法（具体物や半具体物，図など）を用意する。
次に，自分なりの解決方法をもつ。しかし，実際に
体験しなければ，行動の意味を理解することの困難

③問題に対する解決方法について話し合う場面にお
ける特性による困難さと手立て

さ，協調の苦手さ，面倒と思うことによる切り替えら

③問題に対する解決方法について話し合う活動で

れなさ，活動を持続する苦手さがあることで，活動を

は，解決方法を共有し，その妥当性や関連性，一般性

最後までやり遂げられずにつまずいてしまう。そこ

を検討する。しかし，言語でのやり取りに対する集中

で，一人一人のニーズに合った活動を選択できるよう

力の持続の困難さがあることで，時間が経つにつれ

に，具体物や半具体物を操作できる場を用意したり，

て，解決方法の根拠やよさ，一般性について考えよう

分からないときや自信がもてないときなどには，周囲

としなくなりつまずいてしまう。そこで，最後まで解

の友達のところへ相談しにいくよう伝えたりすると同

決方法の根拠やよさ，一般性について考えようとする

時に，問題への取組み方や頑張りをこまめに称賛す

ことができるように，周囲の友達と相談したり，説明

る。また，行動しながら複数の手順やルール，条件を

したりといった動的な活動の機会をこまめに設定す

記憶することの苦手さがあることで，解決方法をもて

る。また，多角的な視点での思考の難しさ，複数の記

ずにつまずいてしまう。そこで，処理する情報量を減

憶や作業の苦手さ，言語での思考の困難さ，活動をこ

らして考えられるように，問題解決の見通しを確認で

なすことが目的となり，やりっぱなしになってしま

きる板書を残しつつ，考え方の手順をスモールステッ

うこと，伝えたいことを相手にうまく伝えることの難

プにして助言したり，問いかけたりする。

しさがあることで，解決方法の根拠やよさ，一般性に

ここでは，領域によって，数の概念の未熟さ，記憶

気付けず，結果的に，数量や言葉等の理解が部分的

力の弱さ，道具操作の不器用さ，視覚認知能力や空間

になったり，偏ったりすることによりつまずいてしま

操作能力の困難さなどがあることで，例えば，繰り上

う。そこで，抽象的な情報と具体的な情報を結びつけ

がりや繰り下がりなどの計算や筆算ができなかった

られるように，共有した解決方法を色分けや印などで

り，計器を使って，重さや角度などを測れなかったり

強調しながら，数，式などの抽象度の高いものと具体

してつまずいてしまう。そこで，技能面の障壁を解消

物や半具体物などの抽象度の低いものを結びつける発

できるように，マス目のノートを用意し，色分けや線

問（「この“５”は図でいうとどの部分のことなのかな」

で強調するとともに，視覚情報や音読などの聴覚情報

「80÷0.1は何を求める式なのかな」など）をする。ま

を用いたり，目盛りを拡大し，５㎜間隔などで印を付

た，視点を焦点化して，情報量を減らしながら話し合

けて強調するとともに，支援教具を用意したりするこ

えるように，
「どうしてこうなるのかな」や「こうす

とも必要となる。

ると何がいいのかな」などといった，解決方法の根拠

これらを，育成を目指す資質・能力の三つの柱に
〈表２

やよさ，一般性などに焦点化してスモールステップで

②問題に対する解決方法を考える場面における特性による困難さと手立て〉
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③問題に対する解決方法について話し合う場面における特性による困難さと手立て〉

〈表４

④まとめをする場面における特性による困難さと手立て〉

問いかける。さらに，自分の手元で図や式などを操作

への意欲をもてずにつまずいてしまう。そこで，肯定

しながら，友達に解決方法の根拠やよさ，一般性など

的に自分なりの学びを自覚できるように，提示された

を説明できるように，相手に伝える際に手掛かりにな

観点（できたことや使えそうなことなど）を基に，自

る図や式などの画像を一人一人のタブレット端末に送

分なりに振り返る時間を設定したり，本時の学習に対

り，操作しながら友達へ説明する機会を設定する。

する取組み方や頑張りなどを称賛したりする。

これらを，育成を目指す資質・能力の三つの柱に
沿って整理した〈表３〉
。
④まとめをする場面における特性による困難さと手
立て
④まとめをする活動では，まず，解決方法の一般性

これらを，育成を目指す資質・能力の三つの柱に
沿って整理した〈表４〉。
これらの①から④の場面で想定される「特性」「特
性による困難さ」「指導の工夫の意図」「手立て」を基
に授業を構想し，授業実践をおこなった。

を確かめるために，適用問題に取り組む。しかし，正
確さに欠け，自分の誤りに気付かなかったり，パー
フェクト思考で行動の修正が苦手だったりすること
で，学習内容の定着に至らずにつまずいてしまう。そ

３

授業実践

（１）単元について

こで，注意点に気を付けながら問題に取り組めるよう

本単元「がい数」の目標は，目的に応じた概数の表

に，問題を解くための手順や注意点を板書に残してお

し方や概数を用いた見積り方を理解し，進んで生活や

き，失敗する前に確認の声かけをしたり，手順や注意

学習に活用することである。単元を構想するに当たっ

点に気を付けられたことをこまめに称賛したりする。

ては，興味・関心が狭く，問題解決に必要感をもてな

次に，本時の学習を振り返る。しかし，次の学習へ

い児童に対して，興味・関心をもてるように，単元を

つなげることの難しさ，自分の行為を客観的・肯定的

通して，馴染みのある，社会科で学習した群馬県の人

に捉えることの苦手さ，フィードバック情報の捉えの

口に関する問題場面を設定した。
〈表５〉は，指導と

偏りがあることで，本時の学びを自覚し，次時の学習

評価の計画である。
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〈表５

指導と評価の計画〉

〈図５

上毛かるた「ち」の資料〉

【Ａ児の姿】として記述した。なお，Ａ児の特性は，
主に「不注意」
「指示理解の困難さ」
「衝動性」
「状況
理解・判断，他者の意図理解の困難」
「こだわり・過
敏」である。
①めあてをつかむ場面
本時における，①めあてをつかむ場面における特性
による困難さと手立てを〈表６〉のように捉えた。
まず教師は，1960年から2020年の群馬県の人口の推
移と，前時で扱った，上毛かるた「ち」の資料をモニ
ターで少しずつ提示し，数字の意味と推移の様子を問

（２）学びの実際
単元の第２時である本時のねらいは，第１時で扱っ
た上毛かるた「ち」の資料〈図５〉の中に，群馬県の
人口の推移を表す場面から，概数の表し方を考え話し
合うことを通して，四捨五入を用いた概数の表し方を
理解することである。
ここからは，Ａ：抽出児，Ｃ：その他の児童，Ｔ：

いかけた。次は，その際の様子である。
Ｔ：これは何でしょう。
Ｃ：群馬県の人口。
Ａ：先生の年齢。
Ｔ：どのように変わっていますか。
Ｃ：
（2000年まで見て）
増えてる。
Ａ：
（2020年まで見て）
減ってる。

教師とし，Ａ児の行動，発言，記述を基に，授業を考
察していく。その際Ａ児の姿を，【特性】＋【特性に
よる困難さ】＋【指導の工夫の意図】＋【手立て】＋
〈表６

これは，興味や関心が狭いことや必要な情報に気付

本時における，①めあてをつかむ場面における特性による困難さと手立て〉
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けないといったＡ児の特性による，問題解決に必要感

説明するという目的意識をもてない状態に対して，自

をもてなかったり，問題場面を捉えられなかったりす

分なりに目的意識をもてるよう，教師が，色分けで強調

る状態に対して，興味・関心をもてるよう，教師が，

して板書したり，めあての観点を提示したりしたが，

視覚的に注意を引きながら，社会科で学習した内容を

自ら目的意識をもつことができなかった姿と言える。

少しずつ提示したことにより，群馬県の人口が増えて

②問題に対する解決方法を考える場面

から減っているという場面を捉えられた姿と言える。

本時における，②問題に対する解決方法を考える場

次に教師は，1960年から2020年の群馬県の人口の推

面における特性による困難さと手立てを〈表７〉のよ

移を上毛かるた「ち」の資料に載せる方法を問いかけ

うに捉えた。

た。児童は，
「概数にするとよい」や「折れ線グラフ

まず教師は，概数の表し方を説明する際に用いるこ

にするとよい」といった意見を言った。その際，Ａ児

とができる数学的な表現方法を問いかけた。児童から

はうなずいていた。

は，「四捨五入」「言葉」「式」「図」が使えそうといっ

次に教師は，1960年の人口1578476人が約1600000人
になることの説明の可否を問いかけ，
「概数にする方

た意見が出された。その際，Ａ児はテキストに「ああ
ああああああああ……」と打ち込んでいた。

法」と「説明できる？」を赤で強調して囲いながら板

これは，見通し（手順，方法）をもったり，イメージ

書した。その後教師は，めあての観点を提示し，自分

をしたりすることが苦手といったＡ児の特性による，

なりのめあてを記述するよう促した。

解決方法の見通しがもてない状態に対して，一人一人

その際Ａ児は，
めあてを記述できずに，
テキストに「う
うううううおおおおおおおお……」
と打ち込んでいた。
次の様子は，その後の教師とＡ児の会話の様子であ
る。

のニーズに合わせた方法を選択できるよう，教師が，
説
明に使えそうな表現方法を確認したが，概数に表す説
明の仕方の見通しがもてなかった姿であると言える。
次は，その後の教師とＡ児の会話の様子である。

Ｔ：今日のめあては（観点を指さしながら）どれにする？
Ａ：（「がんばること」を指しながら）これにする。
Ｔ：何を頑張りたいの？
Ａ：……。
Ｔ：じゃあ，1578476人は概数にできる？
Ａ：1500000でしょ。だって，78476はいらないからね。
Ｔ：どうしてか説明できそう？
Ａ：うん。
Ｔ：じゃあ，それを書いておいてね。

これは，明確でない情報や視覚化されない状況の捉

Ｔ：
（1500000人から1600000人までを10目盛りに分けた
数直線を提示しながら）どっちの概数にすればいい
かな？
Ａ：
（1500000人を青で囲む）
Ｔ：どうしてそう思ったの？
Ａ：
（78476人を囲んで）
まだあるから。
Ｔ：じゃあ，どっちが近いかといったらどっちかな？
Ａ：
（緑色に変えて1600000人を囲む）
Ｔ：どうしてそう思ったの？
Ａ：
（1578476人を境に
「←｜→」
と書く）
Ｔ：いいね。提出箱に入れておいてね。

えの弱さといったＡ児の特性による，概数の表し方を
〈表７

本時における，②問題に対する解決方法を考える場面における特性による困難さと手立て〉
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これは，数の概念の未熟さといったＡ児の特性に
よる，1578476人がだいたい何人なのか捉えらない状

アは，数直線に印を付けながら「近い」の意味を確認
していた。

態に対して，概数を視覚的に捉えられるよう，教師

これは，複数の記憶や作業の苦手さや言語での思考

が，1500000人から1600000人までを10目盛りに分けた

の困難さといったＡ児の特性による，概数の表し方の

数直線を提示し，近い方を問いかけたことにより，

根拠に気付けない状態に対して，自分の手元で数直線

1578476人が，1600000人に近いといった四捨五入の感

や数字を操作しながら，視点を焦点化して話し合える

覚を身につけられた姿と言える。

よう，教師が，
「近い」の意味を問いかけ，その後，

その後，隣の席の児童から「四捨五入っていうのが
あって，４から下は切り捨てて，５から上は切り上げ
るんだよ」と教えてもらう様子も見られた。

ペアで説明し合うよう促したことにより，概数の表し
方の根拠を考えられた姿と言える。
次に教師は，1970年の人口の1658909人で，一万の
位が５の場合，1600000人に近いかそれとも1700000人
に近いかとその理由を問いかけた後に，1700000人に
近い理由をペアで説明し合うよう促した。その際，Ａ
児のペアでは，話合いは行われなかった。
これは，複数の記憶や作業の苦手さや言語での思考
の困難さといったＡ児の特性による，概数の表し方の
よさに気付けない状態に対して，視点を焦点化して話

〈図６

解決方法をもったＡ児の様子〉

③問題に対する解決方法について話し合う場面
本時における，③問題に対する解決方法について話
し合う場面における特性による困難さと手立てを〈表
８〉のように捉えた。
まず教師は，児童から提出された解決方法の中から
「1578476は1500000か1600000のどちらに近いかを考え
ます。……」と書かれたテキストを取り上げ，「近い」

し合えるよう，教師が，５の処理の仕方を問いかけ，
その後，ペアで説明し合うよう促したが，自分の手元
で操作できる視覚情報がなかったために，概数の表し
方のよさを考えられなかった姿と言える。
その後，教師は，ある位までの概数にするときに着
目する位は，一つ下の位であることを全体で確認して
いった。その際，Ａ児の様子は，机の下に潜ったり，
頭を抱えたりして落ち着かない様子であった。
これは，言語でのやり取りに対する集中力の持続が

の意味を問いかけた後に，1500000人から1600000人ま

困難といったＡ児の特性による，時間が経つにつれ

でを10目盛りに分けた数直線を用いて，
「近い」の意

て，概数の表し方について考えようとしなくなる状態

味をペアで説明し合うよう促した。その際，Ａ児のペ

に対して，最後まで概数の表し方を考えられるよう，

〈表８

本時における，③問題に対する解決方法について話し合う場面における特性による困難さと手立て〉

一人一人の特性やニーズに応じた算数科の指導・支援の実践

〈表９
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本時における，④まとめをする場面における特性による困難さと手立て〉

教師が，ペアでの話合いや周囲の友達との動的な相談
の機会を設定したが，言語情報での話合いが続いてし
まったために，徐々に概数の表し方について考えよう
としなくなった姿と言える。
④まとめをする場面
本時における，④まとめをする場面における特性に
よる困難さと手立てを〈表９〉のように捉えた。
まず，教師は，十万の位までの概数にするときは，
一万の位の数字に着目することを赤で，着目する位の

〈図７

数字が１から４なら切り捨て，５から９なら切り上げ

Ａ児の適用問題の解答〉

ればよいことを青色で強調して板書した上で，1980年
以降の人口を概数にして，折れ線グラフに表すよう促

状態に対して，自分なりの学びを自覚できるよう，教

した。さらに，1960年から2020年の前橋市の人口を提

師が，振り返りの観点を提示したことにより，本時の

示し，一万の位までの概数で表すよう促した。その

学びを自覚できた姿と言える。

際，Ａ児は教師と共に概数の表し方を確認しながら，
折れ線グラフを完成させ，その後，前橋市の人口を
一万の位までの概数に表した。

４

研究のまとめと今後の課題

これは，正確さに欠けることや自分の誤りに気付か

「特性」「特性による困難さ」「指導の工夫の意図」

ないといったＡ児の特性による，ある位までの概数に

「手立て」を一体的に捉え，資質・能力の三つの柱で

するときに着目する位を間違えてしまったり，四捨五

整理したことにより，教科のねらいが達成できずにつ

入ができなかったりする状態に対して，着目する位や

まずいてしまう児童の目線に立つことができた。そし

四捨五入の仕方に気を付けて問題に取り組めるよう，

て，学習指導要領（算数編）にある「各教科等の学び

教師が，こまめに声かけをしたり，称賛したりしたこ

の過程において考えられる困難さに対する指導の工夫

とにより，ある位までの概数にするときに着目する位

の意図，手立てが明確になり，一人一人の教育的ニーズ

を間違えずに四捨五入ができた姿と言える。

に応じたきめ細かな指導や支援ができるようになるこ

最後に，教師は，観点を基に振り返る時間を設定し

と」の実現に向けた示唆を得ることができたと考える。

た。その際，Ａ児は，
「プリントが２枚できた」「四捨

本実践における手立ての有効性としては，視覚情報

五入が分かった」と発言していた。

をなるべく用いながら，複数の情報は絞って焦点化す

これは，自分の行為を客観的・肯定的に捉えること

ることや，話合いの際は，特定の児童のみが発言する

の苦手さやフィードバック情報の捉えの偏りがあると

のではなく，全員に表現の機会を保障すること，一人

いったＡ児の特性による，本時の学びを自覚できない

一人の学び方に応じた見通しと振り返りの機会を設定
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することであり，配慮の必要な児童に限らず，どの児
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