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神奈川県立総合教育センター長期研究員研究報告 16:49～54.2018 

 

学びの系統性・連続性を踏まえた学習指導 

－ 算数・数学科のレディネステストを活用して － 

 

櫻 井 研 介１      

 教育内容や学習活動の量的・質的充実を目指すために、小学校と中学校の教員が連携して学習指導の工夫

に取り組むことの重要性が増してきた。こうした背景の下、小中一貫教育の推進が図られ、様々な取組が全

国的に行われている。本研究では、一貫した指導を確保するために重要となる、学びの系統性・連続性を踏

まえた学習指導を実現するための方策として、レディネステストの活用を考案し、検証・考察を行った。 

 
はじめに 

 

 教育内容や学習活動の量的・質的充実への対応など

を背景に、自治体や学校現場で小中一貫教育に関する

取組が 10年以上にわたり行われてきた。「小中一貫

した教育課程の編成・実施に関する手引」(以下、「手

引」という)によれば、小中連携教育と小中一貫教育は、

次のように定義されている。「小・中学校段階の教員

が互いに情報交換や交流を行うことを通じて、小学校

教育から中学校教育への円滑な接続を目指す様々な教

育」を小中連携教育とし、「小中連携教育のうち、小・

中学校段階の教員が目指す子供像を共有し、９年間を

通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す教育」

を小中一貫教育としている（文部科学省 2016 p.17)。

また、指導の一貫性の確保について、「９年間の系統

性・連続性を重視して,取組を改善することが重要」と

述べられている（文部科学省 2016 p.36)。 

このように、義務教育９年間を連続した教育課程と

捉え、各教科等の系統性を重視した教育課程を編成し、

各学年の年間指導計画として実施することで、教育活

動の質の高まりにつながると考えることができる。 

 一方、「小中一貫教育の成果と課題に関する調査研

究」(国立教育政策研究所 2015)は、小中一貫教育の

今後の取組として、「児童生徒理解，指導方法や指導

体制の工夫改善を進め，全ての児童生徒に確かな学力

を身に付けさせる取組を進めること」、「９年間を見

通したとき，例えばつまずきがちな内容の把握やその

指導の仕方，指導体制，追跡的な指導の仕組みづくり

などを学校が一体となって進めていくこと」が重要で

あると指摘している。 

これらの指摘等を踏まえ、本研究では「児童・生徒

のつまずき」に焦点を当て、子どもの実態を把握し、

その対応策を考案することで、学びの系統性・連続性

を踏まえた学習指導を実現する方法を探る。 

研究の目的 

 

 小中一貫教育で求められる学びの系統性・連続性を

踏まえた学習指導を実現するための指導改善の方策を

考案し、検証することで、指導の充実に役立てること

を目指す。 

 

研究の内容 

 

１ 研究の背景 

(1) 所属校における小中一貫教育の現状と課題 

 所属校では、卒業生の大半が進学する近隣の中学校

と連携を図っている。毎年、両校で教育方針を共有し、

小中一貫教育に関する年間の取組内容を検討した上で、

全体構想図を作成している。これまでの取組の成果と

して、小中合同研修会や校内研究授業の参観等による

意見交換を続け、職員は小中互いの授業の様子や児

童・生徒のおおよその実態を把握できている。 

 一方、小中一貫教育の取組に対して職員からは、「小

中の指導のつながりを共有し合える場」や「小中での

お互いを意識した教科としての交流」を望む声もあり、

今後の取組内容の方向性を模索している現状がある。 

 前述の小中連携教育と小中一貫教育の定義に照らせ

ば、取組内容を情報交換や交流に重きを置いていると

いう点で、小中連携にとどまっているのが所属校の現

状であり、一貫性のある教育活動へと発展させていく

ことが今後の課題である。 

(2) 算数・数学科の特性 

 小学校学習指導要領解説算数編は教科の特性につい

て、「算数科においては,内容の系統性や連続性が比較

的にはっきりしており，これまでに指導した内容を基

にして，それに積み重ねる形で新しい内容を指導する

ことが多い。児童が既に学習してきた内容であっても，

新しい内容の学習に必要なものについては，次の学年

以降においても児童の実態に応じて継続して指導する

ことが必要である」(文部科学省 2008)と、系統性や

連続性が強いことを明示している。 

また、「手引」では、「特に算数科・数学科のよう
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に系統性が強い教科においては，下学年の既習事項の

つまずきにさかのぼって指導しなければならない局面

が多々あります」（文部科学省 2016 p.40)と、述べ

られている。 

つまり、系統性や連続性がはっきりしているという

特性を持つ算数・数学科においては、既習事項のつま

ずきが、次の学習の更なるつまずきにつながることが

多く、小学校算数科でのつまずきが、中学校における

数学の学習に影響を及ぼすことが懸念される。 

(3) 所属校の児童の実態 

 上記の算数・数学科の特性を踏まえて、所属校６年

生の算数科の実態を調査した。「平成 29 年度全国学

力・学習状況調査【小学校】調査結果」(文部科学省 

2017)によると、所属校６年生の「10.3＋4」(第４学年

学習内容)や「123×52」(第３学年学習内容)の正答率

及びこれらの問題を含む「数と計算」領域の正答率は、

いずれも全国や県の平均正答率を下回る結果であるこ

とが分かった。また、「算数の授業の内容はよく分か

りますか」という問いに対して、「当てはまらない」、

「どちらかといえば，当てはまらない」と否定的な回

答をした６年生の割合についても、国や県の平均数値

と比較すると高い数値を示していた。 

 これらの調査の結果から、既習内容においてつまず

いたり、算数の授業に難しさを感じたりしている児童

の存在が認められた。これらの児童は、翌年度から学

習する中学校数学科においてもつまずくことが懸念さ

れる。そのため、この懸念を解消する有効な方策を検

討することが必要であると考えた。 

 

２ 研究仮説 

 本研究では、次のような仮説を立てた。 

算数・数学科において、児童・生徒の既習内容の定

着状況を調査し、どこからつまずいているかを分析す

ることで、実態に応じた指導を行うことができ、その

指導を継続することによって、９年間における学びの

系統性・連続性を踏まえた学習指導につなげることが

できるだろう。 

 

３ 研究の手立て 

(1) レディネステストの作成 

仮説を検証するための手立てとして、算数・数学科

のレディネステストの作成と、その活用に取り組むこ

ととした。 

レディネステストとは、児童・生徒の学習に必要な

基礎条件となる一定の知識の理解度などを把握し、学

習過程で不適応となる原因に応じた方策を講じること

を目的とするものである。テスト方法の一つとして、

既習内容を活用して取り組む課題を用意し、知識の定

着状況やスキルの程度を診断する方法がある。このレ

ディネステストを活用することにより、児童・生徒の

既習内容についての理解度を見取るだけでなく、教師

自身が指導計画を立てる際に、学習内容の系統性・連

続性を整理することができると考えられる。 

レディネステストを作成するに当たり、本研究にお

いては、算数科の「数と計算」領域、数学科の「数と

式」領域に焦点を当て、各学年の四則計算の仕方に関

する指導項目の整理を行った。その上で学年別にテス

ト用紙の作成を進めた。 

計算問題の設定については小学校学習指導要領解説

算数編及び中学校学習指導要領解説数学編が、各指導

項目の解説文の中で示している程度の計算式を取り上

げた。問題数は各学年でばらつきはあるが、一学年に

つき 10問程度とした。次にレディネステストの一例を

示す(第１図)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 第１学年・第５学年レディネステスト 

(2) 指導用資料の作成 

「手引」は、それぞれの指導事項のつながりをイメ

ージできることや、既習内容の未定着によって生じる

児童のつまずきを把握できることが、その後の指導の

改善・充実につながると示している。 

また、取組の一例として、「基礎的な既習事項全体

を評価するテスト等定期的に行い，一人一人の児童生

徒がどこからつまずいているかを可視化した上で指導

に生かす」（文部科学省 2016 p.39)ことを挙げてい

る。 

これらのことを踏まえ、レディネステストの結果か

ら把握した児童・生徒のつまずきについて、必要とな

る既習事項との関連を踏まえた、より的確な分析や指

導を可能にするための手立てとして、指導用資料(集計

表・系統図・練習問題・確認テスト)を作成した。 

系統図についてはレディネステストで取り上げた指

導項目における相互の結び付きを、分かりやすく示せ

る形態とした。また、採点後の集計や分析に要する教

員の作業量の軽減や、今後の活用の幅を広げることを

考慮し、表計算ソフトを用いて作成した。指導用資料

の内容及び仕組みについては、次のとおりである。 

ア 集計表及び系統図 

レディネステストの採点後、集計表に各児童・生徒

の誤答が見られた問題のみ「１」の数値を入力する(第
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２図)。その数値(誤答数)が系統図(第３図)の各指導項

目の下部に表示されるため、系統図を通して、各問題

の学級全体の誤答数及び個人の結果を確認できる。 

イ 各指導項目の解説文及び練習問題 

カーソルを系統図上の指導項目の欄に合わせると学

習指導要領解説より抜粋した各指導項目の解説文が表

示され、既習事項との関連や指導内容を確認すること

ができる。 

また、各指導項目と一致した内容の練習問題が系統

図に添付されており、指導の際に活用できる。 

ウ 確認テスト 

レディネステストと形式や難易度が同等の確認テス

トが作成されている。再度、確認テストを実施するこ

とにより、学習の定着状況の変容を確認できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 検証 

(1) 実施方法 

 平成 29年 11月から 12月にかけ、所属校第５学年と

第６学年の２クラスを対象として検証を行った。なお、

レディネステストは、年度初めの４月頃に実施される

ことを想定している。そのため、検証においても、当

該学年の学習内容は含めず、第５学年では第４学年以

前、第６学年では第５学年以前の学習内容を含むレデ

ィネステストを使用した。 

テスト実施時間については、全問解答するのに十分

な時間を考慮して、用紙の配付や説明を含めて算数授

業の１コマ(45分)で行った。 

(2) 集計と担任の分析 

ア 児童の実態把握   

第５学年の担任は、レディネステストの結果から、

第３・４学年で学習する除法の計算での誤答が多く、

特に余りを求める計算の誤答が多いことを読み取った。 

また、第６学年の担任も、全体的に除法の計算に課

題があり、特に小数の計算における位取りの間違いが

多いことをテストの結果や計算用紙の記述から見取っ

た。 

イ 分析を踏まえた指導 

第５学年の担任は、レディネステストの結果から、

該当学年で指導する「立方体及び直方体の体積の求め

方」では、除法の計算が必要になることを考え、宿題

や朝学習等の時間に練習問題を活用して第３学年の除

法から指導をするという見通しを持った。 

 また、第６学年の担任は、レディネステストの結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 集計表(一部抜粋) 

 

誤答数の表示 

第３図 系統図(一部抜粋) 

集計表　年　組

問題

児童名
1 2 3 4 5 6

（１） ２＋４

（２） ５－１ 1

（３） ８＋７ 1

（４） １２－７

（５） ２０＋４０ 1

（６） ７０－３０ 1

（７） １３＋４

（８） ２０＋５

（９） １５－２

（１０） ３８－８

第
1
学
年
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から、該当学年で指導する「角柱及び円柱の体積の求

め方」において、整数や小数の除法の計算が必要にな

ることを考え、系統図を基に第３・４学年で習う整数

の除法や、簡単な乗法の計算から指導することを考え

た。両クラス共に、レディネステストの実施から２週

間程度の期間にわたって、分析結果を基に指導を行っ

た。各担任は、主に系統図に添付された練習問題を児

童に取り組ませ、計算の手順における要点を適宜解説

しながら、クラス全体や個別に指導を行った。 

ウ 指導の成果 

 次に、これらの指導がどの程度いかされたのかを把

握するために、同レベルのテストを実施し、誤答数の

比較を行った。 

 第５学年では、除法の計算について重点を置いて取

り組んだ結果、クラス全体の誤答に減少が見られた(第

４図)。 

 

 

 

 

 

第４図 誤答数の比較(第５学年の一例) 

 また、担任が特に課題として意識していた余りを求

める除法の計算においても誤答数の減少が見られた

(第５図)。 

 

 

 

 

 

第５図 誤答数の比較(第５学年の一例) 

さらに、正答に至らなかった児童に対して、個別に

指導する中で、筆算の手順における、仮の商の立て方

等のつまずきを把握でき、適宜その指導をすることが

できた。 

 同じく、第６学年においても、第３・４学年で学習

する除法の計算を中心に指導した結果、誤答数の減少

が見られた(第６図)。 

 

 

 

 

 

第６図 誤答数の比較(第６学年の一例) 

また、除法の計算の手順を復習したことや、小数の

位取りについて再確認をしたことで、小数の除法の誤

答数も減少した(第７図)。 

さらに、第６学年で学習する「角柱及び円柱の体積

の求め方」では、答えを求めるまでの計算を正確に行

い、既習内容の計算について復習したことを該当学年

の学習にいかす児童の様子が見られた。 

 

第７図 誤答数の比較(第６学年の一例) 

 

５ 考察 

 本研究で作成したレディネステスト及び指導用資料

の有効性について考察を行う。 

(1) 集計表及び系統図 

集計表に入力した誤答数が系統図に表示される仕組

みが、児童の実態把握につながり、その後の指導にど

う影響したのかを、担任への聞き取りを基に考察する。 

ア クラス全体のつまずき 

第５学年の担任は、第４学年の学習内容である除法

の計算において誤答数が多いことに着目し、その中で

も「96÷８」に比べて、商と余りを求める計算の「99

÷12」や「567÷24」の誤答数が多くなっていること

に気が付いた。また、第３学年の学習内容についても

「69÷３」や「48÷６」に比べて「13÷４」の誤答数

が多いことから、除法における商と余りを求める計算

の仕方につまずきがあると分析した(第８図)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この分析を基に、第４学年の学習内容である「567

÷24」等の誤答数を減らすには、第３学年で学習する

内容のうち、特に商と余りを求める除法について復習

させる必要があると判断した。その結果、つまずきを

解消するための指導を効果的に進めることができた。 

 レディネステストで扱った計算問題における、クラ

ス全体の誤答数を系統図に表示することで、担任は、

それらの誤答数を比較することが可能となり、特に補

充指導の必要がある内容を視覚的に捉えることができ

た。 

このことから、誤答数が系統図に示される仕組みは、

教師がクラス全体のつまずきの傾向を分析する上で有

効であったと考える。 

イ 児童Ａ(第５学年)のつまずき 

 第５学年の担任は、児童Ａが算数の授業で、特に計

算問題でのつまずきが多いことを以前から把握してお

り、児童Ａのつまずきを具体的に見いだすために、系

第５学年の担任は、レディネステストの結果を集計

した後、系統図に表示されたクラス全体の誤答数をも

とに次のような分析をした(第８図)。 

(1) 

2 

(3) 

10 

(2) 

8 

第４学年 

除法の計算の仕方 

1 96÷8 

2 99÷12 

3 567÷24 

(10) (11) 

3 9 

第３学年 

除法の計算 

(１)  48÷6 

(２)  13÷4 

(12) 

1 

第３学年 

簡単な場合の 

除数が１位数で商

が２位数の除法 

(３)  69÷3 

 

第８図 クラス全体のつまずき分析 
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統図に表示された結果を参照し、次のような分析をし

た。第４学年で学習する小数第２位までの小数の減法

「5.4－2.73」の問題が誤答であり、また、第３学年で

学習する小数第１位までの小数の減法「4.6－2.7」や、

第２学年の２位数の減法「46－27」においても誤って

いたことから、繰り下がりのある減法の計算の手順に

原因があると考えた。また、第１学年の繰り下がりの

ある減法「12－７」は正答だったので、２位数の減法

の筆算の仕方につまずきがあるという分析をした(第

９図)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この分析を基に、児童Ａに個別指導を進め、繰り下

がりのある２位数同士の減法における筆算の手順に誤

りがあることが分かった。これまで担任は「児童Ａは

計算が苦手」と、漠然と把握していただけだったが、

どの手順でつまずいているかを具体的に知ることがで

きた。そして、この情報を、児童Ａを個別に指導して

いる学習支援員と共有し、第２学年の減法の筆算につ

いて指導を進めた。その結果、児童Ａは第４学年の小

数の計算の問題を自分の力で正解できるようになった。 

担任は、児童Ａの指導項目ごとのテストの結果を、

系統図を通して視覚的に捉えることにより、減法の計

算について、どの段階からつまずいているかを把握す

ることができた。また、担任が、それを他の教員に伝

えることで、指導を組織的に進め、学習内容の定着を

促すことができたと考える。 

ウ 児童Ｂ(第６学年)のつまずき 

 第６学年の担任は、児童Ｂがレディネステストの結

果において、特に除法の計算での誤答が多かったこと

に気が付いた。担任は、児童Ｂのつまずきを系統図か

ら次のように分析した。第３学年の内容である除数と

商が１位数の場合の除法「48÷６」が誤答であり、そ

の学年以降の小数や分数も含めて、除法の計算は全て

誤っており、第３学年で学習する整数の除法の内容か

ら指導する必要があると分析した。また、「23×４」

等の乗法は正答であったため、除法で必要となる乗法

については理解していると捉え、除法の計算の仕方に

つまずきがあると分析した(第 10図)。 

この分析を基に、担任は、児童Ｂに個別指導を進め

たところ、除法の計算の手順において誤りが多いこと

が分かった。個人面談で、既習内容の状況について保

護者と共有し、児童Ｂは保護者の指導を受けながら、

除法の計算を家庭学習ノートにたくさん練習して、そ

れを担任に見せた。担任と保護者で児童Ｂの課題を共

有し、双方からつまずきに応じた指導が行われたこと

が分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担任は、児童Ｂの指導項目ごとのテストの結果を、

系統図を通して視覚的に捉えることにより、除法の計

算についてのつまずきを把握することができた。また、

担任がその具体的なつまずきを保護者と情報共有する

ことによって、課題がより明確化され、家庭学習にお

いてもいかされた。これらのことから、誤答数が系統

図に示される仕組みは、児童の実態把握や、その後の

指導において有効であったと考える。 

(2) 各指導項目の解説文及び練習問題 

 表計算ソフトを用いて作成した系統図に、各指導項 

目の小学校学習指導要領解説算数編から抜粋した指導

解説を表示する機能を付けた(第 11図)。また、各指導

項目に対応する練習問題を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その結果、担任は誤答数が多く見られた指導項目に

ついて解説文を参照し、その指導項目と既習事項との

関連を確認した上で指導を進めることが可能となった。

担任からは、「つまずきが多く見られた項目と、その

指導内容の解説を同時に確認でき、指導の見通しを持

ちやすかった」、「(練習問題については)つまずきに

応じて、どの練習問題を扱うべきかが明確なので準備

しやすかった」等の感想があった。教師の指導改善に

おいて、何をどのように指導すべきか、その見通しを

示すことは、教師の改善意欲を高めていく上で有効で

あったと考える。 

一方、「各指導項目が年間指導計画において、どの

第９図 児童Ａのつまずき分析 

第１学年 

１位数の減法 

正答 12－7 

第２学年 

２位数の減法 

誤答 46－27 

 

第３学年 

小数の減法 

(小数第１位まで) 

誤答 4.6－2.7 

第４学年 

小数の減法 

(小数第２位まで) 

誤答 5.4－2.73 

第 10図 児童Ｂのつまずき分析 

第３学年 

乗法の計算の仕方 

正答 23×4 

 

第３学年 

除法の計算 

誤答 48÷6 

 

第３学年 

除数が１位数で 

商が２位数の除法 

誤答 69÷3 

 

第４学年 

除法の計算の仕方 

 

誤答 96÷8 

 

第 11図 指導解説の表示(一部抜粋) 
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単元に関連するのかが見えてくるとよい」、「指導項

目ごとに練習問題が分かれている点をいかして、その

指導項目の要点の解説(例えば、小数点を付ける位置

等)を分かりやすくプリントに載せると児童の学習に

役立つ」という意見もあった。 

これらのことから、教師が指導の見通しをより具体

的にイメージし、指導内容をより充実させるためには、

その既習事項が、該当学年の年間指導計画において、

どの単元と関連しているかという結び付きを示したり、

児童が要点を確認しながら練習問題に取り組める工夫

をしたりする等、改善を図る必要がある。 

(3) 確認テスト 

誤答数を比較するという意図から、レディネステス

トで扱う指導項目や計算問題の難易度と同等で、計算

問題のパターンを変えた確認テストを作成した。   

担任は、レディネステストの結果からつまずきが多

いと判断した内容について指導を進め、そのつまずき

がどの程度解消されたかを把握するために確認テスト

を再度実施した。誤答数を比較することで、つまずき

に対して的確に指導できたことを実感できた。また、

細やかな指導を必要とする児童を把握できたり、その

つまずきの細部を把握したりすることもできた。さら

に、児童の記述からは、「小数点を付ける位置を間違え

ることが多かったけれど、前回のテストよりもできて

よかった。中学に入って数学が分からなくなったら、

このように復習したいと思う」と、既習内容を復習す

ることの必要性を実感したことが読み取れた。   

二つのテストを行い、誤答数を比較したことにより、

指導に対する充実感が得られたり、クラス集団の中で、

さらに細やかな指導を必要とする児童や、その内容を

把握したりすることにつながったと考える。 

(4) 指導の引継情報としての活用 

本研究の検証内容について、所属校と連携する中学

校の数学科教員からは、「小学校からの引継では、学習

面や生活面においてのおおよその様子を知ることはで

きるが、教科についての詳しい情報までは聞けない。

新入生のつまずきに関する情報提供があることで、課

題として重点を置くべきところと、そうではないとこ

ろが判別でき、軽重のバランスも踏まえた授業計画や

個別指導を図ることができる」という意見があった。 

このことから、小中間での情報の引継において、レ

ディネステストにより、算数のつまずきや、その指導

の内容についての具体的な情報を共有することができ、

数学の指導にその情報を有効活用できると考える。 

 

研究のまとめ 

 

１ 研究の成果 

 検証において、教師は、レディネステストや系統図

を活用することにより、指導事項相互の関連を捉えな

がら、既習事項における児童のつまずきを把握し、指

導の見通しを持つことができた。その指導の結果、児

童の誤答数が減少し、つまずきを解消することができ

た。また、児童は算数の学習に対する充実感を得られ

た。さらに、学年間や小・中学校にわたる指導内容の

引継という点において、児童の既習内容の現状を示す

情報として、レディネステストの結果を効果的に活用

できる可能性も示唆された。 

 

２ 今後の課題と展望 

 本研究では、計算の仕方に関する指導項目を取り上

げてレディネステストを作成した。計算の仕方に関す

る知識は様々な場面で必要とされ、学習の場面のみな

らず生活において基盤となるからである。しかし、学

力を総合的に把握し、向上を図る上では、計算に関す

る指導項目だけではなく、他領域や他教科の指導にお

ける系統性・連続性にも着目することが必要である。 

また、教科指導においては、つまずきを把握し、そ

れを解消する地道な取組を継続していくことが９年間

の学びを支える上で大切だと考える。そのため、本研

究のような取組を小中一貫教育における取組として、

年間指導計画に位置付けるなど、どの学年・学級にお

いても実施されるように、組織的・継続的な取組へと

発展させることが必要である。 

 

おわりに 

 

 ９年間における子どもたちの学びを支えるためには、

小学校と中学校の教員が互いに協働し合う姿勢が不可

欠である。また、子どもたちの課題を共有し、適切に

対応していくことで、更なる学びの充実が期待できる。

小中一貫教育を充実させるための手立てを今後も引き

続き模索する必要があると感じている。本研究で考案

した方策が９年間の学びを支える有効な手段として活

用されるように、今後も探究していきたい。 
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