
「学びと生活とのつながりを捉える力」を育成する学習シート

の工夫

－算数科図形領域におけるつながりの実感を通して－

三浦 晋

学校生活や学びに対する目的意識を高めるためには，各教科等での学びと生活をつなげ

て，児童が学ぶことの意義を考え理解することが重要だと考える。そこで，小学校中学年

の算数科図形領域において，「学ぶことの意義の理解」を重点化した４項目（身の回り，

具体的事物，意義，これから）のつながりを取り入れた学習シートを作成し活用した。こ

のことにより，「学びと生活とのつながりを捉える力」が育成され，「学ぶことの意義の理

解」につながった。
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Ⅰ 主題設定の理由

現在，学校での生活や学びに対する目的意識の希薄さ，卒業後の無業者や早期離職者の問題等が全

国的に指摘されている。平成23年１月31日に中央教育審議会から出された「今後の学校におけるキャ

リア教育・職業教育の在り方について（答申）」では，キャリア教育を行う意義を「学校生活と社会

生活や職業生活を結び，関連付け，将来の夢と学業を結び付けることにより，生徒・学生等の学習意

欲を喚起すること」としている。特に，小学校中学年のキャリア教育においては，「各教科での学習

が日常の生活や将来の生き方と関連していることに気付かせる機会を積極的に設け，学ぶ意欲につな

げたい」としていて，高学年のキャリア発達課題へと発展していく。

研究協力校Ｒ小学校では，総合的な学習の時間を中心とするキャリア教育は充実してきている。し

かし，学校生活の大部分を占める各教科での実践が十分であるとは言い難い。児童のキャリア発達を

促すためには，学びと生活をつなぐ実践を行う必要があり，特に，学んでいる内容が活用される場面

を伝える「学びの活用」の視点に力を入れることが重要だと考える。各教科における学びは実際に生

活の中で役立っていることがたくさんあり，算数科も例外ではない。しかし，昨年度，研究協力校Ｒ

小学校第４学年で行った県の学習状況調査質問紙調査結果を見ると，算数科の学習が将来社会に出た

ときに役立つと答えている児童の割合が12.8％であり，全県平均の13.4％よりも低く，学びと生活を

つなげて考える「学ぶことの意義の理解」の不足が課題として挙げられる。この課題を解決するため

に，具体的思考から抽象的思考へと移行していく中学年において，児童が自分から進んで「学びと生

活とのつながりを捉える力」を育成することが大切であると考えた。そこで，身の回りにある物の形

について観察したり構成したりする算数科図形領域において，キャリアプランニング能力の要素「学

ぶことの意義の理解」を重点化した４項目のつながりを取り入れた学習シートを作成し活用すること

で，「学びと生活とのつながりを捉える力」が育成されると考え，本主題を設定した。

Ⅱ 研究仮説

小学校中学年の算数科図形領域において，「学ぶことの意義の理解」を重点化した４項目のつなが

りを取り入れた学習シートを作成し活用することで，「学びと生活とのつながりを捉える力」を育成

できるであろう。

Ⅲ 研究内容



１ 児童の実態把握

本研究を進めるに当たり，研究協力校Ｒ小学校第４学年のキャリア発達の実態を把握するためにキ

ャリア教育アンケートを実施した。「学ぶことや働くことの意義について考えたり，今学校で学んで

いることと自分の将来とのつながりを考えたりしている」という項目に対して，「いつもしている」「時

々している」を合わせた人数は23人中19人であり，全体的に肯定的な回答が多い。しかし，「いつも

している」と答えた人数は５人で，「時々している」と答えた人数の14人より９人少なく，学びと生

活とのつながりを意識できてはいるが，自分から進んで学びを生活に生かすまでには至っていない。

２ 本研究の捉え

(1) 「学びと生活とのつながりを捉える力」

本研究における「学びと生活とのつな

がりを捉える力」とは，基礎的・汎用的

能力の一つであるキャリアプランニング

能力の要素「学ぶことの意義の理解」を，

研究協力校の教育課題である「児童が自

分から進んでつながりを捉える」を踏ま

えて重点化したものである。さらにこれ

を「身の回りとのつながり」，「具体的事

物とのつながり」，「意義とのつながり」，

「これからのつながり」の４項目に分け

て段階的に行うこととした（資料１）。

(2) ４項目のつながりとねらい

つながり ねらい

身の回りとのつながり 生活の中から身近な例とふれることで，学びと生活とのつながり

↓ に気付き調べる意欲をもつ。

具体的事物とのつながり 学びに関連した具体的事物を見付け出すことで，学びと生活との

↓ つながりを認識する。

意義とのつながり 学びが生活の中に多く存在し活用されている理由を考えること

↓ で，学びの必要感をもつ。

これからのつながり 学びが生活にどのように生かされていくのか具体的に知ること

で，これからの見通しをもつ。

資料２ ４項目のつながりとねらい

４項目の中から段階的に毎時間１項目を取り上げて授業を行うことで，「学びと生活とのつながり

を捉える力」を育成することができると考えた（資料２）。

(3) 学習シートの作成と活用

はじめに，単元計画（資料３）

に４項目を段階的に組み入れ，

「学びと生活とのつながりを捉

える力」を育成する学習シート

を作成する。併せてキャリア教

育の評価規準を作成する（資料

４）。

単元の導入では，児童の生活

に身近な物を提示して，「身の回

りとのつながり」に気付くこと

「学びと生活とのつながりを捉える力」を育成

つながりの実感

学習シートの工夫
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資料１ 研究構造図

資料３ 「垂直・平行」の単元計画

時 学習活動 教科の評価規準 キャリア教育の評価規準小単元

〈 〉直 １ ・六郷地区の地図を見て，道路（直 知垂直の意味を理解し 身の回り・具体的事物

線 線）の交わり方について，気付い ている。 身の回りの垂直に気付

の 本 たことを話し合う。 き，垂直がある物を調べ

交 時 ・垂直の意味を知る。 たり探したりして見付け

わ 出すことができる。

り ２ ・２枚の三角定規を使った垂直なひ 考垂直な直線のひき方 〈意義〉

方 き方を考え，垂直な直線をひく。 について，三角定規 垂直がある物が生活や

の直角の部分に着目 社会の中に多く存在する

して考え，説明して 理由を考える。

いる。

直 ３ ・直線の並び方を調べ 「平行」の 技平行な直線を弁別す 〈身の回り〉，

線 意味を知る。 ることができる。 身の回りの平行に気付

の ・長方形の垂直な辺，平行な辺も調 くことができる。

並 べる。

び ４ ・平行な直線と，それと交わる直線 知平行な直線は他の直 〈具体的事物〉

方 でできる角度を調べ，平行な直線 線と等しい角度で交 平行がある物を調べた

は，他の直線と等しい角度で交わ わることや，平行な り探したりして，見付け

ることをまとめる。 直線の間の距離は一 出すことができる。



ができるようにした（資料５）。各時間のまとめでは，「具体的事物とのつながり」，「意義とのつなが

り」，「これからのつながり」の中から１項目取り上げ（資料６），学びと生活とのつながりを捉える

ことができるようにした。各時間の振り返りでは，新たな発見や気付きを書くことで，生活とのつな

がりを考えることができるようにした。

３ 検証方法

・キャリア発達における児童の実態を明らかにするために事前アンケートを行う。

・学習シートを作成し，検証授業を行う。

・学習シートの記述から「学びと生活とのつながりを捉える力」を評価規準によって分析する。

・検証授業と事後アンケートの分析によって学習シートの有効性を考察する。

Ⅳ 検証と考察

１ 検証授業の実際【対象：第４学年 １学級 23名】

(1) 検証授業Ⅰ（７月実施）

①単元名 「四角形を調べよう」～垂直・平行～

資料４ キャリア教育の評価規準

自力解決

（ 面 ） （ 辺 ） （ ちょう点 ）

直方体 ６ １２ ８

立方体 ６ １２ ８

直方体の面 ６㎝―９㎝の面が２つ ２㎝―６㎝の面が２つ ２㎝―９㎝の面が２つ

立方体の面 １辺が４㎝の面が６つ

直方体の辺 ９㎝が４つ ９㎝が４つ ９㎝が４つ

立方体の辺 ４㎝が１２

まとめ

直方体と立方体の面，辺，ちょう点の数は全て等しい。

直方体の面は等しい面が２つずつ３組 立方体の面は等しい面が６つ

生活の中にある直方体や立方体を探してみよう。

ふり返り

今日は直方体や立方体を調べてとくちょうが分かったので，これからも直方体や立方

体をいっぱいさがしたいと思いました。

学
び

つながり

生
活

直方体

・れいぞうこ ・タンス

・ベッドのマット ・昔のテレビ

・国語辞典

立方体

・サイコロ ・学校のロッカー

資料５ 学習シート前半部分 資料６ 学習シート後半部分

キャリア教育の評価規準（垂直・平行） キャリア教育の評価規準（直方体・立方体）

〈身の回り〉
生活の中に垂直や平行が多く存在することに気付き，

それらを調べようとしている。
〈身の回り〉

生活の中に直方体や立方体が多く存在することに気

付き，それらを調べようとしている。

〈具体的事物〉
生活の中の垂直や平行がある物を見付け出すことが

できる。
〈具体的事物〉

生活の中の直方体や立方体を見付け出すことができ

る。

〈意義〉
垂直や平行が，生活の中に多く存在する理由を具体的

に考えることができる。
〈意義〉

直方体や立方体が，生活の中に多く存在する理由を具

体的な特徴とつなげて考えることができる。

〈これから〉
垂直や平行が生活に役立っていると分かる。

〈これから〉
展開図を考えることがこれからの生活にどのように

生かすことができるのかを予想することができる。



②指導計画（６時間）

主 な 学 習 活 動 時間

１ 地図を見て道路（直線）の交わり方について気付いたことを話し合い，直角に交わ １

っている直線を調べ，「垂直」の意味を知る。

２ ２枚の三角定規を使った垂直な直線のひき方を考え，垂直な直線をひく。 １

３ 直線の並び方を調べ，「平行」の意味を知る。 １

４ 平行な直線は他の直線と等しい角度で交わり，距離は一定であることを知る。 １

５ ２枚の三角定規を使った平行な直線のひき方を考え，平行な直線をひく。 １

６ 方眼を手がかりにして，垂直や平行な直線の見付け方を考える。 １

③内容

1)「身の回りとのつながり」では，学習シートに学校付近の地図を載せ，今日学ぶことと生活と

のつながりに気付くことができるようにした。その際，空から見た道路は直線が多いことや交

わっているところが角になっていることなど，児童が気付いたことから課題を導き出し，三角

定規や分度器を使って垂直や平行な直線を調べる活動を取り入れた。

2)「具体的事物とのつながり」では，児童が垂直・平行の意味を学んだ後に，生活の中に垂直や

平行がある具体的事物を実際に調べたり探したりして，見付け出した物を学習シートに記入で

きるようにした。

3)「意義とのつながり」では，児童が垂直・平行な直線のひき方を考えた後で，垂直や平行な直

線が生活の中にある理由を具体的事物を例にして考え，学習シートに記入できるようにした。

4)「これからのつながり」では，学びが生活に役立っていることに気付くことができるように，

垂直・平行の考え方を生かした例を紹介した。

(2) 検証授業Ⅱ（11月実施）

①単元名 「直方体と立方体」

②指導計画（４時間）

主 な 学 習 活 動 時間

１ 身の回りの箱を面の形に着目して仲間分けし，「直方体」「立方体」の意味を知る。 １

２ 直方体・立方体の面，辺，頂点についての特徴，性質を調べる。 １

３ 展開図の意味を知り，直方体の展開図のかき方を考えてかく。 １

４ 立方体の展開図のかき方を考えてかく。 １

③検証授業Ⅰを終えて改善した内容

1)「身の回りとのつながり」における改善点

身の回りとのつながりに気付くことができるように，学習シートに生活の中でよく見られる

箱を載せた。また，各グループに実物も準備して直接見たり触ったりできるようにした。

2)「具体的事物とのつながり」における改善点

今日学んだことと具体的事物の特徴とを結び付けて生活の中から具体的事物を見付け出せる

ように，学習シートに直方体や立方体の特徴を振り返る欄を設けた。また，教室にある直方体

や立方体で確かめる活動を取り入れた。

3)「意義とのつながり」における改善点

学ぶことの意義をより深く考えられるように，学習シートに「なぜ生活の中にたくさんある

のか」という記述を載せた。また，教室にある直方体や立方体を取り上げて具体的なよさや便

利な点などを考えることができるようにした。

4)「これからのつながり」における改善点

学んだことが実際に生活で役立っていることを知り，学んだことを生かしていこうという気

持ちにつなげるため，展開図の活用例を取り上げた。また，学習シートに「展開図を考えるこ



とがこれからの生活にどう生かすことができるのか」を予想して記入できるようにした。

２ 検証結果の分析と考察

(1) 学習シートの記述より

「身の回りとのつながり」の項目において，「身の回り

の学びに気付いて調べようとしている」という評価規準に

ついておおむね満足以上の規準に達した児童は，垂直・平

行の学習では68％で，直方体・立方体の学習では76％であ

った（資料７）。これは学びと生活とのつながりを捉える

力が身に付き，学習に見通しをもつことができるようにな

ったことで，学ぶ意欲が高まってきたためと考えられる。

「具体的事物とのつながり」の項目において，「学びが

ある具体物を見付け出すことができる」という評価規準に

ついておおむね満足以上の規準に達した児童は，垂直・平

行の学習では61％であった（資料７）。直方体・立方体の

学習では68％と，わずかだが上昇した。これは学びを生か

して具体的事物を探すことに慣れてきたことに加え，普段

から学んだことを意識して身の回りにある物を見るように

なってきたためと考えられる。

「意義とのつながり」の項目において，「学びが多く存

在する理由を具体的に考えることができる」という評価規

準についておおむね満足以上の規準に達した児童は，垂直

・平行の学習では66％であった（資料７）。直方体・立方

体の学習では86％となっており，学びの必要性や役割を考

えられるようになってきた。これは生活における必要感を

得ただけでなく，重要性も考えられるようになってきたた

めと考えられる。

「これからのつながり」の項目において，「学びが生活

にどのように生かされていくのか知る」という評価規準に

ついておおむね満足以上の規準に達した児童は，垂直・

平行の学習では56％で，直方体・立方体の学習では78％

であった（資料７）。これは直方体や立方体のよさを知っただけではなく，生活が便利になったり楽

しくなったりすることに少しずつ気が付き始めたためと考えられる（資料８）。これからのつながり

を具体的に考えることで，生活の中の学びに目を向けられるようになってきたためと考えられる。
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垂直・平行 直方体・立方体

Ａ児
今まで気付かなかったけれど，垂直や平行は生活
で役に立っている。

展開図は箱だけでなくいろいろな立体にも使われ
ているので，自分でも他の立体を作ってみたい。

Ｂ児
垂直や平行はないと不便で，あると生活がよくなっ
てとても便利。

展開図の考えがいろいろな仕事に関わっていて，
知らないところで役立っていることが分かったので，
もっと知りたい。

Ｃ児 身近なところに垂直や平行がある。
直方体や立方体は展開図から作られ，世の中でと
ても役立っていて大切な物だと思った。

Ｄ児
垂直・平行は，生活のいろいろなところに使われて
いて，とても役立っている。

直方体や立方体は，置いたり重ねたりできるので，
生活にとても重要だ。

資料７ 各項目おおむね満足以上の割合

資料８ 「これからのつながり」の項目に関する抽出児童の記述変容例



(2) キャリア教育アンケートの結果より

検証授業Ⅰ前の５月，検証授業Ⅰ後

の７月，検証授業Ⅱ後の11月に，キャ

リア教育アンケートを行った。５月か

ら11月の結果を比較すると，研究主題

に関わる「学ぶことや働くことの意義

について考えたり，今学校で学んでい

ることと自分の将来とのつながりを考

えたりしている」という項目において，

「いつもしている」人数が５人から９

人に増加し，「いつもしている」と「時

々している」を合わせると，21人にな

った。また，「あまりしていない」児童

の人数は２人減って１人になった。こ

の結果から，肯定的に捉えている児童が多くなり，学ぶことの意義を理解できるようになってきたと

考えられる。「していない」児童１名は５月から変わらず，その児童は自己肯定感がとても低く，算

数科に限らず他教科の学習や生活においても否定的に捉える傾向にある。自己肯定感を引き上げるた

めには，学習シート以外の手立てを工夫していくことが必要だと感じた。

Ⅴ 研究のまとめ

１ 成果と課題

・学習シートを通して身近なところに学びが存在することを認識することで，学びが生活とつなが

っていることに気付いて自ら調べ，つながりを実感できるようになってきた。

・具体的事物を見付け出して学習シートに記入することで，生活とのつながりをより強く実感し，

学びと身の回りとのつながりを意識するようになってきた。

・学ぶことの意義を考える活動を学習シートに取り入れることによって，児童に学ぶことの必要感

をもたせることができた。それにより，学ぶことの役割や重要性も考えられるようになってきた。

・学習シートの児童の記述から，学びが役立っている実感やこれから学びを役立てようとする意欲

が感じられ，学びが生活を豊かにしていることに気付き始めてきた。

・「学ぶことの意義の理解」を重点化した４項目のつながりを段階的に行うことで，少しずつ「学

びと生活とのつながりを捉える力」が育成され，学習の意欲が高まってきた。

・まだ学びを積極的に活用するところまで至っておらず，児童が自分から進んで活用するには，活

用しなければならない場を教師が設定したり，改良した学習シートを使って活用方法を伝えたり

していく必要がある。

２ 今後に向けて

本研究では，キャリア教育の視点から算数科図形領域における「学びと生活とのつながりを捉える

力」の育成を目指した。学びと生活とのつながりを捉え，学ぶ意義を更に理解できるように，算数科

における他領域や他教科等においてもこの視点を積極的に取り入れていきたい。
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