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事例 小学校 算数科 第５学年 「小数でわる計算」

「数学的な見方や考え方を育てるためのテーマ

授業展開の工夫改善」
授 業 改 根拠を明確にして考察することについての児童の実態把握

善 の ポ 前時の問題解決の過程を始めから最後まで語らせる活動

イント 一人一人に自分の考えを表現させる場の位置付け

単位時間における練り上げの視点の明確化

考えを練り上げていくための児童の発言の組織化と発問の具体化

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【把握方法】

学習状況調査は、その学年で学習した内容について領域、観点を考慮して作られている。そ

の点において、児童の学習状況を把握するのに適していると考える。しかし、学習状況調査は

５・６年生を対象として実施したため、現５年生（当時４年生）は行っていない。そこで、学

習した範囲で行えるよう、小数の割り算を整数にしたり、平行四辺形を長方形にしたりと既習

の内容にあわせ、一部を変更して実施した （資料２）。

学習状況の結果と分析

番号 領域 観点

考え方 表現・処理 知識・理解

（１） ７６

１ （２） ５８

（３） ９２

（４） ８７

２ （５） 数と計算 ７４

（６） ６０

３ （７） ８４

（８） ５８

４ （９） ７２

１０ ７２（ ）

５ （１）

（２） 量と測定

６ 式 ５２

答え ５６

７ （１） ７１

（２） 図形 ５８

８ ５４

５６

９ 求め方 ８２

答え ８７

（１） ７９

（２） 数量関係 ４６10
（３） ７９

※表の数字は正答率（％）である。

全体的に見ると数学的な考え方と知識・理解の力が弱いと考えることができる。中でも、数

量関係における数学的な考え方については正答率が低くなっている。 （２）の問題は、辺の10
長さと長方形の面積の関係についての問題である。主な誤答として、底辺の長さを答えたもの

があげられる。これは、問題の内容を理解する力が弱いこと、表の見方が弱いことが考えられ
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る。

次に正答率が低いのは、量と測定領域における数学的な考え方の問題である。６は二つに別

れた長方形の面積の合計を求める問題である。この問題での主な誤答は、同じ部分の面積を重

複して引いたものや、逆に余分な部分の面積を引いていないものがあげられる。これらは図形

の面積を求める手順について筋道立てて考える力が弱いため、どこの面積を求めているのかが

分からなくなってしまうからではないかと捉えた。

また、７の２では、学習してきた図形に関するいくつかの性質を組み合わせて考える力が必

要であるが、この問題についても正答率が低くなっている。

、 「 」以上のことから 授業の中で身に付けさせていかなければならない観点は 数学的な考え方

であり、とりわけ、筋道立てて考える力に着目して授業改善をすることとした。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

児童の実態を踏まえて 「数学的な考え方」を身に付けることができるような授業を展開す、

ることが大切であると考える。

これまで、私達は、計算技能や作図などの「表現・処理」については、練習問題に取り組む

時間を確保することや、習熟の程度に応じた指導を行うなどして、児童に確かな力が身に付く

よう努力してきた。また、用語や定義などの意味の理解についても、具体的な場面を捉えてそ

の意味を丁寧に扱い、理解が図られるように授業改善を進めてきた。しかしながら、実態調査

において弱いと捉えた、筋道を立てて説明したり、既習の考えを組み合わせて考えたりする力

を向上させるための学習活動があまり意図して行われていなかったのではないかと考える。こ

のような力は、授業を中心とした仲間との交流の中で育成されることが多く、ドリルや宿題な

ど個人で身に付けるのは困難である。日々の授業の中で自分の考えを説明したり、仲間の考え

を聞いたりして 「は（早くできる ・か（簡単にできる ・せ（正確である ・どん（どんな、 ） ） ）

ときにもいえる 」などの視点から、よりよい考え方に気付かせることや、それぞれの考え方）

の共通性を見付けさせたりすることで育てていくことができると考えた。そこで、以下の点に

おいて授業改善を行うことにする。

①根拠を明確にして考察する力を育てるための工夫改善

②互いの考えを練り上げるための学習活動の工夫改善

これら２つは、相互に働くものである。全体交流で単に意見を発表するだけにとどまらず、

互いの考えを練り上げていく中で、それぞれの考え方のよさを感じたり、問題に応じてより適

した考えに気付いたりすることができる。また、練り上げの中で明らかになった本時でこそ身

に付けたい考え方が、一人一人の児童に身に付くことを意図して、以上の２点について授業改

善を図りたい。

（２）改善の具体的方途と実践

①根拠を明確にして考察する力を育てるための学習活動の工夫改善

ア．前時の考え方をふり返る学習活動

算数は系統性の高い教科であり、前時に用いた考え方や既習の内容を用いて新しいことを考

えることが多い。

そこで、本時の学習内容に入る前に前時の学習内容

＜ふり返りの仕方＞を用いる問題を扱い、本時の見通しをもてるようにし

た。本時の学習内容は、前時の内容が身に付いている

①前の時間はことが前提として行われ、確実に定着させることは大

切なことである。しかし、単に問題を行うだけでは、 ・式・問題について勉強しま

本時の学習内容につながる考え方を想起するまでには した。

②困ったことは （課題）至らない。そこで、前時のふり返りの仕方の改善を考 、

えた。 ○○のときには△△ででき

そのポイントは、前時の問題解決の過程を、はじめ ないということです。

から最後まですべて語らせることである。その際、ど ）③そこで（解決の道具
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のように説明したらよいのかがわからない児童のため 位の部屋、数直線、図など

に、右のような説明の仕方を示した物を掲示しておい を使って考えました。

④そうしたら（考え方、まとめ）た。

また、個人での復習では決して十分とは言い切れな ○○のときには◇◇と考えて

いので、確認の意味で、全員が言い終わった後に意図 いけばよいと分かりました。

⑤新しい用語的に児童を指名する。そうすることで、前時扱った考

え方を全員が思い出すことができ、本時の個人追究に …のことを○○と言います。

いきてくると考える。さらに、本時の学習内容に支障

がでないよう、できるだけ短時間で行うことには十分に留意した。

イ．自分の考えを表現する学習活動

説明ことば＞一人一人の児童が筋道立てて説明することができる ＜

【順序ことば】ようにするためには、自分の考えを相手に分かりやす

く説明できるようにする指導を行うことが肝要である ・はじめに

と考える。 ・次に

そのために、 ・そうすると

・順序よく説明する ・最後に。（順序ことば）

（理由ことば） 【理由ことば】・根拠や目的を明らかにする。

・仲間に判断を迫る語尾にする ・だから。（問いかけことば）

に着目して説明することとした。 ・わけは

また、児童にとってできるだけ必然があるようにす ・なぜかというと

るために、ペア交流の場を位置付け、自分の考えを表 】【問いかけことば

現する場とした。児童が説明するときの手がかりとし ・ここまでいいですか？

て、右の＜説明ことば＞を掲示した。 ・どうですか？

ウ．場面や数値を少し変えて説明する学習活動

従前の授業は 「個人追究」→「全体交流」→「まとめ」→「適用問題」という学習過程で、

。 「 」 、 、展開してきた ここで取り組む 適用問題 は 本時の学習内容の定着の場という意味が強く

練習問題を扱うことが多かった。主に「表現・処理」や「知識・理解」に関わる内容の定着で

ある。児童の 「できた」という実感を大切にし、充実感をもって授業を終えることができる、

からである。

しかし、この学習過程では 「考えを筋道立てて説明する場」が限られており、ともすると、

一部の発表者によることが多かった。そこで、一人一人に筋道立てて説明する力を身に付ける

ために、場面や数値を少し変えて説明する学習活動を位置付けた。児童の実態によっては、本

時主に扱った問題について、もう一度説明をすることもあるが、基本的には、場面や数値を少

し変えて説明するようにした。こうすることで、どんな場面でも、どんな数値でも説明できる

力を育てていきたいと考えている。

②互いの考えを練り上げるための学習活動の工夫改善

全体交流では、児童の考えを取り上げ、教師が練り上げの視点として「今日の 『は・か・、

せ・どん』はどの考えかな？」と問いかけることが多かった。しかし、学習内容によっては、

「児童の考えが、どれもよいことが分かることに価値があるとき」と「ＡよりもＢ、Ｂよりも

Ｃの方がよいことが分かることに価値があるとき」と「それぞれの考えに共通する『考え方』

でみると、どれも同じとみることができることが分かることに価値があるとき」などがある。

このように、学習内容と児童の実態から、各時間の練り上げの視点を教師が明確にもつことが

大切であると考える。

さらに、学習過程における練り上げに至るまでの段階を明確に描くことが大切であると考え

る。まず、児童の考えを採り上げた後、それぞれの考えの妥当性を検討する。論理の飛躍や根

拠の曖昧がないかを判断するのである。そして、それらが確認された上で、さらに練り上げの

視点からそれぞれの考えの有効性や関連性を比較検討する。

最後に解決方法の選択を行う。ここでは、基本的には児童一人一人に確実に判断をさせ、そ

の根拠を問う。
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【従前の学習過程】 【改善した学習過程】

ふり返る

・前時扱った主な考え方の想起

つかむつかむ

１問題提示 １問題提示

２課題把握 ２課題把握

追究する 追究する

３個人追究 ３個人追究

４ペア交流

４全体追究 ５全体追究

練りあい 練りあい

・比較検討 ①妥当性の判断

・解決方法の選択 ②有効性や関連性の比較検討

③解決方法の選択

まとめる まとめる

５まとめ ６まとめ

確かめる 確かめる

６適用問題 ７適用問題

７評価 （場面や数値を少し変えて説明する）

８ペア交流（考えの反復）

９評価

３ 授業改善後の成果

①根拠を明確にして考察する力を育てるための学習活動の工夫改善

前時の考え方をふり返る学習活動を設けたことで、本時にながる考え方を想起させることが

できた。たとえば、個人追究に入る前の見通しをもたせる段階では「前の時間にやった○○の

方法が使えそうだ」といった発言が多く出されてきている。また、個人追究では、自分の考え

をさっと書いたり、前時の掲示物に目を向けて考えたりする姿が見られ、本時につながる活動

になったと考える。

また、自分の考えを表現する活動では、徐々に筋道立てて話すことができるようになりつつ

ある。指導をはじめた時点では、典型的な説明の仕方をほとんど板書に示し 【順序ことば】、

【理由ことば 【問いかけことば】に着目させていった。大まかな発言の仕方が身に付いてき】

た時点で、少しずつ説明を隠していき、ポイントとなる言葉だけを示した。このように、児童

の状況に応じて示す内容を考慮することが大切であると考える。

また、こうした指導を繰り返してきたことにより 「説明したい」と発言する児童が増えて、

きている 「自分にも分かりやすい説明ができる 」ということを実感させていくことが何よ。 。

りも大切であると考える。

さらに、学業指導上の配慮であるが、聞き手にはしっかりと反応させることが大切である。

発言者は、そういった聞き手の児童の反応によって支えられ、分かりやすく話すことの価値を

実感できると考える。

②互いの考えを練り上げるための学習活動の工夫改善

児童の考えを練り上げるためには、しっかりと自分の考えを説明することと同時に、仲間の

考えを聞いて理解することが必要である。このことについては、全体交流で互いの考えの妥当

性を検討を繰り返し位置付けてきたことにより、課題について的確に解決しえているのかを吟

味する態度が育ちつつある。

また、また、場面や数値を少し変えて説明する学習活動を位置付けてきたことにより、発展

。 、的に考察する児童が観られるようになってきた それぞれの考えの有効性を判断するときには

極端な場合を想起するなど、発展的に考えようとする態度が観られるようになってきた。




