
事例 小学校 算数科 第４学年 「２けたでわる計算」 

テーマ 「数学的な見方や考え方を育てるための授業改善の工夫」 

授業改善 

の 

ポイント 

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 

根拠を明確にして考察している児童の姿の明確化 

算数的表現力を育てるための指導 

各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 

   「Ａ数と計算」の内容は、小学校算数の中心となるものであり、第４学年では、整数の除法

について、その計算の方法や手順などの基本的な事柄の学習をまとめることになる。そこで、

除数が１位数で被除数が２位数や３位数の場合について、学習状況を分析し、除数が２位数で

被除数が２位数、３位数における指導の在り方を探ることにした。 
【評価規準】 前単元「わり算の筆算」より 

観

点 
算数への 
関心・意欲・態度 

数学的な考え方 
数量や図形についての

表現・処理 
数量や図形についての

知識・理解 

評
価
規
準 

・除法の筆算形式の

有用性がわかり、

（２，３桁）÷（１

桁）の計算を筆算

でしようとする。 

・被除数の桁数が増え

ても、既習の除法の

計算の仕方から類

推して、計算の仕方

を考える。 

・（２桁、３桁）÷（１

桁）の筆算ができ

る。 
・商とあまりの関係

をもとに、あまり

のある除法の確か

めができる。 

・（２桁、３桁）÷（１

桁）の計算原理や筆

算の仕方がわかる。 
・わる数×商＋あまり

＝わられる数の関

係がわかる。 

【把握方法】 

  「数学的な考え方」「表現・処理」「知識・理解」の３観点について、次の評価問題を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ たけしさんは、６８÷２の計算の答えを右のように 
 考えて求めました。６３９÷３の計算は、どのように 
 考えればよいでしょう。「数学的な考え方」 
 
 
２ 次のわり算で□がどんな数字のとき、わりきれるでしょう。あてはまる数字を全部書きまし

ょう。また、どのように考えて求めればよいでしょう。  「数学的な考え方」 
 
 

      
４)５２□ ＊根拠を明確にして、 

考察すること（１－①） 

６８を６０と８みて 
６０÷２＝３０ 
８÷２＝ ４  だから３４ 

既習の除法の計算の仕方から類推して考える 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

学習状況の結果と分析 

 【結果分析】 

  ア．「数学的な考え方」について 

１の既習の除法の計算の仕方から類推して考えることについては、問題のように例示から考

えることはよくできている。しかし、単に「６０÷３の答えはどのように考えればよいのか」

というような出題になると、「０をとって６÷３を計算し０を付ける」といった解答が多く見

られ、「６０を１０が６つと考えると、６÷３の既習の計算が使える」という考え方をする児

童は少ない。これは、計算の仕方の習熟に重点が置かれ、どんな見方・考え方をすると既習事

項が使えるかという数学的な考え方のよさを感得させる指導の弱さが考えられる。 
２では、□に１つずつ数をあてはめて求め、答えのみの解答が目立った。筆算を進め、わり

きれるためには、０か１けたの４の倍数にすればよいことに気付かず、根拠を明らかにできて

いない。 
３では、「かおりさんの計算は途中が省略されている」という記述が多く見られ、２人の計

算の違いは理解できているが、なぜ省略されているのか、省略する理由と簡潔にできるよさに

ついての記述やひろきの筆算の手順通りに計算しているよさについての記述はあまり見られ

なかった。仲間の考えと比べ、より自分の考えを深めたり高めたりすることに弱さがあると考

えられる。 
イ．「表現・処理」について 
４④⑤の商に空位のある計算にまちがいが見られるが、全体に正答率は高い。これは、授業

において計算技能の習熟を図る指導の成果であると考えられる。 

３ ひろきさんとかおりさんは、８２÷４の計算を、次のよ 
うにしました。２人の計算のしかたをくらべ、どんなとこ 
ろがよいか見つけましょう。 「数学的な考え方」 

 
 
４ 次の計算をしましょう。  「表現・処理」 
①９６÷８  ②７３÷３ ③８２５÷６  
④６２３÷３ ⑤３４７÷５ 

 
 
 
５ 次の計算のまちがいを見つけましょう。  「知識・理解」 
 

ひろきさん  かおりさん 
  ２０         ２０ 
４)８２   ４)８２ 

８       ８  
 ２      ２ 
 ０ 
 ２ 

①  １７   ②   １４    ③  ５０４
  ４)７３     ３)４２１    ６)３２７ 

     ４        ３         ３０   

    ３３      １２         ２７ 

    ２８      １２         ２４ 

     ５        １        ３ 

 

①② …２位数÷１位数で、わりきれる・あまりがある 
③④⑤…３位数÷１位数で、あまりがある・商の十の位が空位・商が十の位から

＊互いの考えのよさを判断すること（２－①） 

①あまりがわる数より大きい。

②商の位に０がついていない。

③商が百の位からたっている。



ウ．「知識・理解」について 
５の②、③は、まちがいを正しく指摘することができた。①は、「１８あまり１になってい

ない」と解答する児童が多く見られた。これは、まちがいを見付けるのに、最初から自分で問

題を解き、正しい答えを求めてちがいをくらべようとしていて、解答されたものを筆算の手順

に従って、筋道立てて検証しようとしていないためと考えられる。テストの際に、「もう一度

まちがいがないかを見直しなさい。」と声かけをしても自分のまちがいを見付けられないこと

も、このあたりに要因がありそうである。また、あまりと除数の関係の理解が不十分で、そこ

に着目できていないことがわかる。 
授業改善へ 

 

２ 分析に基づく授業改善 

（１）授業改善の方針 

   算数では、習熟を図るために繰り返しドリル学習をすることはとても大切でが、見通しをも

ち筋道立てて考える力や数学的な考え方を高めていくことこそが大切なねらいである。学習状

況の分析から、答えは求められてもその根拠を説明する力が弱いこと、自分の考えを深め高め、

数学的な考え方のよさを実感としてとらえられていないことが明らかになった。数学的な考え

方のよさの感得には、仲間との学び合い・考えを練り上げることが必要である。 

そこで、根拠を明確にして考察している児童の姿と、各単位時間における練り上げの視点を

明確にし、次の２点について、授業改善を試みることにした。 

 

 

（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 

ア．根拠を明確にして考察している児童生徒の姿の明確化 

 

 

 

 

           ➔ 

 
 
 

 

イ．算数的表現力を育てるための指導（心の中の言葉〈思考の過程〉をえがく） 

算数科で表現というと、「式で表現する・図で表現する・操作で表現する・言語で表現す

る」場面が浮かぶ。この中で中核になるのが、「言語による表現」である。式で表現すると

きも、図で表現するときも、操作で表現するときも、すべて言語で表現していくことになる

からである。児童は、自分の考えていることを素直に表現することの価値に気付いたときか

ら、その姿が変わってくる。つまり、自分の言葉で、自分の考えていることを表現できる喜

 
・既習事項を生かして     ・１つ分に着目して 
・どれにもいえるかな     ・簡単な場合に置き換えて 
・似た問題で         ・きまりをみつけて、それをもとに 
・わけと順序をはっきりさせて  ・特別な場合をもとに 
・まとめて、つなげて          ・図・数直線・式・記号などで 
・他の場合はどうだろう        ・道具（具体的な操作も含めて）を 

駆使して

根拠を明確にして考察している児童の姿 

個が明確な 

課題をもって 

考えづくり 

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 

②互いの考えを練り上げるための学習活動の工夫改善 



びを味わわせていくことが重要だと考える。 
  そのためには、１時間の授業の中で、児童がどんな心の動き（思考）で学習を進めていく

のか、児童の心の中の言葉をつなげていくことが必要になってくる。 
 
 
 
    このように、教師が児童の心の動きをえがき、授業では、「何が」おかしいのか、「なぜ」

できないのか、「どうすれば」いいのかの部分を明確にさせていくのである。最初は、「えー」

とか、「だって」のような感覚的なつぶやきであるが、その一つ一つの反応が児童の素直な

「思考の過程」の表出の場である。その無意識な表現を敏感に取り上げて位置付けていき、

自ら問い続け、思考を連続させていくように育てていく。 
② 互いの考えを練り上げるための学習活動の工夫改善 

ア．各単位時間における練り上げの視点の明確化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア．子どもの「語り始めの言葉」にこだわる…発言の組織化 

イ．考えを練り上げていくための発言の組織化 

・児童の「語り始めの言葉」のもつ意味と価値 

  仲間に本当に自分の考えていることを伝えたいと思うとき、児童は様々な表現力を駆使す

る。授業で懸命に自分の考えを語る児童の言葉を「語り始めの言葉」に着目して分類してみ

ると、次のような種類の言葉が存在していることがわかる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各単位時間における練り上げの視点

個での 
追究 

個の考えの深まり・高まり

＊仲間の考えとくらべることを通して（練り合い） 
数学的な考え方のよさを追究していく。     

「～の考え方でやるとできる。」 
「こんな考え方もあるんだ。」  「こう考えればいいんだな。」

「早い・簡単な方法はどれかな。」 
「別の方法でも（他の問題でも）～の考え方でやるとできるよ。」

「似ている方法はどれかな。」  「ＡとＢの違いは・・・」 
「～の考えのいいところは・・・」「あの考え方が便利だな。」 
「ＡとＢの考えとつなげると・・」 

「語り始めの言葉」…   言葉のもつ意味        ☞  言葉のもつ価値 

「たとえば」     …自分の考えたことを何か具体的な ☞児童の小さな解釈のズレが生まれる

ものに置き換えて語ろうとする。 
「だって、でも」   …仲間の考えに主体的にかかわろう ☞つぶやきに多い。  

とする。             停滞していた授業が活性化する。 

「まず、それから」  …自分の考えをいくつかのまとまり ☞自分の考えを仲間にわかりやすく 

にし、順序よく整理しようとする  伝えられると意識するようになる。

「だったら」     …「やりたいこと」がうまれたとき。☞活動に連続性が生まれる。 

活動の先を考えようとする。     

「もしも」「だったら」…発展を考える・ものごとを整理・  ☞「たとえば」「だったら」の両方の 

「たとえば」      一般化を図ろうとする。       働きがある。 

「おかしいな。今まで通りの方法ではできないぞ。」→「どうしてかな。」 
→「そうか。～だったからだ。」 →「だったら、～をすれば…。」 →「やっぱりそうだ。」 
→「あれ、でも、ちょっと待てよ。」 →「こう考えればいいんだ。」 



 

 

「たとえば」は、本当によくわかっていないと言えない言葉である。抽象的なことを語っ

ているときはうなずいていた仲間が、「たとえば」と語り始めたときから、「それは違う」と

反応してくることもあるので、そのズレを逃さず全体の話題にしていく。 

    「まず、それから」は、自分の考えやわかったことを区切りながら話し、仲間に伝えよう

とする話し方である。慣れてくると、話し手は、「ここまではいいですか？」と聞き手を意

識した発言の仕方をするようになり、聞き手の「そこまではいいけど、ここからがわからな

い。」という発言を引き出し、聞き手も考えを整理していくようになる。また、話し手に全

部話させないで、「まず…」の部分でとめて、聞き手に続きを考えさせてみるのも１つの方

法である。こうして、友達の発表の途中に積極的にかかわらせて、受け身の態度をなくして

いくことが大切である。 

語り始めの言葉が授業の方向を創っていく。授業の中では、この言葉がどんな働きで使わ

れているのかを教師が整理し、それぞれの役目を意識させていくことが大切である。そして、

算数の授業の中で、児童が自由自在にこうした種類の言葉を使いこなせるようになると、練

り上げが深まっていく。 

③ 本時における改善の具体 

ア 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 

・心の中の言葉（思考の過程）をつなぐ指導 

例えば、２けたでわる計算の筆算で過大商を修正 
していくとき、仮商が大きすぎたと気付いた児童 
の多くは、その仮商をいとも簡単に消しゴムで消 
して、正しい答えのみをノートに残そうとする。 
それでは、根拠を明確にして考察している姿とは 
言えない。  で示したような単語でよい。自分 
の考えの変化を矢印でつなげていく等、思考の過 
程がわかるように記すように指導していく。 

イ 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「語り始めの言葉」にこだわる発言の組織化 

「だったら」は、授業の中で児童に「やりたいこと」が生まれた瞬間に発する言葉である。

学習活動が自然に発展するような流れをもったときに、児童は先を見通して動き始める。細

切れの問いかけの連続では、児童は活動に流れを感じず、受け身なままである。 

「９５÷３４の計算の仕方を考えよう。」と問題提示した後、すぐに問題を解かせてみる。

わる数を３０とみて、商を３と見当を付けて計算し始めた児童は、しばらくすると、「おか

しい。できない。」と首をかしげ出す。既習事項が使えないからである。そこで、悩んでい

ることをたずねる。「何が」おかしいのかを明らかにするのである。すると、「９５から１０

２が引けない。」ことを話してくるので、次に「１０２はどんな計算をしたのか。」と問う。

児童は、１０２は３×３４の結果であることから、見当を付けた商の３に問題がある（仮商

が大きすぎた）ことに気付いてくる。「なぜ」できないのか原因がわかった児童は、「だった

ら…、商を小さくして２にすれば…」とその先の活動を始める。問題提示後に、「今までの

＊まちがえを簡単に消してしまう児童を、 
心の中の言葉を書き込み、 

考えの過程を矢印で結ぶ児童へ。 
大きすぎた  ➔     １小さくする 

       ３            ２ 
３４) ９５     ３４) ９５ 
   １０２          ６８ 

引けない    引けた ２７ 



学習とどこが違うか見付けよう」とか、「２けた÷２けたを筆算で計算しよう」等の課題を

出してから計算に取り組ませるような授業をよく見かけるが、このように、「だったら、…

すれば…」とやりたいことが見つかるような場を演出していくと、活動に連続性ができ、互

いの考えを練り上げていく土台ができる。 

ウ 身に付けたい数学的な考え方を明確にするための意図的な発問の工夫 

        「ちょっと待って。」「こんなときは、どうかな。」「もしも…だったら？」 

本時身に付けたい数学的な考え方は、「仮商が大きすぎたときは、商を１ずつ小さくして

考えればよい。」ということである。９５÷３４の計算で、大きすぎた仮商の３を１小さく

して２にすることは、「だったら」と見通しをもって課題解決に取り組んだ児童にとっては

明らかになっている。しかしこのとき、児童は、９５から引けるようにすればよいというこ

とのみに意識が集中し、既習のあまりと除数の関係に着目できていないことが予想される。

学習状況の分析でも、計算のまちがえを見付けるのに、この点に児童の弱さが見られた。 

そこで、仮商を２にして計算がきちんとできた後、「ちょっと待って…。仮商を１にして

も、９５から引けるからいいね。」と問い返しをする。少し時間をとった後（仮商１で計算

するための）、「さっきの問題は解決できたよ。何か困ることがある？」ともちかける。これ

によって、あまりとわる数の関係に着目させていくのである。これで、仮商を小さくするこ

と、仮商は小さくしすぎてもだめで、あまりと除数の関係を考えていく必要性を実感させる

ことができる。 

    問題を１問解いて、解決したらまとめという授業をよく見かける。一般化を図るためには、

数問解いてまとめていく必要がある。本時の場合は特に、１問解いただけでは、「商を１ず

つ小さくする」ことについての理解は不十分である。 

    そこで、問題②として、仮商を２回修正する問題８９÷１３を提示する。このとき児童は、

先ほどの学習を生かして、わられる数から引けるかどうか、あまりは除数より小さいかを考

えながら、仮商を小さくして（仮商８→７→６）計算してくるであろう。そして、あまりが

除数より小さくなったところで、答えを６あまり１１と求めるに違いない。でも、そこから

先、仮商を５としたときはどうかまで考える児童は、おそらくいないだろう。答えが出たか

らこれでおしまいという意識があるからだ。だからこそここで、「もし、仮商を５にしたら

どうなるかな？」と問い返しをしたい。そして、仮商を５にすると、わる数から引くことが

できても、あまりが除数より大きくなってしまうということに気付かせ、さらに、どこまで

仮商を小さくしていったらいいのかを考えていくとき、商を１ずつ小さくしていくとよいこ

とを理解していくのである。これにより、一層、商を小さくする意味の理解が深まるはずで

ある。 

    すんなりと流れていく授業もいいが、「ちょっと待って。こんなときはどうかな。」と、児

童が本当にそれでよいか、もう一度立ち止まって考えるような意図的な発問を工夫していく

ことが、互いの考えを練り上げ、児童一人一人の思考を深めることにつながっていくと考え

る。 

 

 

 

 



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 

ア．算数的表現力を育てるための指導（心の中の言葉〈思考の過程〉をえがく） 

    

 

 

 

 

 

授業の流れにそって、児童の心の中の言葉をえがくことによって、「何が」おかしいのか、「な

ぜ」できないのか、だったら「どうすればいいのか」が明らかにでき、  で示したことにつ

いて児童が気付いていない部分を指導助言していくことにより、児童は根拠を明確にして考察

することができた。 

さらに、あまりと除数に着目させるための発問「商を小さくすればよいのなら、もっと小さ

くしてもよいのか。」や、商は１ずつ小さくすればよいことを明確にするための手だて（問題

②の設定）と発問「もし商が５だったら…」を意図的に仕組むとよいことが教師自身に明確に

なり、それが児童の思考を深め、根拠を明確にして考察する力を育てていくことにつながった。 

また、９５÷３４＝２あまり２７になることを最終的に確認した後に、「なぜ、商が３では

いけないのか、だからどうすればいいのか。」をポイントにして、９５÷３４の筆算の仕方を

最初から順を追って話をさせた。（まず、次に、それからの言葉を用いて全員一斉、２回話し

たら座る。）これにより、わられる数から引けないことや引けないときには見当を付けた商を

１つ小さくすること、あまりはわる数より小さくなっているか確かめることの思考の過程を繰

り返し、根拠を明確にして考察する力を育てる足場とすることができた。 

②互いの考えを練り上げるための学習活動の工夫 

ア．子どもの「語り始めの言葉」にこだわる発言の組織化 

「まず、それから」という話し方については、以下のような児童の様相がみられた。 

「まず、３４を３０とみて、９５の中に３０は３回あるので、商を３と見当を付けます。それ

から、３と３４をかけて１０２になります。９５から１０２は引けないので…わかりません。」

「１０２は、３と３４をかけたんだから、３がいけない。」というように、まとまりごとに区

切って話しているので、どこまでがよくてどこからがいけないのか、仮商の３が大きすぎたこ

とに気付くことを容易にできた。また、「３がだめだったら、２にすればよい。」と、見通しを

もって次の活動、次の発言へとつなげることができた。 

   常日頃、自分の考えがもてなかった児童には、誰かの発言の後、「～すればいいことが、～

の考え方でやるとできることがわかりました。」という発言ができるとよいことを話している。

「自分の言葉で話してみよう」と投げかけ、自分と同じ考えが出たら終わりではなく、できる

だけ児童から発言を引き出し、つなぎ発言を価値付けている。友達の発表に積極的にかかわら

せていくことで、仲間を意識した話し方・聞き方をするようになり、自分の考えを深めていく

ことができた。 
イ． 本時身に付けたい数学的な考え方を明確にするための意図的な発問の工夫 

「おかしいな。３４を３０とみて商を３にして計算したのに、９５－１０２ができないぞ。」

→「どうしてかな。３×３４は１０２であっているし…。」 
→「そうか。商が３だったから大きすぎたんだ。」  
→「商を小さくすればいいのだったら、商を２にすれば…。」 
→「やっぱりそうだ。９５－６８でできるぞ。」            （展開案参照） 



【「だったら」が聞こえるような場の演出】 

 ９５から１０２が引けない原因を考えていくうちに、１０２（３×３４）のもとになる仮商

３が大きすぎたからだと気付いた後、「わられる数から引けないときの計算のしかたを考えよ

う」と課題化を図った。児童は、仮商が大きすぎたことに気付いた瞬間に「だったら…」と自

然に言葉を発し、課題を明確にしているほんのわずかの間にも、続き（仮商を２にして計算す

ること）がしたくてたまらないようであった。この「だったら」が、次の「だったら」（商を

１にしてもいいのか）を生み、活動に動き・連続性ができた。 

「だったら」には、今の活動の先を見通して動き始めたときに使う「だったら」と、今まで

やってきた活動を振り返って、別の見方ができるかもと動き始める「だったら」がある。児童

が「だったら…でもいいんじゃないかな。」というように動くのは、１つの事象を別の視点で

見つめ直そうと動き始めているとき（新たな視点を見いだして動き始める）である。今回は後

者の「だったら」が教師の意図的な発問になっている。この言葉が児童の中から聞こえるよう

な場の演出も考えていきたい。 

【「こんなときは、どうかな」とゆさぶりをかける】 

   問題①での「商を小さくすればよいのなら、商を１にしたらどうか。」という発問は、あま

りに着目していない児童の「９５から３４を引くと６１になります。引けたけど、でも、答え

は２つないし・・」という発言を引き出した。さらに、「でも、ここ。わられる数から引いて

計算できるからいいよね。」と揺さぶりをかけると、「６１の中には３４がまだありますね。だ

から、まだわれますね。６１は３４より小さくないといけないから、１ではだめです。どうで

すか。」や、「ぼくも、○○さんと同じで、あまりは、本当は、わる数より小さくないといけな

くて、今は、あまりがわる数よりも大きいから、１はよくないです。」という発言につながっ

た。このことから、わられる数から引くことだけでなく、あまりと除数の関係を吟味すること

の必要が児童にもよく理解できたことがわかる。 

 【「もしも・・・だったら？」によりより意味理解を深める】 

 問題②での「もし、商を５にしたらどうか。」という発問は、「もし商を５にすると、８９－

６５＝１４になって、１３より大きくなってしまうから、だめです。」や「あまりがわる数よ

り大きくならないところでやめる。」という児童の発言、さらに、「一気にやったら、（１ずつ

小さくするのではなく、２とびなど）答えが通り越してしまうかもしれんね。」という児童の

つぶやきを生んだ特に最後のつぶやきは、いくつでも小さくすればよいのではなく、１ずつ小

さくしていく必要があることを、他の児童に印象付けることもできた。 

 


