
事例 小学校算数科 第２学年 「ひき算のひっ算」

「数学的な考え方を育てるための授業展開の工夫改善」テーマ

・筋道立てて考察する力を育てるための学習活動の工夫改善授 業 改 善

・互いに考えを練り上げていくための児童生徒の発言の組織化と発問の具体化のポイント

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

「Ａ数と計算」領域は、小学校の算数の中心になるものであり、２年生前半で

、 （ 、 ）は 百の位までの筆算を使っての加法・減法の仕方を 繰り上がり 繰り下がり

も含めて学習する。この単元で児童に筆算の仕方やその意味を十分理解できるよ

うになるためには、半具体物で操作の過程を言葉で表現し、筆算形式と関連を図

りながら学習していくことが大切であると考えている。

【評価規準】

観点 算数への関心・意欲・態度 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・理解数学的な考え方

・２位数までの加法 ・２位数までの加法 ・何十と何十の加法 ・何十と何十の加法評

の計算に進んで取 は、既習の１位数 で、和が何十にな は、１０を単位と価

り組み、日常生活 どうしの加法の計 る計算ができる。 して計算すればよ規

に活用しようとす 算をもとに、計算 ・２位数までの加法 いことを理解して準

る。 の仕方を考える。 で、繰り上がりの いる。

ない場合や一の位 ・２位数までの加法

がくり上がる場合 の計算の仕方を理

の計算が筆算でで 解している。

きる。 ・加法の交換法則が

成り立つことを理

解している。

【把握方法】－授業の児童の様相から－

観点「数学的な考え方 「数量や図形についての表現・処理」の観点から学習」

状況を以下のようにして把握した。

２年生「たし算」の単元では、計算の仕方を半具体物に置きかえ、答えみつけ



をした後、筆算形式で表し、計算の仕方としてまとめていく学習を行った。筆算

の仕方とその意味を、児童がどのようにとらえてい

たのか、実際の授業の児童の様相から考える。

、 、【 】図１ は 筆算では正しく答えを求めているが

半具体物の操作と関連して理解しているとはいいき

れない。

その理由として、

①１５を「１０のまとまりといくつ （１０と５）」

と考えていない

②１０のまとまりをつくったら、それを１つ上の十

の位に移していない（筆算形式の繰り上がりの１

は１０のまとまりを１つであると考えているわけ

ではない）

【図２】は、筆算では正しく答えを求め、ブロッ

クの図でも意味理解ができている。

矢印の部分でも分かるように、答えを求める方法

は筆算で、あるが、筆算の仕方を仲間に伝えようと

したとき、どうやって根拠をはっきりさせて話した

らよいか分からず、計算の仕方を説明することに抵

抗を感じている。

【図３】は、筆算で正しく答えを求め、ブロックの

図でも意味理解ができている。繰り上がりだけでな

く、十のまとまりを意識して計算の仕方を考えてい

るのも分かる。

さらに、計算の仕方を表現する際、はじめに、ど

の位を計算するのか？十の位、一の位に何が、いく

つあるのかをはっきりさせながら、計算の仕方を考

えることができている。

学習状況の結果と分析

上記のように、３７＋２８の計算について、様々な児童の考え方がある。ここ

で大切にしていきたい児童姿は、

①計算を同じくらいどうしで計算する姿

②十進法の考え方で、１０集まったら１つにまとめて、１つ上の位に移す姿

と、考えている。

【図１】

【図２】

【図３】



しかし、１０のまとまりをつくっていないこと、一の位に１０より多くあるの

に繰り上げるということを意識していないのに、筆算では一の位から位ごとに計

算し、答えを求めているという児童の姿がある。

筆算の形式的な処理ができ、さらに、計算の意味理解まで正しく表現できたの

は、クラスの３６人のうち９人であった。

このことから、

「筆算の手順としての理解が先行し、数字の意味や仕組みについての考え方が身

に付いているわけではない」

と、考えることができる。

また、それを筋道立てて計算の仕方を話す方法が分からなかったり、表現する

ことに抵抗を感じていたりする児童の姿もみられた。これらの児童の姿から、以

下の３点の指導を行っていくことが必要であると考えた。

○形式的な手順だけではなく、計算の意味にまで考えを深め、理解していくこと

ができるための指導

○筋道立てて考えるために表現する経験を積むことができる指導

○考え方のよさに気付き、よさを生かしていこうとする態度を育てていく指導

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

、 、 、計算の手順の指導も大切ではあるが 実態をみると どのように考えたらよいか知らず

また方法を知っていても表現する経験が少ないといえる。

、 、答えを導き出すまでを筋道立てて考え 根拠を明確にして表現できるようになることで

自分の考えを確かにもつことにつながり、本当の意味での計算の意味理解につながると考

える。そこで、本実践では次の２点から授業改善をしていく。

筋道立てて考察する力を育てるための学習活動の工夫改善

互いの考えを練り上げていくための学習活動の工夫改善

（２）改善の具体的方途と実践

①筋道立てて考察する力を育てるための学習活動の工夫改善

ア 筋道立てて考察する力を育てる算数の学び方の指導

「筋道を立てて考察する力」を 「根拠にしている事柄や、既に認めたり約束した、

りした事柄を基にして、正しい判断をしたり妥当な推論をしたりする力」と、とらえ

ている。このような「筋道を立てて考察する力」を育てるには、知識・理解面のよう

に覚えることによってすぐ生かされるものではなく、毎日の学習活動で、意図的に児

童に働きかけていくことで育っていくものと考える。そこで、算数の学び方として、

次のようにとらえて指導をしていく。



イ 筋道立てて考えたことを表現できるための指導・援助

正しい事柄をもとに筋道立てて考え、表現していく活動を学習に位置付けていくこ

とができるように、次の手だてを考えた。

○既習に立ち返って判断することができるよう、学習環境を整える。

算数の学習は、前時の学習を通して得られたきまり

もとに、学習を進めたり、正否の判断を進めていくこ

とがほとんどである。

そこで、児童が前時の学習したことをともに、思考

判断することができるように学習環境を整える。

例えば、問題文を読んで演算決定をする場合、加法

のきまりにもどって考えることができるように、左のような掲示物を準備し、問

題と照らし合わせながら、根拠をはっきりさせて考えることができるようにして

いく。

○半具体物、図などで、過程をはっきりさせて考えるよう働きかける。

低学年の学習では、考えの過程をはっきりさせることができるように、半具体

物の操作や、計算の意味をつかみやすい図（数図、位の部屋）などを使って、考

えづくりを行っていくように働きかけていく。

○順序や根拠をはっきりさせるキーワードを側面掲示に位置付け、児童がキーワ

ードを意識して表現することができるようにする。

算数の学び方のとらえ 筋道立てて考える姿

○問題場面の数・量・図形に着目し、その関係を明確にして表す姿課題を見付ける
・事象から、数、量、形の関 ○前時の解法をもとに、本時の解決の仕方で有効な解法を類推する
係や性質に着目し、数学的 姿
に価値ある課題を見付け
る。

○前時の解法をもとに、本時の解決の仕方を考え、適用する姿。課題に対して数理的に考える
・課題に対し、方法や結果を ○考えたことが確かなことであるかどうかを、すでに認めたり約束
見通し、数学的な考え方、 したりした事柄を基にして判断する姿
既習内容、生活経験を生か ○考えたことが確かなことであることを、すでに認めたり約束した
して筋道立てて考える。 りした事柄を基にして、順序よく、不足や重なりがなく表現して

いく姿

○考えたことが確かなことであることを、すでに認めたり約束した考えを深める
・いろいろな考えと比べなが りした事柄を基にして、順序よく、不足や重なりがなく表現して
ら、自分の考えを、より簡 いく姿
潔、明確、一般性のあるも ○表現したことに、不足や重なり、誤りがないか、約束した事柄を
のに深める。 基にして、判断する姿

○どんな場合でも通用する考え方をみつける姿

○表現したことをより抽象化し、どんな場合でも通用する考え方をつかむ
・自分の思考を振り返り、課 みつける姿
題に対して大切な考え方を ○明らかにされた事柄をもとに、別の場面、数値でも適用可能かど
まとめたり、活用したりで うか確かめ、正しくできることを判断する姿
きるようにする。



何をどのように計算したのか、表現するように働きかけていく。その際、思考

の過程を表す言葉の意味を指導し、積極的に使って

いくように働きかける。

（ 、 、 ）・順序を表す言葉 はじめに つぎに そうすると

・わけをはっきりさせる言葉（わけは、だから）

・目的をはっきりさせる言葉（そのためには）

○考えたことを表現していく活動を位置付け、継続的に行っていく。その活動の

たびにキーワードが使えたのかどうか評価できるようにする。

実際に筋道立てて考えたことを表現する場合、相手のことを考えて表現してい

。 、 、 、く活動が必要になる そこで 学習過程の中に 児童一人一人の考えづくりの後

ペアで自分の考えたことを表現しあう活動を位置付けていく。

その際、自分の考えたことが正しかったのかどうか評価してもらう意味でも、

「～ですね 」というように確認をしていくためのキーワードを児童に教え、積。

極的に使っていくように働きかけたり、使うことができた児童を価値付けたりし

て、その言葉を使っていくことのよさに気付くことができるようにする。

②互いの考えを練り上げていくための学習活動の工夫改善

全体追究の練り上げの場面では、学習内容に応じて様々な練り上げがあると考えられ

る。例えば、いろいろな考えを比較・検討することを通して、それぞれの考え方のよさ

を見付けだす練り上げ、目的に応じて有効な方法を選び出すための練り上げ、それぞれ

、 。の方法の共通性をみつけ 大切な考え方を明らかにするための練り上げ等があげられる

このような互いの考えを練り上げていくには、どんなことが正しいのか、より効率的

になるのかなど、根拠をはっきりさせて判断していく力が必要となる。また、仲間どう

し表現しあうことで根拠をはっきりさせる表現の仕方を学んだり、筋道立てていくこと

のよさを学んでいくことができる。そのためにも、全体追究の場で、筋道立てて考える

力を育てていくことを意図しての練り上げが重要である。

しかし、これまでの指導を振り返ると、次のようになってしまっていたことが反省点

としてあげられる。

・児童から様々な考えが出されるが、まとまらないで終ってしまう学習

・児童の考えを出させた後、教師の説明で終わってしまう学習

、 、・多くの児童の意見を引き出させておきながら 一つの考え方のみ価値付けてしまい

他の児童の考え方をないがしろにしてしまう学習

そこで、教師が練り上げの視点をはっきりさせ、児童の意見を意図的に組織していく

ことができるよう、次の２点で全体追究の場の改善を図る。

ア 各単位時問における練り上げの視点の明確化

イ 考えを練り上げるための発言の組織化と発問の具体化



ア 各単位時問における練り上げの視点の明確化

指導のねらいや質に着目して、以下のように分類し、それらに応じて練り上げがで

きるようにしていく。

○それぞれの考えのよさを明確にするための練り上げ

数学的な考え方として妥当であり、かつ、それぞれの関連がない（もしくは

ほとんどない）考え方であるの場合の練り上げでは、それぞれの考え方のよさ

をみつけることができるようにする。

○数学的にみて、考えの序列化ができる練り上げ

数学的にみて一番よい考え、次によい考え…というように、それぞれの考え

を、効率性という見地から序列化することができる場合

この場合の話し合いでは、それぞれの考え方の長所や短所について、比較、

検討できることが大切であり、有効性の検討に重点が置かれる。

○仲間の考え方と比較し、統合していく練り上げ

いくつかの多様な考えが、方法や結果に着目してまとめることができる場合

に、一つ一つの考えを理解した後、分類したり、共通性を見いだしたり、また

は、新しい観点を導入したりするなど、有効性、関連性の検討に重点が置かれ

る。

○それぞれの考え方の構造を明確にする練り上げ

多様な考えを、ある観点で考えることで関連が見いだされ、グループにまと

めることができる場合や、共通性の発見、新しい観点を導入することによって

グループ分けしたり、相互の関係を明らかにしたりするなど、関連性の検討に

重点が置かれる。

イ 考えを練り上げるための発言の組織化と発問の具体化

これまでの全体追究では、最初から多様な解法が出され、その妥当性や関連性、有

効性などの視点があいまいなまま交流が行われ、話し合いとして、まとまらないまま

学習を終えてしまうことがあった。このような学習から改善を図り、考えを練り上げ

ていくための発言の組織化と、具体的な発問を考えていくことが大切になる。

どのような練り上げにしていくのか、視点を明確にし、その視点を踏まえつつ次の

ように練り上げの目的をはっきりさせて、３つのステップを踏んで考え練り上げてい

く。

ステップ１

妥当性の検討…どのような考え方を基にしているのか、考えの筋道に矛盾がない

か等を検討する

ステップ２

、 、 、 、有効性 関連性の検討…簡潔さ 発展性などの観点から 考えのよさや不十分さ

考えの相互の関連性を検討する

ステップ３

解決方法の選択…検討したことを見つめ直し、自分なりに考えを選択する。



本時は、１３５－７４のような十の位にも、一の位にも繰り下がりのある筆算の仕方を

考える活動を通して 「一つ上の位から繰り下げて、１０個分とみていけばよい」といっ、

た数の仕組みを理解し、筆算ができるようになることが主なねらいである。

研究テーマに関わって 次の手だてを考えている。

（１）筋道立てて考察する力を育てるための学習活動の工夫改善

○算数の学び方を児童に教え、児童が主体的に、継続的に筋道立てて考える活動を行

えるようにする。

→右のように学び方をキーワードにして側面掲示に

位置付け、児童が見通しをもって取り組むことが

できるように環境を整える。

また、キーワードをもとに考えを進めることが

できた児童を価値付けたり、板書に位置付けたり

して、学び方の定着を図る。

○約束にたち返って判断することができるよう、学習環境を整える。

→ひき算の定義、本単元で学習の足跡など、児童が学習を進める際、定義にたち返っ

たり、既習を想起したりして学習を進めることができるように、既習の掲示や、ひ

き算の定義などの掲示物を準備し、学習環境を整えていく。

○半具体物、図などで、過程をはっきりさせて考えるよう働きかける。

→筆算の仕方を考える際、児童が筆算の意味を考えたり、答えが本当にそうなるのか

を確かめることができるように、位の部屋、数図も学習プリントにのせ、それをも

とに、表現していくことができるようにしていく。

○順序や根拠をはっきりさせるキーワードを側面掲示に位置付け、児童がキーワード

を意識して表現することができるようにする。

→側面掲示に 「考えて話すためのキーワード」を掲示する。また、そのキーワード、

を使って自分の考えが表現できるよう働きかけていく。

○考えたことを表現していく活動を位置付け継続的に行う。その活動のたびにキーワ

ードが使えたのかどうかを評価できるようにする。

→ペア交流を位置付け、できた児童からお互いの考えの相互評価をできるようにして

いく。その際、いくつかの評価の視点で、評価できるようにする。

（２）互いの考えを練り上げていくための学習活動の工夫改善

課題を設定した後、児童は既習の筆算の方法を今回もあてはめ、筆算で計算方法を考え

る子もいれば、数図でまず答えをみつけていく児童もいると考えられる。



筆算で数図でも 「一つ上の位から繰り下げて、１０個分にする」ことが大切である。、

本時では「仲間の考え方と比較し統合していく練り上げ」という立場で、次のように練

り上げを考えていくことが大切であると考える。

妥当性の検討

「この答えになることを確かめるにはどうしたらいいかな 」。

「数図を使って確かめました 」 「筆算の確かめを使って確かめました 」。 。

関連性の検討①

○筆算の数の意味を 数図と関連させて考える。

「筆算の一の位や十の位の数は、数図では、どこの位に、何が、いくつあるのか、つ

なげて話して 意味をはっきりさせましょう」

「筆算で十の位から一の位に１繰り下げて１０にするというのは、数図でいうと十の

位の⑩を１個繰り下げて①が１０個にすることですね 」。

「筆算で百の位から十の位に１繰り下げて１０にするというのは、数図でいうと百の

位の１００を１個繰り下げて⑩が１０個にすることですね 」。

関連性の検討②

○既習の筆算の方法と同じ方法であることを理解する

「前の学習と比べて、にているところはありますか？」

・計算の仕方は、前と同じように、一の位から同じ位どうし計算して、ひけないとき

は、上の位から繰り下げて計算するとよい。

・十の位も上の位の百の位から繰り下げているし、一の位も上の位の十の位から繰り

下げている。

・ひけないときは、一つ上の位から繰り下げて１０個分にして計算するとよい。

【まとめ】前と同じように、一の位から、同じ位ごとに計算して、一のくらいや十の

くらいからひけないときは、１つ上の位から繰り下げて１０個分とみて計算するとよ

い。

10 2 10

１ ３ ５

－ ７ ８

５ ７

百 十 一

⑩⑩⑩⑩⑩ ①①①①①
⑩⑩⑩⑩⑩ ①①①①①100

⑩⑩⑩ ①①①①①

５ ７

＋ ７ ８

１ ３ ５



３ 授業改善後の成果

今回の実践での児童の姿から成果を述べる。

授業記録（問題から、立式し、前時との違いをみつける場面）

Ｃ ： 問題を読む ）今月 あつめたあきかん１３５このうち、７８こはアルミかんでそのほかは、（ 。

スチールかんでした。スチールかんは なんこあったでしょう。

Ｃ ： ペアで交流する）（

Ｔ ：発表しましょう。

Ｃ１：今日わかるといいのは、スチール缶の数ですね。そのためには、１３５から、７８をとると

。 、 、 、 。答えがわかりますね とると 答えがわかる計算がひき算なので 式は １３５－７８です

Ｃ２：前は、５－８ができないので、一の位がひけない問題になっているとおもいます。どうです

か？

、 、 。 、Ｃ３：前は １３５－７４のような問題で 十の位がひけませんでしたね ５－８もできないので

今日は十の位だけじゃなくて、一の位もひけない問題になっているとおもいます。どうです

か？

今日わかるといいのは、そのためには、…なので～、まえは、といったキーワード

をもとに 「立式する 「根拠を明らかにする 「前との違いをみつける 「本時明らか、 」 」 」

にしたいことをはっきりさせる」といった児童の姿があった。

これは、ひき算において学び方を継続的に指導し、児童にその学び方が身に付いて

きたことによって生まれた姿と考える。

授業記録（個人追究が終わり、自分の考えを発表する場面）

Ｔ：発表しましょう。

Ｃ５：ぼくは、筆算で考えました。はじめに、一の位の計算をしますね。一の位の計算は、５－８
ですね。５－８はできないので、十の位の１０のまとまりを１こ くり下げて、１のバラ １
０こ にしますね。すると、一の位の計算は１５－８ですね。１５－８＝７ですね。これで、
一の位の計算が終わります。ここまでは、いいですか？
次に、十の位の 計算をします。さっき、１０のまとまりを１こ、繰り下げたので十の位の

計算は、２－５ですね。２－５はできないので、上の位の十の位から 100のまとまりを１こ
くり下げて、１０のバラ１０こにしますね。すると、十の位の計算は１２－７ですね。

。 、 。 、 、１２－７＝５ですね これで 十の位の計算が終わります 答えは 十の位に１０が ５こと
一の位に１が７こで、答えは５７です。

の言葉からもわかるように、はじめに、次に、といった計算の順序を意識

して児童は考える姿が生まれた。これは、

・順序よく話すためのキーワードを側面掲示に位置付け、その言葉を意識しながらペア

交流で一人一人が表現する活動をくり返し行ったこと

・全体交流で、表現のよさをクラスの仲間に価値付けていったこと

が、有効であったことによると考えられる。

授業記録（個人追究で自分の考えを表現していく場面）

「どこの位に 「何が？ 「いく」 」

つ？」と問いかけ、図ではっきり

させていくことを継続的に行った

ことで、計算の仕方をよりはっき

りと表現していく児童の姿が生ま

れた。



授業記録（筆算で答えをみつけた後の練り上げの場面）

Ｔ ：つまり、一の位から、同じ位ごとに、百の位から繰り下げて、十の位から繰り下げて計算し

たということだね。

Ｃ８：質問で、本当に その答えは正しいのですか？
Ｔ ：Ｃ８さんの質問だけど、どうやったら正しいことがはっきりするかな？
Ｃ９：わたしは、数図で、 筆算の答えが正しいことを確かめました。

１３５は 百の位に１００が、十の位に１個 １０が３こ 一の位に１が５個ですね （中。
略）だから、答えは、十の位に１０が ５こと、一の位に１が７こで、答えは５７です。どう
ですか？

Ｃ10：ぼくは、たし算で確かめました。
今日は１３５－７８の答えが５７になりましたね。これが正しいか確かめるためには、５７
＋７８が１３５になるといいですね。

全体交流の目的を、妥当性（筆算で計算したものが本当に正しいのか）に焦点を当て

て練り上げていくようにしたことで、児童も、数図で答えみつけたり、確かめ算をした

りする必然があった。そのため、Ｃ８、Ｃ９、Ｃ１０のように児童自ら筆算を検証して

練り上げていく姿が生まれた。


