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事例 小学校 算数科 第６学年 「平均」

テーマ 「計算の工夫をよみとり、数学的に表現する力を育て

る指導方法の工夫改善」
授業改善 ①実生活との関連を踏まえた指導計画の工夫改善

の視点 ②数学的に表現する力を育てる指導方法の工夫改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

(1)学習状況の把握の方法

「平成１９年度全国学力・学習状況調査－小学校第６学年算数」の「Ｂ主として

「活用」に関する問題」を用いて、計算の工夫をよみとること、及び数学的表現の解

釈と判断をすることについての学習状況を把握した。

（2)学習状況の結果と分析

【結果】

領 設問 評価の観点 正答率

域 番号 出題の意図 考え方 表現 知識 国 自校

処理 理解 （％）（％）

計算の工夫をよみとり、それを用い

２ て異なる数値の問題の解決方法を説 ○ 58.8 54.8
数 明することができる。

量 言葉の式に数値を当てはめて計算

関 ６(1) し、その結果を比較し、判断するこ ○ 64.9 52.1
係 とができる。

式の形に着目して計算結果の大小を

６(2) 判断し、根拠となる考えを説明する ○ 51.2 48.0
ことができる。

【分析】

・数学的な考え方

例示された式から、計算の工夫をよみとり、それを用いて異なる数値の問題の解

決方法を説明する力が弱い。また、言葉や式を用いながら根拠を明確にして筋道立

てて考え、その考えを数学的に表現する力が弱い。

その要因として、従来の授業展開では、問題を解決するのに必要な情報がすべて

与えられ、それらの条件や数値を数理的に処理すれば解決できるような場面を提示

することが多く、必要な情報を選択し、条件にあった考え方で問題を解決していく

力が育っていないと考えられる。

・表現・処理

基本的な計算が確実にできる力は付いてきている。しかし、示された言葉の式に

数値を当てはめて計算し、その結果を比較し判断する力は弱い。

その要因として、ドリル学習の工夫等により、計算技能の定着を図る指導に重点

を置いて指導してきたが、計算の仕方について、数直線や図を用いて考えるなどの

工夫をしながら理解する経験が十分でなかったことが考えられる。また、文章問題

から立式の根拠をはっきりさせて、言葉の式で考えたり、いくつかの考え方を比較

してその意味を考えたりする指導が十分なされていないのではないかと思われる。
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２ 分析に基づく授業改善

(1)授業改善の方針

１で述べた学習状況の把握と分析から、本校の現第６学年の児童の実態として、問

題の場面で必要な情報をよみとったり選択したりし、問題解決の過程で、筋道を立て

て考え判断し、その過程を数学的に表現していく力に弱さがみられるととらえた。そ

こで、実生活における事象との関連を図りながら、問題解決の能力の育成に焦点を当

て、次の２点について授業改善をしていくことにした。

①実生活との関連を踏まえた指導計画の工夫改善

②数学的に表現する力を育てる指導方法の工夫改善

(2)改善の具体的方途と実践

①実生活との関連を踏まえた指導計画の工夫改善

ア 身近な問題を位置付けた単元指導計画の工夫

・本単元のねらいは、「平均の意味を理解すること」と「平均を実生活の中で用い

ることができるようにすること」の２点である。

・単元に入る前に行った調査の結果から、次のようなことが分かった。

・「平均という言葉を知っている」と答えた児童の割合は、８７％であった。

これは、テストの点数が話題になる時に、平均という言葉をよく耳にしてい

るからだと考えられる。

・一方、平均の意味について、正しくとらえている児童は一人もいなかった。

多くの児童は、点数の平均とは、最高点と最低点の真ん中くらい、あるいは

クラスの中で多くの人がとった点数ととらえていた。

この結果から、平均という言葉は知っているが、平均の意味を正しく理解して

いないという児童の実態が分かる。そこで、平均の意味を正しく理解するために、

各時間の問題を、児童の身近な内容となるよう工夫し、単元指導計画に位置付け

た。

指導計画 教科書の問題 改善した問題

１ 「平均」の意味 オレンジとジュース 変更なし

２ 平均の表し方 ６年２組の図書室の利 本学級の図書室の利

用人数 用人数

３・４ 歩数や歩幅の測定 あきらさんの歩数と自 先生と自分の歩数と

分の歩数と歩幅 歩幅

５ 平均の用い方 ６年生男子のソフトボ 本校の６年生男子の

ール投げの記録 ソフトボール投げの

記録

６ 練習問題 本校の貸し出し冊数

７ わくわく算数 ある図書館の貸し出し 変更なし

（工夫した平均の求 冊数

め方）

・第７時の「わくわく算数（工夫した平均の求め方）」については、教科書では練

習問題の後にトピック的に扱っている。これを、練習問題の前に位置付けること

で、平均の意味をより深く理解することができるようにした。
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イ 学習したことを生活の中で活用する力を伸ばす単位時間の工夫

・算数で学習したことが、生活の中で直面した問題の解決に生かされるためには、

児童が算数の学習をより身近なものとしてとらえ、興味・関心をもって学習する

ことが必要である。

・特に、平均を求めたり、平均で比べたりするなど、平均は私たちの生活でよく用

いられる。よって、授業の導入では、児童の身近な内容を扱い、終末では、本時

学習した内容が活用できそうな場面を想起できるよう、単位時間の指導過程を工

夫をした。

本時の学習過程

「問題」は児童の身 １．問題場面を把握する。

近な内容とする。 ２．課題を設定する。

・自分たちの生活の中 ３．自分の考えをもつ。

の、いろいろな場面 ４．仲間と交流する。

で平均の考えが使わ ５．活用し、そのよさを味わ

れていることに気付 う。 終末では、学習した

き、興味・関心、問 ６．生活と結び付ける。 内容が使えそうな場

題意識をもって、主 面を見付ける活動を

体的に学習に取り組 「どんな場面でこの平均の 位置付ける。

めるようにした。 考えが使えそうですか。」 ・平均の意味をより深

く適用できるように

した。

②数学的に表現する力を育てる指導方法の工夫改善

ア 考え方を説明する活動を生み出す問題提示の場の工夫

・数学的に表現する力を育てるためには、根拠を明らかにして筋道立てて考える力

を育てながら、言葉や式などを用いて説明する活動を十分に取り入れることが必

要である。

・単に問題から式をつくり答えを求めるだけでなく、式から計算の工夫をよみとり、

説明する必然性のある問題提示の工夫をした。

・問題の提示にあたり、工夫した点は、次の３点である。

・ともこさんとひろこさんの２人の考え方を２通りの式で提示し、計算の工夫

をよみとる活動を仕組む。

・既習の平均の求め方を活用したともこさんと、新しい考え方で計算をしたひ

ろこさんの２人の考えを提示することで、２通りの考え方を比較しながら、

相違点に着目できるようにする。

・ひろこさんの新しい考え方に着目することで、「ひろこさんの考えが正しい

ことを、わけをはっきりさせて説明しよう」という課題を生み出し、ひろこ

さんの考えを理解し、根拠を明らかにして説明する活動を取り入れる。
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改善前の一単位時間の流れ 改善後の一単位時間の流れ

○問題を提示する。 ○問題を提示する。

・すでに学習した計算の仕方で平均 ・すでに学習した計算の仕方で平均を

求める。 求めている「ともこさんの式」と、

（304+310+318+307+311）÷５＝ 1550 ÷５ 本時考えさせたい新しい計算の仕方

＝３１０ を示している「ひろこさんの式」の

・どの数も３００を超えていること ２通りを提示する。

に着目する。 ・ひろこさんは、工夫して計算してい

るみたいだ。

もっと簡単に平均を求める方法を ひろこさんの考えが正しいことを

考えよう。 わけをはっきりさせて説明しよう。

（４+１０+１８+７+１１)÷５＝５０÷５ ・グラフを使って考える。

＝１０ ・式で考える。

３００＋１０＝３１０ ・（４+１０+１８+７+１１)÷５

・どんな式で求めたか、平均の求め ・「ひろこさんの式」からよみとった

方が話し合いの中心となる。 考え方の説明が中心となる。

・基準になる数を決めて平均を求め

３００より大きい部分の平均を先 る方法もある。どちらも、ならし

に出して、あとから３００をたせ て考えるという平均の意味を使っ

ばよい。 て計算している。

・ひろこさんの式の方が、ともこさ

んの式より簡単に計算できる。

・このように、問題提示の場を工夫することで、ある事柄が正しいかどうか判断し、

根拠を明確にして説明する活動を仕組むことができた。

・よって、児童が言葉や式、グラフを使って工夫して説明する姿が生まれ、数学的

に表現する力を育成することができた。

イ 筋道立てて考察し、根拠を明らかにして表現する力を育てるための指導・援助の

工夫

・数学的に表現する力を育てるためには、児童一人一人が、どの方法で考えを進め

るか、立場をはっきりとさせて、個人追究に入ることが大切である。そこで、個

人追究に入る前に、グラフ、式の変形、言葉など、どの方法で考えを進めるか自

己選択をする場を設定した。

・個人追究の場では、児童に自分の考えを表現する方法を意識させ、根拠を明確に

するための指導・援助を工夫した。例えば、グラフを使って考えようとしている

児童には、教師が「グラフをつかって説明しようとしたんだね。いいところに目

を付けたね。」と声をかけ、「グラフから分かることは何。」と問うことで、根拠

を明らかにする方向付けを行った。

・まとめでは、「ひろこさんの計算の仕方で平均を求めると、どこが便利だろう。」

と発問することで、ひろこさんの考えのよさに着目できるようにした。

・筋道立てて考察し、根拠を明らかにした説明の方法を身に付けるために、次の３

点について、個人追究の場、全体追究の場で繰り返し指導をした。
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・「○○だから○○となる」と、根拠を明らかにした説明の仕方

・「わたしは○○をつかって説明します。まず・・・、つぎに・・・」と順序

よく説明する仕方

・「ひろこさんの考え方は、ここのところが簡単だと思います。」と考えのよ

さを明確に説明する仕方

３ 授業改善後の成果

(1)実生活との関連を踏まえた指導計画の工夫改善

ア 身近な問題を位置付けた単元指導計画の工夫

・自分たちの記録を問題に取り入れたことにより、課題に粘り強く取り組む姿が見

られ、より興味・関心をもって授業に取り組むことができた。

・第５時の、体育の時間に測定したソフトボールの記録を扱った問題では、どちら

の記録がよいと言えるかという話し合いで、最高記録や最低記録に着目したり、

上位の記録が多いクラスはどちらかに着目したりするなど、児童自らが意欲的に

比べ方を考える姿がみられた。

・５０ｍ走や幅跳びの記録についても、平均の考えを使って考えてみたいという、

学習意欲を喚起することができた。

イ 学習したことを生活の中で活用する力を伸ばす単位時間の工夫

・各単位時間の終末に、「今日の考え方は、どんな時に使えそうですか。」と発問

することで、児童は、生活の中で活用できる場面を想起し、実生活においても平

均の考え方がよく使われていることに気付くことができた。

・授業の終末に、生活の中で学習したことが生かせる場面を見付ける活動を位置付

けたことで、平均の意味理解を深めることができた。

・本時においても、次のような児童の発言があった。

Ｔ１：今日の考え方は、どんな時に使えそうですか。

Ｃ１：身長が１４０ｃｍ台ばかりだったら、１４０ｃｍを基準にして、今日

のひろこさんの考え方が使える。

Ｃ２：テストの平均を出すときも、みんなが９０点以上だったら使える。

Ｃ３：今まで出てきた場面のどれでも今日の考え方が使える。

(2)数学的に表現する力を育てる指導方法の工夫改善

ア 考え方を説明する活動を生み出す問題提示の場の工夫

・ともこさんとひろこさんの考え方を言葉と式で提示し、２人の考え方を比較する

ことで、児童自らが本時焦点化したい仮平均の考え方に着目することができた。

・その結果、下の表のように、多くの児童が式の意味をよみとり、仮平均の考え方

を、グラフか式を用いて説明することができ、授業の終末にはその考え方を使っ

て、練習問題を解くことができた。

・式の意味をよみとることができた。 ９３％

・仮平均の考えを式を用いて説明することができた。 ５４％

・仮平均の考えをグラフを用いて説明することができた。 ６０％

・仮平均の考え方を使って練習問題を解くことができた。 １００％
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イ 筋道立てて考察し、根拠を明らかにして表現する力を育てるための指導・援助の

工夫

・個人追究では、式の意味をよみとることにとどまっていた児童が半分ほどいたが、

全体交流では、ほぼ全員が仮平均の考え方を理解することができた。これは、「ひ

ろこさんの考えが正しいことを、 わけをはっきりさせて説明しよう。」という

課題のもと、個人追究での考えづくりの方向とその方法を明確にもたせることが

できた結果である。

・全体交流では、根拠を明らかにした説明の仕方や順序よく説明する仕方ができた

児童を価値付けるとともに、ひろこさんの考えのよさに着目する発問を行ったこ

とが有効であった。

以下は、実際の授業の様子である。

Ｔ２：考えたことを発表してください。

Ｃ４：このまま計算するのは面倒だから、ひろこさんは、一の位と十の位をと

って計算したのだと思います。

Ｃ５：百の位は全部３なので、それをたしてからわっても同じことなので、あ

とから３００をたせばよいと思います。一の位と十の位はばらばらなの

で５日分たしてわったら１０になって、３００＋１０＝３１０になりま

す。

Ｃ６：ひろこさんは、百の位と十から下の位に分けて計算しています。

３００は５つとも同じ数だから、どっちみち平均は３００になるから、

百の位の平均は３。十から下の位の平均を求めると１０になるから、

３００＋１０＝３１０になります。

Ｔ３：Ｃ６さんは、「ひろこさんの考え方は○○です。」とはっきり話してい

てわかりやすいね。 どっちみち平均は３００になるってどういうこと

ですか。

Ｃ７：月曜日から金曜日までの百の位の数はすべて３だから、下２桁だけを計

算して平均を出しました。そうすれば、３００×５÷５＝３００と暗算

でできるし簡単で計算がしやすいと思います。

Ｔ４：どうして３００でわけるの。

Ｃ８：一番小さい数が３００より上で、他の数もみんな３００台だからです。

Ｔ５：だから３００で分けるといいんだね。Ｃ 13 さんは、こんなふうにグラ
フに表して説明していました。このグラフの意味わかるかなあ。

赤いところはどの式のことですか。

Ｃ 10：３００×５÷５のところです。
Ｔ６：青いところはどの式のことですか。

Ｃ 11：（４＋１０＋１８＋７＋１１）÷５＝１０のところです。
Ｔ７：ひろこさんは、どうしてこのような計算の工夫をしたのでしょう。

Ｃ 12：こっちの方が簡単に計算できるからだと思います。

・この後の練習問題では、全員の児童が仮平均の考え方を使って問題を解決する

ことができた。


