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事例 小学校 算数科 第６学年 「比」

テーマ 「数学的な思考力と表現力を育てるための授業展開の

工夫改善」

授業改善 ①実生活をイメージした「問題場面の設定」及び「課題提示」を大切にし

の視点 た指導計画の工夫改善

②事象を数学的に解釈し表現力を伸ばす指導の工夫改善

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」の「Ｂ主として「活用」に関する問題」

を用いて、「図形」、「数量関係」、「量と測定」領域における、事象の数学的な解釈と

表現についての学習状況の把握を行った。

(2)学習状況の結果と分析

【結果】

評価の観点 正答率

領域 設問 出題の意図 考え方 表現 知識 国 自校

番号 処理 理解 ％ ％

図形 長方形のまわりの長さの求め方に
○ ６７．２ ５９．４

・ １（１）ついて理解している。

数量 Ｌ字型の図形の面積の求め方を表
○ ８８．１ ８７．７

関係 １（２）す式をよみとることができる。

・ 設問（２）の図形の条件を変えた複

量の １（３）数の図形で、面積が等しいことの理 ○ ６７．９ ７２．３
測定 由を言葉や式や図を用いて説明する

ことができる。

【分析】

＜数学的な考え方＞

・長方形のまわりの長さを問う問題を再度、自校で調査した。その結果、長方形のま

わりの長さを求める問題の正答率は、７６．３％であった。このことから、１のよ

うな問題場面では、その問題を的確に解釈し、知識を十分に活用する力に弱さがあ

ると考えた。つまり、問題場面を数学的に解釈したり、条件を変えた問題を統合的

にとらえたりする力が不十分であるととらえた。

・問題解決に必要な情報を分類整理したり、多様な考え方から、筋道を立てて考える

力が十分育っていない。与えられた条件や問題解決する過程を式や言葉、図でかい

たりして、筋道を立てて考える力をさらに身に付ける必要がある。

＜数学的な表現・処理＞

・自分の考えの過程を式で表したり、式が表している意味をよみとったりする力を児

童に十分身に付けさせたい。式や数直線、図表などを用いて的確に表現して数学的
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に解釈する力が大切である。

・解決方法を式や数直線、図表を使って他者に伝わるように説明する表現力を身に付

ける必要がある。ある事柄が正しいことを見い出したり、見いだしたことの正しさ

を示したり、自分の判断の正しさを他人に説明したりするために、筋道を立てて考

えたり、その過程を説明したりできるようにする表現力が不十分である。

２ 分析に基づく授業改善

(1)授業改善の方針

１の学習状況の把握と分析から、知識を十分に用いて、数学的な考え方を活用し、

問題解決をしようとする際に、そこにある共通性や違いを見いだして問題を統合的に

とらえる力に弱さがあると考えた。そこで、既習内容で用いた数学的な考え方を、場

面や条件が変わった新しい問題場面にも活用したり、多様な考え方をしたりすること

に重点をおき、指導を進めることとした。

具体的な改善として、単元を通して児童の興味・関心や問題意識、実生活における

体験などに関連した内容を意図的に位置付けることで、学習したことを実生活や次の

算数の学習などに活用できるよう指導していく。また、単位時間においては、実生活

に関わる問題場面について、問題解決に向けて式や図、数直線などを使って、自分の

考えをもち、相手に根拠を明確にして筋道立てて伝えることができるようにするため

の学習活動の工夫改善をしていくこととした。

(2)改善の具体的方途と実践

①実生活をイメージした「問題場面の設定」及び「課題提示」を大切にした指導計画

の工夫改善

ア 「比例配分」や「身の回りの比」の学習を取り入れた指導計画の工夫改善

・従前の指導計画では、「比例配分」や「身の回りに見られる比」について指導す

る時間が十分確保されていない。また、「比」が実生活のいろいろな場面に用い

られていることを知り、実生活における比の性質の有用性をじっくりと学習でき

る指導計画とは言いにくい。そこで、導入時に「２つの等しい比」までを学習す

ることによって、「比」がこれまでより簡単な割合の表し方としてとらえられ、

比を使った解決方法のよさが味わえると考えた。

・実生活における様々な事象との関連をイメージしつつ、「比」の性質を発展的に

活用して問題解決することによって、学ぶ楽しさを味わいながら、数学的な考え

方を伸ばせると考え、「比」が実生活のいろいろな場面に多く用いられているこ

とをつかむことができるよう、「比例配分」などの「比」の性質を使って解決す

る発展的な問題にも取り組めるようにした。

・単元末には単元の学習内容を活用する授業を位置付け、「比」が実生活のいろい

ろな場面で用いられていることに気付いたり、事象を数学的に解釈できる力が身

に付くよう工夫した。この授業の後半には、「比」を用いた自作問題を作り、既

習内容を統合的にとらえ、自ら活用し表現できる力が身に付くよう工夫改善した。
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従前の指導計画（簡易版） 改善した指導計画（簡易版）

１次 ① ・「比」の用語とその意味を理解 １次 ① ・「比」の用語とその意味を理

し、２つの数量の割合を比で表す。 解し、２つの数量の割合を比で

比 ② ・「比は等しい」という表現とそ 本 表す。

の意味や表し方を理解する。 比 時 ・「比は等しい」という表現とそ

③ ・等しい２つの比の性質を理解し、 の意味や表し方を理解する。

簡単な場合について等しい比をつ ② ・等しい２つの比の性質を理解し

くる。 簡単な場合について等しい比を

つくる。

２次 ④ ・等しい比をつくることによって ２次 ③ ・等しい比をつくることによっ

比を 比 の問題を解決する。 比を て、比の問題を解決する。

使っ 使っ ④ ・等しい比をつくることから、

てみ てみ 与えられた数量を示された比

よう よう に分ける。（比例配分）

３次 ⑤ ・練習 ３次 ⑤ ・練習、まとめ。

学習 学習

のま ⑥ ・まとめる。 のま ⑥ ・身の回りの比を調べ、自作

とめ とめ 問題をつくる。

イ 単元を通して実生活をイメージした「問題場面の設定」及び「課題提示」の工夫

改善

・学習する内容が、「実生活のどんな場面で用いられているのか」、「実生活でどの

ように生かすことができるのか」といった、発展的に活用していこうとする力を

伸ばすため、問題場面の設定が実生活に関わる具体的場面として提示されること

が必要であると考え、単元を通して実生活をイメージしながら課題解決ができる

よう問題場面の工夫改善を行った。

・単元末には、比の実生活への有用性をよりとらえることができるようにするた

めに、「身の回りの比」について調べる学習を位置付けた。また、この時間の後

半では、「比」を活用したオリジナル問題作りをする。こういった学習活動を通

して、単元の学習内容を実生活の場と一層関連付けてとらえることができるよ

う工夫改善を行った。

・単位時間の課題を「○○さんに分かるように教えてあげよう」や「○○のわけを

説明してあげよう」とすることによって解決の必然性が生まれ、式や図が表す意

味を理解し、数学的に解釈する力が伸びることにつながると考えた。また、考え

を仲間と交流し、その解決方法を説明する必然を生み出すことで、表現力がより

身に付くと考えた。

以下に、指導計画における「問題場面の設定」と「課題提示」の工夫改善を示す。
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従前の問題と課題 改善のポイント 改善後の問題と課題設定

【問題】 ・実生活との関 【問題】

第 けいこさんたちは、学校 連の深い場面 けいこさんは家に帰って学校で作ったカフ

１ でドレッシングを作りまし 設定 ェオレと同じ味のものをつくろうとしました。

時 た。すとサラダ油の割合か ・興味・関心の 調べた本にはア、イ、ウの３種類の方法があ

ら、表し方を考えよう。 ある素材 り、けいこさんは迷ってしまいました。どれ

・課題追究の見 が学校で作ったものと同じ味でしょうか。

【課題】 通しがもてる 【課題】

すとサラダ油の割合の表 教材提示 コーヒーと牛乳の割合を考えて、けいこさ

し方を考えよう。 ・説明の必然が んにどれが同じ味かを分かるように教えてあ

生まれる課題 げよう。

【問題】 ・根拠となる理 【問題】

第 ひろしさんが家で作った 由を明確にす ４：６と等しい比を選び、そのわけを説明

２ ドレッシングの、すとサラ る場面設定と しましょう。

時 ダ油の量の比の表し方につ 課題 ア）３：４

いて調べましょう。 イ）２：３

・説明の必然が ウ）１０：１５

【課題】 生まれる課題 【課題】

４杯のすと６杯のサラダ １０：１５が４：６と等しい比になるわけ

油の比の表し方を考えよう。 を考え、分かるように説明しよう。

【問題】 ・実生活との関 【問題】

第 等しい２つの比２：３と 連の深い場面 たかしさんと花子さんが、学校の木の高さ

３ ４：６には、どんな関係が 設定 をはかろうとしました。木のかげは１２ｍで

時 あるか話し合いましょう。 した。その時、長さ２ｍのぼうのかげが

３ｍです。たかしさんは比を使って木の

高さを求める方法を思いつきました。ど

・説明の必然が うやって求めたのでしょう。

【課題】 生まれる課題 【課題】

等しい比の間にはどんな 花子さんに比を使った求め方を教えて

関係があるのか調べよう。 あげよう。

【問題】 ・比例配分の学 【問題】

第 木の高さは何ｍでしょ 習の位置付け シール１２０枚をゆうかさんとあすかさん

４ う。 ・実生活との関 で分けます。ゆうかさんとあすかさんの枚数

時 連の深い場面 の比が５：３になるようにすると、あすかさ

【課題】 設定 んの枚数は何枚になるでしょう。

等しい比の性質を使っ ・説明の必然が 【課題】

て、木の高さを求める方法 生まれる課題 全体の枚数と比から、あすかさんに求め方

を考えよう。 を分かりやすく教えてあげよう。

第

５ 練習問題に取り組む。 練習問題に取り組む

時

【問題】

第 まとめに取り組む。 すとサラダ油を１：３の比で入れて、ドレ

６ ッシングを作ります。すを４はい入れるとし

時 たら、サラダ油はどれだけ入れるとよいでし

・単元の学習を ょう。

活用したり、 【課題】

実生活へつな 身の回りで比がどんなところに使われてい

いで考える視 るか調べて、比を使って求める問題を作

点を持たせる ってみよう。

課題
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②事象を数学的に解釈し表現力を伸ばす指導の工夫改善

ア 数学的に解釈する力を伸ばす「問題場面の設定」の工夫改善

・本時「比」の導入の指導にあたって、「問題場面の設定」をする際、児童が実生

活をイメージできるよう工夫した。実生活の中で起こりうる場面を意図的に設定

し、同じ味のコーヒー牛乳をどう作ったらよいか迷っている主人公を登場させ、

主人公にその作り方を説明するという場面設定をすることで、児童が問題解決に

向けての必然性を生み出そうと考えた。

・コーヒーや牛乳などの絵や写真を用いて、問題場面をイメージして数量関係を的

確につかみ、その解決に向かって、必要な情報を適切に把握できるように工夫し

た。また、主人公が迷っている３種類のカフェオレの条件を順に提示する。その

際、児童の、条件の共通点や相違点をとらえたつぶやきを大切にしたいと考えた。

・児童が既習内容の割合と関連付けながら、新しい表し方(比)で２つの量の割合を

表わせるように、「コーヒー」と「牛乳」の３種類のカップ絵図を使って、課題

追究に必要な条件を徐々に付加していくように工夫した。

【板書で示した従前と改善後の学習活動】

〈従前の授業展開〉 【課題】すとサラダ油の量の割合の表し方を考えよう。
【問題】
けいこさんたちは、学校で すをもとにすると、 すを２とみると、

ドレッシングをつくりました。 サラダ油の割合は、 サラダ油は３

す サラダ ３÷２＝３／２ すが２で、サラダ油が３

絵 絵 すが１で、サラダ油３／２

すとサラダ油の量の割合の表
し方を考えよう。 言葉の定義 本時のまとめ

２と３の割合を記号「：」 ２つの量の割合を

を使って表す。２：３は 比を使って○：△

「２対３」と読みます。 と表すことができる

このように表した割合を比

といいます。

〈本時の授業展開〉 【課題】コーヒーと牛乳の割合を考えて、けいこさんにどれが同じ味

【問題】 かを分かるように教えてあげよう。

けいこさんは家に帰って学校

でつくったカフェオレと同じ味 【割合で】 【比で】

のものをつくろうとしました。 コーヒーをもとにすると牛乳３／２ コーヒーを２とみると牛乳３

調べた本には、ア、イ、ウの３ ア）４÷３＝４／３ コーヒーが３で牛乳が４

種類の方法があり、けいこさん イ）３÷２＝３／２ コーヒーが２で牛乳が３

は迷ってしまいました。どれが ウ）６÷４＝６／４ コーヒーが４で牛乳が６

同じ味でしょうか。 ＝３／２ →これは２倍しただけだ

ア イ ウ コーヒーが１、牛乳３／２になる コーヒーが２で牛乳３

カップの絵 イとウです。 だからイとウです。

コーヒーと牛乳

割合では６／４＝３／２だから、

コーヒーが４で牛乳が６は、コーヒーが２で牛乳が３は等しい

言葉の定義 といえる。だから、イとウです。

２と３の割合を記号「：」を使って

２：３と表すことがあります。 本時のまとめ

「２対３」と読みます。 ２つの量の割合を比を使って○：△と表す

このようにした割合を比といいます。 ことができる。２：３と４：６のように同

じ割合を表すとき、２つの比は等しいという

練習問題

くだものと箱の数の比が等しいのはどれでしょう。

（絵図から２：３と４：６の等しい比を選ぶ問題）
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イ 数学的な表現力を伸ばすための学習過程の工夫改善

・本時の課題は、「表し方を考えて、けいこさんにどれが同じ味かを分かるように

教えてあげよう。」とした。課題を「○○さんに分かるように教えてあげよう」

や「○○のわけを説明してあげよう」とすれば、説明する相手が意識でき、課題

追究の過程で、児童がより筋道立てて考えようとするのではないかと考えた。そ

の結果、式や図が表す意味を数学的に解釈し、けいこさん（交流の相手）に分か

りやすく説明する活動を通して、表現力を身に付けることができるととらえた。

・従前のペア交流から、小グループ交流を位置付けることとした。小グループ交流

では、３人から４人程度で、各自の考えをもちより、一枚のホワイトボードに解

決方法や考えなどを書き記していく。話し合いの中で見られる多様な考え方や、

数学的な考え方を仲間に分かるように説明し合い書き記すことにより、一方的に

説明するペア交流と異なり、小グループ内で式や図の意味や方法の理解を深める

ことになると考えた。また、記述の方法や、説明の仕方を話し合うことで、数学

的な表現力を伸ばすことができると考えた。

３ 授業改善後の成果

(1)実生活をイメージした「問題場面の設定」及び｢課題提示｣を大切にした指導計画の工

夫改善

ア 「比例配分」や「身の回りの比」の学習を取

り入れた指導計画の工夫改善

・第１時「本時」の「カフェオレ作り」において、

児童のノート記述から、１杯を１と見たときも、

２杯を１と見たときも同じ割合であることを、

カップ図を、ヒントに児童は気付くことができ

た。よって導入時に「４：６と２：３の比は等

しい」といった表現と意味までを理解すること

ができた。

・第４時「比例配分」では、線分図を使

って５：３の比の場合、全体は８で表

されることをとらえさせた。与えられ

た数量を示された比に分けるために全

体の比に着目して割合や比で考えるこ

とができた。

・第６時「身の回りの比」では、実生活に見られる「比」について調べて、比を使

って求めるオリジナル問題を作った。いくつかの例と、児童の感想を紹介する。

【児童が作ったオリジナル問題】
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【授業後の児童の感想】

・さらに単元を終えた後の意識調査（１学級 ３７人）を実施したところ、次のよ

うな結果が得られた。

質問１「比は生活の中でいろいろ使われていると思う」

「当てはまる」と「どちらかと言えば当てはまる」の合計は８３．８％であった。

このことから、実生活との関連

をふまえた指導計画により、

「比」は実生活の中でいろいろ

と利用されていることを、児童

が感得できたと言える。

イ 単元を通して実生活をイメージした「問題場面の設定」及び「課題提示」の工夫

改善

・意識調査の結果から成果を述べる。

質問２「比の学習問題は、実生活の様子をイメージできた」

「当てはまる」と「どちらかと言えば当てはまる」の合計は７０．２％であった。

このことから、「問題場面の

設定」を実生活に関わる具体

的な場面として与えることに

よって、「比」の学習自体が

実生活をイメージさせるもの

としてとらえられた、と言え

る。

質問３「問題を考えるとき、普段の実生活の様子をイメージすることができる」

【セーター作り】 Ａ男

ロゴ入りのセーターを作ります。赤の毛糸と白の毛糸を５：２で作ります。赤の毛糸を

４５０ｇ使うと、白の毛糸は何ｇ使えばよいでしょう。

【３人で配分】 Ｂ子

ＡさんとＢさんとＣさんがおかしを分けます。おかしは全部で１３５個あります。比は

６：４：１７で分けます。Ｃさんは何個でしょう。

・楽しかった。いつもは解く側だけど、問題を作る側に立つと、視点が変わ

るし、より理解が深まる気がした。（Ｃ子）

・「比」は意外にいろいろな所で使われていることが分かりました。これから

は生活のいろいろなところで使っていきたい。（Ｄ男）

・自分で問題を作るのも楽しくて、自分で作ることで、「比」のことを考えら

れて勉強になる。(Ｅ男)
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「当てはまる」と「どちらかと

言えば当てはまる」の合計は

５６．７％に改善された。ま

た、事前調査と比較して、３

３％アップした結果となり、

問題を見たときに、事象に対

して実生活をイメージする児

童が増えたことが分かる。

質問４「自分の考えをわけや、理由をはっきりさせて話そうとしている」

「当てはまる」と「どちらかと言えば当てはまる」の合計は８３．７％に改善され

た。このことから、「課題提示

の工夫」をすることにより、

相手を意識した話し方が、意

識できるようになってきたと

言える。授業中においても「私

は～で考えました」、「まず」、

「次に」など、接続詞を使っ

て、式や図が表す意味から、

わけや理由をはっきりさせて説明できる児童が増えてきた。

(2)事象を数学的に解釈し表現力を伸ばす指導の工夫改善

ア 数学的に解釈する力を伸ばす「問題場面の設定」の工夫改善

授業記録《つかむ段階：情報の相異点に気付き、演算決定、課題化する場面》

Ｔ：けいこさんが学校で作ったカフェオレは、コーヒー２杯と牛乳３杯です。

けいこさんは３種類のうちどれが同じ味か迷ってしまいました。

Ｃ１：アは１杯増えている。Ｃ２：イはコーヒー２、牛乳３。

Ｃ ：でもカップが大きくて分量がちがう。

Ｃ３：ウは学校で作った量の２倍。２→４で３→６だから。

Ｔ ：今、２倍って言ったね。今日はどんなふうに考えるの？

Ｃ４：学校で作ったのと同じ、（量が）大きくても２杯にすればいい。

Ｔ ：カップがちがっても、何が同じならいいの？

Ｃ ：量？ 分数で約分しても量は同じだから。

Ｔ ：さっき２倍って言ったけど、倍っていうのは、どんなときに使うの？

Ｃ ：割合で使う。

Ｔ ：それは、ヒントになりそうだね。では、同じ味になるのはどれかけいこさ

んに、教えてあげましょう。

・「主人公けいこさん」が迷ってしまうといった「問題場面の設定」によって、児

童は様々なことをつぶやくことができた。

・ア、イ、ウの３つの情報を絵図を使って、順に１つずつ提示することで、教材を

視覚的にとらえ、３つの情報の共通点や、相違点をつかむことができた。
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・情報を的確にとらえ、自分の考えを追究していく足場となる演算方法や、解決の

手立てがもてる指導が有効にはたらいた。

イ 数学的な表現力を伸ばすための学習過程の工夫改善

・交流タイムの工夫改善について、成果を述べる。

質問５：「交流タイムで、自分の考えを話すことができた」

「当てはまる」と「どちらかと言えば当てはまる」の合計は９４．５％に改善さ

れた。このことから、課題提示

の工夫によって、相手を意識し

筋道立てて、分かりやすく話す

「交流タイム」につなげること

ができたと言える。また、交流

タイムでは、児童が生き生きと

考えを筋道立てて話す姿が見ら

れた。

質問６「交流タイムは、いろいろな考えが分かり

スッキリする」

「当てはまる」と「どちらかと言えば当てはまる」の合計は８３．７％に改善さ

れた。これは、３～４人の小グループでの交流や、ホワイトボードを使った交流

において、考えを話し合いながら、ホワイトボードに書き記していくことで、個

人追究の際のつまずきや疑問点が解消された成果であると考えられる。

【ホワイトボードに書く児童たち】

【小グループで話す児童たち】
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