
事例 小学校 算数科 第５学年 「小数をかける計算」

テーマ 「数直線や言葉の式を用いた立式の根拠を説明する活動を通し

て、乗法の意味を拡張し理解する指導の工夫改善」

授業改善 ①小数倍と整数倍との関連を踏まえた指導計画の工夫改善

の視点 ②数直線や言葉の式を用いて、小数をかける計算の意味を説明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年度及び平成２０年度全国学力・学習状況調査－小学校第６学年算数」の「Ａ：主

として『知識』に関する問題」を用いて、小数の乗法の意味について理解すること、「Ｂ：主とし

て『活用』に関する問題」を用いて、計算の工夫を読み取り、それを用いて異なる数値の問題の

解決方法を説明すること、問題の条件を整理して、筋道を立てて考え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】＜平成１９年度＞

領
評価の観点 正答率

域
設問番号 出題の意図

考え方
表現 知識 国 自校

処理 理解 （％）（％）

Ａ４ 小数の乗法の意味を理解している。 ○ 54.1 51.1

数 計算の工夫を読み取り、それを用いて異な

と Ｂ２ る数値の問題の解決方法を説明することが ○ 58.8 64.1

計 できる。

算
Ｂ４（２）

問題の条件を整理して、筋道を立てて考え
○ 59.1 62.0

ることができる。

【分析】

＜知識・理解＞

・小数の乗法の意味について理解し、問題の場面から式を考えることに課題がある。要因として、

何倍かを求めることの意味についての理解が十分でないこと、また「倍」という表現のみで乗

法と判断していることが考えられる。

＜数学的な考え方＞

・計算の工夫を読み取り、その計算方法を説明することに課題がある。その要因として、数直線

や言葉を用いて表現する経験が不足していると考えられる。また、問題文から数直線や言葉を

用いて表し、立式の根拠を説明する活動が十分ではなかったと考えられる。



【結果】＜平成２０年度＞

領
評価の観点 正答率

域
設問番号 出題の意図

考え方
表現 知識 国 自校

処理 理解 （％）（％）

小数の計算における乗数と積の大きさ、除

数 Ａ３ 数と商の大きさの関係について理解してい ○ 45.1 44.2

と る。

計 情報を整理選択し、筋道を立てて考え、示

算 Ｂ１（２）された判断が正しい理由を記述することが ○ 30.1 23.4

できる。

【分析】

＜知識・理解＞

・乗数が１より小さいとき積が被乗数より小さくなること、除数が１より小さいとき商が被除数

より大きくなることについての理解が十分でないと考えられる。要因として、乗法では積が被

乗数より常に大きくなり、除法では商が被除数より常に小さくなると単純に判断していること

が考えられる。

・第５学年で、整数や小数の乗法の意味が（基準にする大きさ）×（割合）＝（割合に当たる大

きさ）と拡張され、乗数が１より小さくなるときに、乗数と積の大きさの関係についての理解

が困難になる児童が多いと考えられる。

＜数学的な考え方＞

・開け閉めするドアの動きを観察し、図形の性質を基にして、図形を見いだし、目的に応じて与

えられた情報を整理したり選択したりする力に課題がある。

・言葉や数、式、図、表、グラフを用いて自分の考えや思考過程をノートに書いたり、何を求め

るための式なのかを言葉で補ったり、目的に応じて図や表などを用いて説明したりする活動が

十分でなく、自分の考えを数学的に表現することの有用性を感じていないことが要因と考えら

れる。

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、本校の第６学年児童の実態として、『倍概念の拡張にお

ける理解、問題を解決する過程における数学的な思考力や表現力に弱さがある』ととらえた。そ

こで、第５学年における指導において、小数倍における概念指導と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していくことにした。

①小数倍と整数倍との関連を踏まえた指導計画の工夫改善

②数直線や言葉の式を用いて、小数をかける計算の意味を説明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小数倍と整数倍との関連を踏まえた指導計画の工夫改善

・これまで、第１時に乗数が小数である場合の乗法の意味理解と計算の仕方について考える学習

を位置付けていた。しかし、計算の仕方に重点が置かれるため、乗法の意味理解の指導がてい

ねいに行えるよう２時間扱いとした。

・第１時では、乗数が小数の場合でも乗法の式で表すことができることを数直線や言葉の式に表

して理解する時間とする。また、数直線を用いることで、積と１に当たる数量（被乗数）との

大小関係が分かることにも気付かせ、数直線の有用性について考える活動を位置付ける。

・整数×帯小数の計算の仕方を説明する時間を第２時とする。ここでも数直線や言葉の式を用い

て説明する活動をより多く取り入れる。

・整数倍における見方と比較しながら、基準とする量のどれだけの割合かという見方で倍概念の

意味をまとめていく活動を大切にし、乗法の意味の学び直しの機会を位置付ける。

従前の単元指導計画（簡易版） 改善した単元指導計画（簡易版）

１次 ① ・整数×帯小数の意味を理解し、 １次 ① ・乗数が小数の場合でも、乗法

その計算の方法を、既習の整数 を用いることができる根拠を

をかける計算に帰着して見いだ 説明することができる。

すことができる。 ② ・整数×帯小数の計算の仕方を、

既習の整数をかける計算に帰着

② ・整数×純小数の計算の方法を して見いだすことができる。

見いだすことができる。 ③ ・整数×純小数の計算の方法を

③ ・整数×小数を筆算で計算する 見いだすことができる。

ことができる。 ④ ・整数×小数を筆算で計算する

２次 ④ ・小数×小数の計算の仕方を考 ことができる。

えたり筆算で計算したりする ２次 ⑤ ・小数×小数の計算の仕方を考

ことができる。 えたり筆算で計算したりする

⑤ ・小数同士の計算で０の処理を ことができる。

考えることができる。 ⑥ ・小数同士の計算で０の処理を

３次 ⑥ ・積の大きさを考えることができる。 考えることができる。

４次 ⑦ ・面積の公式にも小数の乗法がで ３次 ⑦ ・積の大きさを考えることができる。

きることが分かる。 ４次 ⑧ ・面積の公式にも小数の乗法がで

５次 ⑧ ・小数の場合にも分配法則や交 きることが分かる。

換法則、結合法則が成り立つ ５次 ⑨ ・小数の場合にも分配法則や交

ことが分かる。 換法則、結合法則が成り立つ

６次 ⑨ ・練習問題 ことが分かる。

⑩ ・まとめよう ６次 ⑩ ・練習問題

⑪ ・まとめよう



②数直線や言葉の式を用いて、小数をかける計算の意味を説明する力を育てる指導方法の工夫改善

これまでは、第１時において、整数×小数の計算の仕方を考える活動を通して、乗数が小数の

場合でも、乗法の式に表せることを理解し、その計算方法を乗数が整数の場合に帰着させて考え

てきた。この時間について、次のように指導方法を改善した。

・「１ｍのねだんが３０円のリボンを□ｍ買います。」と問題を提示し、整数の場合から立式する。

これにより「リボンの長さが小数のときもかけ算の式で表せるのだろうか。」という課題意識を

高める。

・乗数が小数の場合の立式の根拠を、乗数が整数の場合の説明の仕方を基に、数直線や言葉の式

を用いて説明する活動を位置付ける。

・乗数が純小数の問題を取り組ませるなど、数直線を用いることの有用性を感じる場を位置付け

る。

第１時 従前の授業展開案（簡易版） 第１時 改善後の授業展開案（簡易版）

○問題提示 ○問題提示

○前時までとの違いを見付ける。 ○整数の場合について立式してみ

・2.3ｍ分の代金を求める。 る。（30×□）

・今までは整数だった。 ・２ｍ、３ｍの場合（30×２･･･）

○数直線や言葉の式を用いて、立 ○小数の場合について立式する。

式する。 ・2.8ｍの場合（30× 2.8）

・30× 2.3

○課題化

整数×小数の計算の仕方を考えよう。

○計算の仕方を考える。 ○数直線や言葉の式に表して説明

・0.1をもとにする。 する方法を考える。

１ｍで 30だから、0.1ｍで３ ○乗数が純小数の問題を取り上げ、

だから、３× 23＝ 69 69円 数直線に表すと、積と被乗数と

・10倍して整数に直し、10で割る。 の大小関係が分かることに気付

30× 2.3× 10÷ 10＝ 69 69円 く。

○類題に取り組む。

○まとめ

○適用範囲を広げた問題づくりを

行い、立式の根拠を明らかにし

て説明する。

１ｍのねだんが 30 円のリボンを
2.3 ｍ買います。リボンの代金は
いくらでしょう。

かける数を整数にして計算し

て、最後に 1/10 すればよい。

１ｍのねだんが 30 円のリボンを
□ｍ買います。代金を求める式
はどのようになるでしょう。

リボンの長さが小数のときも、
かけ算の式で表してもよいこと
を、数直線や言葉の式を使って
説明しよう。

かける数が小数になっても、整数

と同じようにかけ算の式に表して

考えることができる。数直線を

使って考えると、その理由がは

っきりする。



３ 授業改善後の成果

（１）小数倍と整数倍との関連を踏まえた指導計画の工夫改善

【本単元実施前の児童の学習状況】

実 態 調 査 問 題 正答率 誤 答 例

単 １ｍのねだんが３０円のリボンを２ｍ買います。代金を求める式はどのようになるでしょう。

元

前 調査ア：代金を求める式を書きましょう。 96.9％ ２×３０（１人）

の

調 調査イ：なぜその式になるのか、説明をしましょう。 34.4％ 無回答（４人）

査 数直線の誤り（11人）

テープ図の誤り（４人）

言葉の式の誤り（３人）

【本単元実施後の児童の学習状況】

単 １ｍのねだんが６０円のリボンを１．７ｍ買います。代金を求める式はどのようになるでしょう。

元

後 調査ア：代金を求める式を書きましょう。 100％ なし

の

調 調査イ：なぜその式になるのか、説明しましょう。 87.5％ 数直線の誤り（３人）

査 無回答（１人）

①数直線を用いて立式の根拠や計算の仕方を説明する力について

・単元前の調査イでは、数直線を活用し、立式の根拠を説明しようと考えた児童は正答、誤答含

めて３２人中２１人であった。２１人のうち、１１人は、１に当たる数量と求めたい数量を混

同していたり、上下の二本の数直線が入れ違っていたりした。（小数×整数の単元では、二本の

数直線で説明する方法を理解する学習を行った。）

・要因として、数直線のかき方の定着が十分でなかったこと、二本の数直線の意味理解が十分で

なかったことが考えられる。そこで、本単元を通して演算決定の根拠を数直線、言葉の式を用

いて説明する活動を十分に取り入れた。

・単元後の調査イでは、数直線を用いて立式の根拠を説明した児童は３２人中２８人に増加し、

誤りは３人、無回答は１人に減少した。これは、授業の中で疑問交流を位置付け、数直線を用

いて立式することに抵抗感や不安をもつ児童を黒板前に集め、教師と一緒に数直線について理

解する指導を繰り返した成果である。



【疑問交流の場で数直線について確認したこと】

・数直線のかき方は正しいか。

・書き込む数量の位置は正しいか。

・上下二本の数直線をどのように対応させて見ればよいか。

※疑問交流の場では、交流により自分の疑問点が解決したら、各自で席に戻り個人追究を続け

るという約束で行っている。

・疑問交流では、二本の数直線をどのように対応させて見ればよいかについて確認する児童が多

かった。

・単元後の調査では、約８０％の児童が数直線と言葉の式の両方を用いて立式の根拠を明らかに

することができた。

・単元を通して、数直線を用いて筋道立てて立式の根拠を説明する活動を位置付けたことで、乗

数が整数の場合で学習した乗法の考え方を基にして考える姿が多く見られた。

【授業後の児童の振り返り「数直線に表して考えてみてどんな感想をもちましたか。」】

・数直線に表すと、どんな式になるのかが分かりやすかった。

・数直線で考えてよかったことは、かける数とかけられる数（１に当たる数量と求めたい数量）

を間違えないようになったこと。

・数直線を使えば、式の説明がしやすい。

・数直線と言葉の式がつながっていたことが分かった。

・第１時から数量の関係を数直線に表す活動を大切にしてきた結果、第７時では、約 70％の児童

が数直線を活用して、積の大きさについて判断しようと考えることができた。

②言葉の式を用いて立式の根拠や計算の仕方を説明する力について

・単元前の調査イでは、言葉の式を活用し、立式の根拠を説明しようと考えた児童は少数であっ

た。要因として、（小数）×（整数）の単元において、言葉の式をていねいに扱わなかったことが

考えられる。そこで、第１時に、言葉の式と数直線を結び付けて説明する方法を確認し、単元を通

して、繰り返し活用した。その結果、言葉の式を活用しながら立式の根拠を説明する姿が高まった。

【言葉の式と数直線を結び付けて説明する方法】

乗数が整数の場合 → 乗数が小数の場合



・本単元の学習を始める前は、乗法の式を、（１つ分の大きさ）×（いくつ分）と考えている児童

が多かった。そこで、乗法の式を数直線と言葉の式を結び付けながら、再度、（１つ分の大きさ）

の何倍かの大きさを求める式ととらえ直すことで、乗数が小数になっても、倍の考え方で立式

ができることをまとめた。その結果、倍概念についても、整数の場合と統合して児童に定着を

図ることができた。

（２）数直線や言葉の式を用いて、小数をかける計算の意味を説明する力を育てる指導方法の工夫改善

・第１時では、３０×２.８と立式できる根拠について、数直線や言葉の式を用いて考え説明する

活動を位置付け、言語活動の充実を図った。そのために、数直線や言葉の式を活用しながら、

既習の整数をかける計算の意味を想起して、小数をかける計算の意味を考え、乗数が整数と小

数の場合のかけ算の意味を統合的に考えるように展開した。

①問題提示の工夫について

・問題把握する場面では、実際の長さに切断したリボンを用意し、乗数であるリボンの長さを

整数の場合と小数の場合とで比較しながら

考えることができるよう援助をした。その

ため、児童は乗数が小数であっても、かけ

算の式に表せるのではないかという見通し

をもつことができた。

②数直線や言葉の式を用いて立式の根拠を説明する活動について

【授業記録（数直線を用いて立式の根拠を説明する場）】

Ｔ ：□ｍのリボンのねだんを求める式が３０×２、３０×３、３０×２．８になるわけ

を順に説明しましょう。

Ｃ１：２ｍのときを数直線で表すと、このようになります。この１ｍに当たるねだんが３０

円だから、２ｍに当たるねだ

んは、ここの３０×２を求め

ることになります。

Ｃ２：３ｍのときも、２ｍのときの

ように考えて、１ｍに当たるねだんが３０円だから、３ｍに当たるねだんは、ここの

３０×３を求めることになります。

Ｃ３：２．８ｍのときも同じように考えて、１ｍに当たるねだんが３０円だから、２．８ｍ

に当たるねだんは、ここの３０×２．８を求めることになります。

Ｔ ：２ｍや３ｍと２．８ｍの説明を聞いてみて何か違いがありましたか。

Ｃ４：整数と小数の違いがあるけど、どちらも数直線で表すと、１ｍのねだんに当たる３０

円を基にして考えています。

Ｃ５：違いはないよ。一緒じゃないの、考え方って。

Ｃ６：結局、小数でも、整数のときと同じようにかけ算で考えていいんだ。



このように数直線を用いて説明する場を位置付けたことで、次のような児童の姿を生み出すこ

とができた。

・数直線を示しながら、１ｍと１ｍに当たるねだんを対応させ、基準にする大きさを説明する

姿。

・数直線を示しながら、２ｍに当たるねだんを求める場合の説明を基にして、３ｍの場合を説

明する姿。

・２ｍと３ｍ、２．８ｍの場合を比較しながら、整数をかける場合と小数をかける場合の意味

を統合的にとらえ説明する姿。

【授業記録（言葉の式を用いて立式の根拠を説明する場）】

Ｔ ：言葉の式で考えてみた人はどのように説明しましたか。

Ｃ１：３０×２とか３０×３のときは分かるんだけど、３０×２．８はなんか変です。

Ｔ ：どんなところが変なの？

Ｃ１：今までいくつ分って考えてきたから、２．８こ分って変です。

Ｃ２：いくつ分じゃなくて、（１ｍのねだん）×（長さ）＝（代金）じゃないかな。

Ｔ ：長さってどういうこと？

Ｃ２：長さって言うのは、もとにする１ｍのリボンの２．８倍の長さって意味です。

Ｃ３：・・・・

Ｔ ：Ｃ２さんは、３０×２や３０×３の言葉の式を、３０の２つ分や３つ分と考えないってことだ

ね。じゃあ、この部分をもう少し説明をしてください。（２．８倍のところを指さす。）

Ｃ２：たとえば、３０×２は、３０の２倍って考えます。わけは、２ｍは、１ｍの２倍だか

らです。そうすると、２．８ｍは、１ｍの２．８倍ですよね、ここまではいいですか。

Ｃ３：はい。

Ｃ２：だから、１ｍのねだんの２．８倍が２．８ｍの代金になります。だから、言葉の式は

（１ｍのねだん）×（長さ）＝（代金）になると思います。

Ｃ４：ああ、わかった。１ｍはもとにするリボンの長さだから、２．８ｍはその２．８倍だ

から１ｍの２．８倍の長さって考えられるんだ。

Ｃ３：だから、３０×２．８と表すんだね。

Ｔ ：数直線での表し方と比べてどうですか。

Ｃ１：数直線でも、下の数直線で１を

２．８倍すると、上の数直線では

３０が２．８倍になるようになっ

てる。（右図）代金は３０×２．８だ。

Ｃ３：なるほど、言葉の式でも３０×２．８が説明できた。小数をかけるときは、いくつ分

ではなくて、何倍で考えるといいんだね。

代金



Ｔ ：２年生の整数だけのかけ算でも、「いくつ分」を「何倍」と考えるって学習している

よ。これを倍の考えといいます。つまり、かけ算は、１つ分の大きさの何倍かの大き

さを求める計算と考えてくんだね。

Ｃ４：整数も小数も倍の考えを使って、かけ算の式で表せるんだな。

Ｃ５：数直線でも言葉の式でも、倍の考えを使って説明するんだね。

このように言葉の式を用いて立式の根拠を説明する場を位置付けたことで、次のような成果を

生み出すことができた。

・これまで学習してきた乗法の意味について、乗数が小数の場合にも、言葉の式に表して説明

する活動を通して、乗法の意味理解についての学び直しの機会とすることができた。

・言葉の式を用いて考え説明する活動を位置付けたことで、乗法の意味が累加の考えだけでな

く、倍の考え（倍概念）でもあることが確認でき、さらに数直線と結び付けて説明すること

で、小数の場合にまで拡張して理解することが容易になった。

・数直線と言葉の式を結び付けながら説明することは、乗法の意味理解をさらに深めることと

なり、第６学年での分数の乗法の学習へと発展する内容とすることができた。スパイラルな教育

課程と単元間のつながりを意識した指導の工夫は、児童の意味理解を深めることにつながると考

える。


