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【要旨】本研究では，子どもたちの活用力を向上させるための算数科の授業づくりにあた

って，「問題把握」，「自力解決」，「学び合い」，「振り返り」という４つの指導過程を設定

した。それぞれの指導過程において，具体物を教材として使用する等の指導のポイントを

明確に設定するとともに，ワークシートを用いるなどの手立てをとった。第５学年「面積」

及び第６学年「体積のはかり方と表し方」の各単元で検証授業を行い，それぞれの手立て

について，その有効性を明らかにする。 
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１ テーマ設定の理由 

（１） 研究の背景 

平成 20 年 3 月の学習指導要領改訂では，「生きる力をはぐくむこと」の理念が引き

継がれ，知識・理解の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視する

ことが示された。算数科教育については，これまで実施された教育課程実施状況調査

や国際的な学力調査によると，基礎的な計算技能の定着の低下傾向は見られなかった

が，計算の意味を理解することなどに課題が見られた。また，身に付けた知識や技能

を実生活や学習等で活用することが十分にできていない状況が明らかになった。加え

て，算数・数学の好き嫌いについては，国内調査において小学校第６学年から中学校

第１学年にかけて，「好き」と回答する児童生徒の割合が低下している状況が見られ

る。  
 本県において平成 15 年から実施した県学力診断テスト小学校算数科における６年

間の推移分析では，「数学的な考え方」に係る平均正答率は，他の観点よりも低い状況

にあった。また，求め方を式や言葉等を使って説明する記述式問題や実生活における

様々な事象から必要な情報を取り出し，活用する問題に課題があることが明らかにな

っている。 

 知識基盤社会化，グローバル化が進む現代社会において，子どもたちが自らを取り

巻く様々な情報の中から，課題解決のために必要なものを取り出し，関連付けながら，

自らの考えを表現する力の育成が求められている。学習活動においても，教科学習を

進める中で，言葉と体験をとおして，日常生活の中で数学的な考え方や表現を行う場

面や既習の知識を活用し，新しい知識を獲得する場面を意図的に行わせることが必要

である。 

学習指導要領算数科改訂の基本方針には，次の５つが示されている。基礎的・基本

的な知識・技能の確実な定着，発達の段階に応じた教育課程の編成，数学的な思考力・

表現力の育成，学ぶ意欲の向上及び算数的活動，数学的活動の充実である。  
本研究では，算数科教育の課題を踏まえた学習指導要領改訂をもとに，子どもたち

の現状を把握し，課題解決のための思考過程を言語化する活動を行わせる手立てや指

導のあり方について実践及び検証を進めるものとする。  
 

（２） 全国学力・学習状況調査結果から 

平成 19 年から実施された全国学力・学習状況調査における算数科は，算数Ａと算数

Ｂに分かれている。算数Ａは「身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響

を及ぼす内容や，実生活において不可欠であり常に活用できるようになっていること

が望ましい知識・技能など（主として「知識」に関する問題）を中心とした出題」，算

数Ｂは「知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や，様々な課題解決のため

の構想を立て実践し評価・改善する力などにかかわる内容（主として「活用」に関す

る問題）を中心とした出題」となっ

ている。 

表１は，平成 20 年 4 月に行われた

全国学力・学習状況調査の平均正答

率についてまとめたものである。算

数Ａについては，和歌山県の平均 

正答率は 72.7％で，全国をわずかに

上回っている。知識・技能の定着は

一部に課題が見られるものの概ね良好である。算数Ｂについては，本県の平均正答率

は，全国を 2.7 ポイント下回っている。全国平均を下回っていることだけでなく，平

均正答率そのものが 48.9％と低い状況にある。 

図１は，各問題の無解答率について，本県と全国の差をグラフ化したものである。

表１ 和歌山県と全国の平均正答率の比較  
 算数 A 

（知識） 
算数 B 

（活用） 
和歌山県（公立） 72.7% 48.9% 

全国  （公立） 72.2% 51.6% 

差 +0.5 -2.7 
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棒グラフが中央の縦線から左に伸びている場合，本県の無解答率が全国より高いこと

を示している。    

算数Ａ と 算数Ｂ の 無解答 率 を比  

較すると，算数Ａでは本県と全国の差

はほとんどないが，算数Ｂではほぼ全

ての問題で本県が全国より高く，差も

大きくなっている。 

このように，調査結果の正答率，無

解答率いずれの面からみても，知識・

技能を活用する力に課題があるといえ

る。 

     全国学力・学習状況調査問題の中で，

本県において特に顕著な課題がみられ

る問題の例をあげる。 

図２は，平成 20 年度算数Ｂ１（２）  

「事象の観察と判断の根拠の説明」の

問題である。本県（公立）での正答率

は 27.6％であり，全国平均（公立）と

比べて 2.5 ポイント低い。また，無解

答率は，14.5％で 2.5 ポイント高い。

これは，与えられた情報を整理したり

選択したりして，筋道を立てて考え，

示された判断が正しい理由を式と言葉

を用いて記述できるかどうかをみる問題である。数学的情報と生活情報が入り交じっ

ており，実生活ではよくある場面設定である。この問題が解けない理由として，部屋

の隙間に家具を配置するための条件を具体物に惑わされて，図形の長さとしてとらえ

ることができていないこと，つまり，日常の事象を数理的にとらえることができてい

ないことが考えられる。また，このような問題が未経験であったり，書き方が分から

なかったりした子ど

もが多く，解答をあ

きらめてしまい，無

解答率が高い結果と

なったと推察される。 

このような問題に

対応するためには，

「情報を整理・選択

すること」，「解決へ

の見通しをもつこ

と」，「自分の考えを

数学的に表現するこ

と」に関する力を高

める必要がある。 

これらの力は，学

習指導要領において

示されている「知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，

表現力その他の能力」に関しており，算数科で育てられる力であると考える。 

本研究では，「知識・技能を活用して課題を解決するために必要」となる力をまとめ

て「活用力」とし，算数科学習指導においてその向上を図る。 

 
図２ 平成 20 年度 算数Ｂ１（２） 

 

 
図１ 本県と全国の無解答率の差 
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２ 研究の内容 

（１）子どもにつけたい力 

算数科において，問題を解決する過程で順次必要となる力として，下の５つが考え

られる。本研究では，これらの５つの力を「活用力」の要素とし，子どもにつけたい

力とした。 

   ① 情報を整理・選択する力 
   ② 情報と既習事項を関連付ける力 
   ③ 解決への見通しをもつ力 
   ④ 自分の考えを数学的に表現する力 
   ⑤ 評価・改善する力 
 
（２）４つの指導過程とワークシート 

   表２に，本研究における方法の概要を示す。  

本研究では，１時間の授業における指導過程を，子どもが問題を解決する学習過程

に対応して，問題把握（Ⅰ），自力解決（Ⅱ），学び合い（Ⅲ），振り返り（Ⅳ）の４つ

に区分する。表２のように，上述した５つの「つけたい力」は，各過程に対応する。

授業においては，それぞれの力の向上と関連する子どもの活動を設定するが，その際

には阻害要因（つまずき例）が考えられる。これらの阻害要因を克服あるいは改善す

るために，教材や指導方法等に関する手立てを「指導のポイント」として示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 各指導過程における子どもの活動や具体的な手立て 

〈指導のポイント〉 〈ワークシート〉

具体物の提示・操作 ａ：問題文スペース

○必要な情報が
　とらえられな
　い

情報過多・不足の問題
の提示 ｂ：作戦・アイデアスペース

③解決への見通し
　をもつ力

●見通しをもつ ○見通しが立た
　ない

具体物の操作

座席表の利用 c：意思表示スペース
④自分の考えを数
　学的に表現する力

○式が立てられ
　ない

解決時間の保障 d：実行スペース　

　　《個　　人》

④自分の考えを数 ●自分の考えを ○うまく説明で 学習形態の工夫

　学的に表現する力 　説明する 　きない 　ペア学習
　《集　　団》 　グループ学習

発表ボードの使用

e：振り返りスペース

活
　
　
　
用
　
　
　
力

・言葉や式，図などを使
　って解き方を書かせる

Ⅱ
 

自
力
解
決

●絵，図，式，
　言葉などで書
　く

・解決への見通しを言葉
　で表現させる

○問題の意味が
分からない

●相手の考えを
　きく

○説明している
　内容が理解で
　きない

●よりよい解決
　方法を見付け
　る

具　体　的　な　手　立　て
指
導
過
程

　〈つけたい力〉 〈子どもの活動〉 〈つまずき例〉

①情報を整理・選
　択する力

Ⅲ
 

学
び
合
い

思
　
考
　
力
　
・
　
判
　
断
　
力
　
・
　
表
　
現
　
力
　
等

Ⅰ
 

問
題
把
握

②情報と既習事項
　を関連付ける力

●ふきだしを
　書く

●問題を読む

●練習問題をす
　る

説明するための準備

○何を書いてい
　いのか分から
　ない

Ⅳ
 

振
り
返
り

⑤評価・改善する力 学習内容の確認○問題が解けな
  い

●１時間の学習
　で学んだこと
　について自分
　の言葉でまと
　める

・問題文を視写させる

・学んだことについて自
　分の言葉でまとめさせ
　る

○文章で書けな
　い

○既習事項を忘
　れている

○既習事項とに
　ているところ
　や違うところ
　が分からない

既習事項の確認

○図，表が活用
　できない

・思い浮かんだことをふ
　きだしに書かせる

書くための観点の提示
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本研究において中心となる手

立てはワークシートである。今

回，活用力の向上につながるよ

うに，学習で用いるワークシー

トの基本パターンを作成した。 

ワークシートには，Ａ３サイ

ズの１cm 方眼用紙を使用した。

また，４つの学習過程に関連し

て，図３に示す５つのスペース

を設けた。各スペースの名称と

活動は以下のとおりである。 

各スペースの詳細については，

後に述べる。 

 

 

 

 

このワークシートの利点は次の通りである。 

 子どもにとっての利点 

・Ａ３用紙を使うことで，書くスペースを広くとることができ，考えを書きやすい。 

   ・一単元を通して同じ形式で行うので，授業の流れをつかみやすい。 

・形式が統一されていることで，他の子どもと意見を交流しやすい。 

 

   指導者にとっての利点 

・授業中に，子どもたちの思考過程をとらえやすい。 

・毎時間回収することによって，子どもの実態をとらえ直すことができるので，                                         

次の時間の授業計画に反映させることができる。 

 

（３）各指導過程における具体的な手立て 

表２は，４つの各指導過程における，子どもの活動や具体的な手立てをまとめたも

のである。以下に，子どもたちにつけたい力，指導のポイント及びワークシートの活

用について述べる。 

 

ア 問題把握の過程（Ⅰ） 

問題把握の過程では，「①情報を整理・選択する力」「②情報と既習事項を関連付

ける力」を育てたい。そのために以下のような具体的な手立てをする。 
 

（ア）指導のポイント 

既習事項の確認 

毎時間，学習の始めに既習事項を確認する。このことにより，問題中の情報と

既習事項の関連付けを促す。 

  名  称 活  動 
ａ 問題文スペース 問題文を視写する 
ｂ 作戦・アイデアスペース 思い浮かんだことを「ふきだし」に書く 
ｃ 意思表示スペース 自力解決の見通しがもてたかどうかを意思表示する 
ｄ 実行スペース 絞り込んだ問題解決の方法を書く 
ｅ 振り返りスペース 学習の振り返りを書く 

 

図３ ワークシート 
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具体物の提示・操作 

問題で提示される‘物’を具体物として用    

意する（図４）。このことにより，視覚的に量

をとらえさせるとともに，具体物を実際に見

て，触れることによって形や量を実感させる。

形のちがいや量の大小について実感できるこ

とは，問題の解決への見通しをもつための第

一歩である。 

 

情報過多や情報不足の問題の提示 

  単元の中で学んだことを使って解決できる情報過多・情報不足の問題を扱う。

これによって，生活場面の中から問題を解くために必要な要素が何であるかを，

考えさせることになる。また，目的に応じて，情報を収集したり，選択したりす

る力の育成を図る。（p9 図 10 参照） 

 

（イ）ワークシート 

a：問題文スペースには，問題文を視写させる。子どもは，視写することで，問

題を把握したり，より正確にとらえたりすることができる。また，数値に注目す

ることも容易になると考えられる。 

 

ｂ：作戦・アイデアスペースには，問題に対して思い浮かんだことを，ふきだしに

書かせる。子どもたちが，順序を気にせず，思いついたことを書くことができる

ように，スペースを広く設ける。 

例えば，ふきだしには，「昨日習ったことが使えそうだ」「ここに線をひくと解

けそうだ」などの問題解決への見通しを言葉で表現させる。 初は，１つだけふ

きだしの枠を書いておき，その後は，ふきだしを自由に付け足していく。これに

より，指導者は，子どもたちが問題解決のためにどのような見通しをもっている

のか，どこでつまずいているのかなど，子どもの思考の様子を知ることができる。

つまずいている子どもへの支援は，ふきだしに何が書かれているかに着目するこ

とで可能となる。ふきだしに書かせることで，解決への見通しを明確にもたせる

ことができる。 

     さらに，ふきだしに書くことで，情報が１つのまとまりとして表現される。こ

れは，小さいまとまりなので，友だちからの情報も得やすくなる。また，ふきだ

しの個数を比べることを通して，自分と友だちの情報の取り出し方の違いを交流

することもできる。 

 

イ 自力解決の過程（Ⅱ） 

自力解決の過程では，「③解決への見通しをもつ力」「④自分の考えを数学的に表

現する力」を育てたい。そのために以下のような具体的な手立てをする。 
 

（ア）指導のポイント 
具体物の操作 

     指導者が具体物を提示し操作するだけで

なく，子どもたち自身が図５のような具体

物を操作できるようにする。このことによ

り，子どもたちは，立式などの解答の予想

を目でみて確認することができる。特に，

筋道を立てて考えることが苦手な子どもに

 
 スポンジを使った具体物 

図５ 第６学年「体積のはかり方と表し方」 

「 

 
   教科書   木材を使った具体物 
図４ 第６学年「体積のはかり方と表し方」 
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は，文や絵・図だけを見て頭の中で考えるよりも，問題解決への見通しをもちや

すいと考えられる。 

 

座席表の利用 

  指導者は，図６のような座席表を用い，子ども

たちの意思や解答内容をチェックする。解答例は

事前に予想して予め記号化しておき，座席表に印

刷しておく。机間指導ではその記号に印をつけて

いく。このことにより，短時間で多くの子どもの

状況を把握できる。 

  

解決時間の保障 

自力解決の過程では，十分な解決時間を保障す

る。このことにより，自力解決ができた子どもに

は，さらに別の解決方法を考えさせたり，自分の

考えを言葉で書かせたりすることができる。また，

支援が必要な子どもには，既習事項を想起させる

ような助言をするなど，個に応じた支援を行い，

じっくり取り組ませることができる。 

      

    説明するための準備 

次の学び合いの過程において，自分の考えを説明するために，子どもたちに線

や囲み，矢印，色分けなどを使って，自分の考えを整理させる。また，自分の言

葉で説明できるように，説明の順序を考えさせるなど発表の準備をさせる。 

 

（イ）ワークシート 

図７のｃ：意思表示スペースには，子どもが自力解 

決の見通しをもてたかどうかを子ども自身に意思

表示させる。指導者は，特に「ヒントを下さい」

に丸印をつけた子どもの人数に着目する必要があ

る。このことにより，自力解決ができそうな子ど

もと支援が必要な子どもとを把握することができる。支援が必要な子どもが少な

い場合は，机間指導で個別に対応し，多い場合は，再度，一斉指導によって問題

把握の過程を全員で再確認することも必要となる。このことは，子どもが「分か

らない」と言いづらい場合にも対応できるので，指導者の支援がしやすくなる。 

 

ｄ：実行スペースには，問題から取り出した情報を関連付けて，解答を求める方

法を絞り込ませ，書かせる。具体的には，ｂ：作戦・アイデアスペースに書かれたふ

きだしをもとに，ｄ：実行スペースで問題を解決させる。ここでは，試行錯誤をし

たり，言葉や図を書いて考えたり，別の考え方で解いたりできるよう，スペース

を広く設けている。これらのことにより，子どもが解決方法を式で表現するだけ

でなく，言葉や図などでも説明できるようになる。自分の考えたことを順に書く

ことにより，筋道を立てて考えさせることができる。さらに，このスペースで書

いたことは，次の学び合いの過程において，自分の考えを相手に説明するときに

も役立たせることができる。 

 

ウ 学び合いの過程（Ⅲ） 

学び合いの過程では，「④自分の考えを数学的に表現する力」を育てたい。自分の

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

 
図７ 意思表示 
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△＋□
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□
△＋□

△
□
△＋□
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△＋□
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□
△＋□

K L M
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△＋□

△
□
△＋□

△
□
△＋□

１１月　　　　日　（　　　　）

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

やれそう！ なんとかやれるかな ヒントを下さい

   

 
図６ 座席表 



 

 - 7 - 

問題解決の過程を友だちに発表することで，自分の考えたことがみんなに伝わる表

現であったかどうかが重要となる。このことは，自分と友だちと意見の違いに気づ

き，違う理由をみつけることにもつながる。このような活動に取り組むための工夫

として以下のような具体的な手立てをする。 
   

（ア）指導のポイント 
    学習形態の工夫（ペア学習・グループ学習→一斉学習の形態の活用） 

学習のねらいに応じて，ペア学習またはグループ学習を取り入れる。学習形態

を変化させることで，話し手になる機会を設ける。一斉学習では，時間的な制約

もあり，自分の考えを発表する子どもは限られるため，自力解決ができていても

自分の考えを表現する機会が少なくなる。ペア学習では，説明する役と聞く役が

必ずあるので，短時間で全員が説明する機会をもつことができる。また，多様な

考えが出そうなときには，グループ学習をさせる。３人グループ，４人グループ

と徐々に大きなグループにすることで，多くの人に認められたり，認められる表

現がどんなことであるかに気づいたりすることもねらっている。 

ペア学習やグループ学習では，相手に認めてもらう経験ができる。このことは，

一斉学習で自分の考えを表現することができたり，自分の考えに自信をもったり

することにつながると考える。このことにより，説明する側は，より筋道を立て

て話すことができる。また，聞く側は，相手の考えをより理解することができる。 

 

発表ボードの使用 

一斉学習では，複数の考えを取り上げ，自分の考えと比較させ，同じ考えや違

う考えを見付けさせたり，それぞれの考えにある共通点や相違点に気付かせたり

する。そのために，図８のような発表ボードを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）ワークシート 

     同じワークシートを使用することで，どこに何が書いてあるか互いに読み取る

ことが簡単になる。学び合いの過程では，ｄ：実行スペースのところを読み合うこ

とになる。形式が統一されることで，ふきだしなども参考にしながら，互いの書

いた解決への道筋の同じ所や違う所が見付けやすくなると考えている。 

 

エ 振り返りの過程（Ⅳ） 

振り返りの過程では，「⑤評価・改善する力」を育てたい。ここでは，自分の考え

と友だちの考えと比較して，自分よりよい点や自分の方がよい点について考えをま

とめる。友だちが示した，より正確に簡単に問題を解くための方法や見方は，指導

者が示すより，身近な感じを与えるものと考える。自分で問題が解けたという実感

は，問題を解くときの意欲につながるものと考える。そのために以下のような具体

的な手立てをする。 

〈発表ボード〉 
・Ａ３用紙大の白い厚紙とアクリル板を貼り合わせた 

もので，間に紙を挟むことができる。 
・ 裏には板磁石をつけているので，黒板に貼ることも 

できる。 
・ホワイトボード用のマーカーが使え，色の使い分け 

ができたり，簡単に消したりすることができる。 
・机上で使用できるので書きやすい。さらに，説明し 

ながら必要なことを書き加えることができる。 

 
図８ 発表ボード 

 

図８ 発表ボード 
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  （ア）指導のポイント 
学習内容の確認 

練習問題については，１時間の学習で学んだことを活用できるような問題をさ

せる。これにより，子どもたちに知識・技能を定着させることができる。さらに，

これらを活用すると問題が解けることを実感させることもできる。 

 

書くための観点の提示 

学習の振り返りについての記入にあたっては，「授業でよく分かったこと」「ま

だ分からないこと」「今日の問題解決のもとになっている考え」「今度問題を解く

ときに使ってみたいアイデア」「友だちの考えと比べて」などの観点を提示する。 

毎時間書き続けることで，子どもたちは一時間一時間のつながりを自分で振り

返ることができるようになる。 

 

（イ）ワークシート 

問題解決終了後，ｄ：実行スペースの続きに子どもが自分自身で e：振り返りスペー

スを設け，使用する。ここで使用できるスペースは，子ども一人一人にちがいが

あるので，ワークシートの裏面にも方眼を印刷しておく。 
    

 

３ 検証授業及び成果の検証方法 

（１）検証授業 

   各時間において重点となる指導過程と具体的な手立ては，表３，４のとおりである。 

  本単元において，身に付けさせたい力を向上させるために行う手立てのうち，ワーク

シート以外で，特徴的なものを表の後にそれぞれ示す。 

  

ア 第５学年 

表３ 第５学年「面積」 単元計画 

次 時 学習活動 評価規準 

重点となる

指導過程 

 
Ⅰ：問題把握 

Ⅱ：自力解決 

Ⅲ：学び合い 

Ⅳ：振り返り 

活用力向上に係る 

具体的な手立て 
 

ａ～ｅを付したのはワーク

シートの記入スペース 

第１次 

 

三角形 

の面積 

1 
長方形や正方形の

面積を求める。 

【関】「面積」の学習内容を

知り，意欲的に学習しようと

している。 

Ⅰ 既習事項の確認 

Ⅳ e：振り返りスペース 

2 
直角三角形の面積

の求め方を考える。 

【考】既習の求積可能な図形

をもとに，直角三角形の面積

の求め方を考えることがで

きる。 

Ⅰ 既習事項の確認 

Ⅱ ｄ：実行スペース 

3 
一般の三角形の面

積の求め方を考え

る。 

【考】既習の図形（長方形，

直角三角形）の面積に帰着さ

せて一般の三角形の面積の

求め方を考えることができ

る。 

Ⅱ ｂ：作戦・アイデアスペース 

Ⅲ 発表ボードの使用 

4 
三角形を求める公

式について考え，理

解する。 

【知】三角形の面積の公式を

理解できる。 

Ⅰ 既習事項の確認 

Ⅲ 発表ボードの使用 

5 
四角形の面積を求

める。 

【表】一般の四角形の面積

を，三角形の求積公式を用い

て求めることができる。 

Ⅰ 情報不足の問題の提示 

Ⅱ ｄ：実行スペース 



 

 - 9 - 

第２次 

平行四 

辺形の 

面積 

1 
平行四辺形の面積

の求め方を考える。 

【考】三角形や長方形の面積

の求め方を基にして，平行四

辺形の面積の求め方を考え

ることができる。 

Ⅱ ｄ：実行スペース 

Ⅲ 発表ボードの使用 

第３次 

 

いろい 

ろな三 

角 形 ・

四角形 

の面積 

1 

高さが外にある三

角形や平行四辺形

の面積の求め方を

考える。 

【考】既習事項を想起して，

高さが外側にある三角形の

面積を求めることができる。 

Ⅰ 情報過多の問題の提示 

Ⅱ ｄ：実行スペース 

2 
台形の面積の求め

方を考える。 

【知】台形の面積の公式を理

解できる。 

Ⅱ ｄ：実行スペース 

Ⅲ ペア学習 

3 
ひし形の面積の求

め方を考える。 

【知】ひし形の面積の公式を

理解できる。 

Ⅱ ｄ：実行スペース 

Ⅲ ペア学習 

4 練習問題をする。 
【知】基本的な学習内容につ

いて理解している。 
Ⅳ e：振り返りスペース 

第４次 

 

面積の 

問題 

1 

底辺一定で高さが

変化したり高さが

一定で底辺が変化

する様子を調べる。 

【考】三角形の高さや底辺と

面積の関係を考えることが

できる。 

Ⅰ 具体物の提示 

Ⅱ ｄ：実行スペース 

2 

式の形から，色々な

求積の仕方がよみ

とれることをまと

める。 

【考】面積を求める式の形に

着目し，式を表す意味をよみ

とることができる。 

Ⅱ ｄ：実行スペース 

Ⅳ e：振り返りスペース 

  

   既習事項の確認 

  単元を通して，検証授業の 初には，長方形や正

方形，三角形などの面積の求め方などの既習事項を

学級全体で確認する活動を繰り返し行うことによっ

て，知識として定着を図る。また，単元を通して，

三角形や平行四辺形の面積の求め方など学習内容を

パネルに掲示していき，子どもがいつでも既習事項

を確認できるようにした（図９）。 

 

 

 情報過多・情報不足の問題 

第１次第５時，四角形の面積を求める

問題では，辺の長さを与えず，必要な辺

の長さを自分で測って解かせる活動を行

った。また，第３次第１時，高さが外に

ある三角形の面積を求める問題では，必

要以上に辺の長さを与え，どこが高さと

なるのか考えさせる問題として取り組ま

せた（図 10）。 

必要な長さである底辺と高さを見付ける学習活動を行うことにより，面積を求め

るのに必要な情報を見付け出す力を育て，公式の理解を深めることがねらいである。 

 

 

 

 

 

 

   

図 10 情報不足の問題 情報過多の問題 

 
図９ 既習事項の掲示  
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イ 第６学年 

表４ 第６学年「体積のはかり方と表し方」 単元計画 

次 時 学習活動 評価規準 

重点となる

指導過程 

 

Ⅰ：問題把握 

Ⅱ：自力解決 

Ⅲ：学び合い 

Ⅳ：振り返り 

活用力向上に係る 
具体的な手立て 

 

ａ～ｅを付したのはワーク

シートの記入スペース 

第１次 
 
ものの 
かさの 
表し方 

1 大きさくらべをす
る。 

【関】身の回りのいろいろな
ものの体積に興味をもち，比
べようとしている。 

Ⅰ 具体物の提示 

Ⅱ ｄ：実行スペース 

2 
大きさを比較する
方法を考える。 

【関】立体の体積に興味をも
ち，比べようとしている。 

Ⅰ 具体物の提示・操作 

Ⅲ ペア学習 

3 
直方体，立方体の体
積を求める。 

【考】面積と同じように単位
の大きさを決め，数値化して
体積の比べ方を考えている。 

Ⅰ 具体物の操作 

Ⅳ e：振り返りスペース 

4 直方体，立方体の体
積を求める。 

【考】体積を求める公式の意
味について説明できる。 

Ⅱ ｄ：実行スペース 

Ⅲ ペア学習 

5 
公式を使って求め
ることができる。 

【表】公式を使って，直方体，
立方体の体積を求めること
ができる。 
【知】直方体，立方体の体積
を求める公式を理解してい
る。 

Ⅰ 既習事項の確認 

Ⅱ ｂ：作戦・アイデアスペース 

6 
体積が 200 ㎤にな
る直方体を考える。 

【考】体積が 200 ㎤になる直
方体を考えている。 

Ⅰ 具体物の提示 

Ⅱ ｄ：実行スペース 

7 
複合図形の体積の
求め方を考える。 
 

【考】複合図形の体積を分割
したり補ったりしてより早
く，簡単に求められるように
考えている。 

Ⅱ ｄ：実行スペース 

Ⅲ 発表ボードの使用 

8 
直方体の高さと体
積の関係を考える。 

【知】直方体の高さを２倍，
３倍・・にすると，体積も２
倍，３倍・・になることを理
解している。 

Ⅰ 具体物の提示 

Ⅱ ｄ：実行スペース 

第２次 
いろい 
ろな体 
積の単 
位 

1 

大きな体積の表し
方を考える。 
 
体積の単位「m3」を
知る。 

【考】既習の単位関係の理解
をもとにして，新しい単位関
係について考えている。 
【知】1m3＝1000000 ㎤の関係
を理解している。 

Ⅰ 情報不足の問題の提示 

Ⅳ e：振り返りスペース 

2 
 

辺の長さが小数で
表されている直方
体の体積の求め方
を考える。 

【表】辺の長さが小数でも，
公式を適用して体積を求め
ることができる。 
【知】基本的な学習内容につ
いて理解している。 

Ⅰ 情報過多の問題の提示 

Ⅱ ｂ：作戦・アイデアスペース 

3 
およその体積の求
め方を考える。 

【表】具体物を概形でとらえ
て直方体や立方体とみるこ
とによって，およその体積を
求めることができる。 
【知】１ℓ=1000 ㎤の関係を理
解している。 

Ⅱ ｄ：実行スペース 

Ⅳ e：振り返りスペース 

第３次 
まとめ 

1 

「たしかめよう」
p31 に取り組む。 
 
学習した知識や技
能を活用できるよ
うな問題に取り組
ませる。 

【関】複雑な立体の体積を工
夫してはかろうとしている。 

Ⅱ ｄ：実行スペース 

Ⅳ e：振り返りスペース 
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既習事項の確認 

各時間の始まりには，既習事項を確認さ

せた。 

図 11 は，第２次第２時「辺の長さが小数

でも，公式を適用して体積を求めることが

できる」の学習に関係のある既習事項の確

認をした板書である。このことは，学習の

定着に役立つと考えられる。また，新しい

ことを学習するごとに言葉を増やしていっ

た。 

 

 

 

 

   具体物の提示 

第１次第１時「１番大きいのはどれか」

の直方体の大きさを比較する方法を考え

る問題である。 

ここでは，題意を把握させやすいように，

教科書に提示されている牛乳パックの立

体を実物で提示した（図 12）。「牛乳パック

何個分」で大きさを比べることができる視

点から，体積の概念「１㎤何個分で数える」

につなげることができるようにした。  

 

 

 

（２）検証方法 

ア ワークシート 

     子どもの変容をワークシートの記述内容からみとる際の視点は以下のとおりで

ある。 

     ｂ：作戦・アイデアスペース  

子どもが書いたふきだしの個数や内容がどのように変化したか。 

ｄ：実行スペース 

式だけではなく，言葉や図などを使って自分の考えを表現できるようになっ

たか。 

e：振り返りスペース 

既習事項を使うと解けたという意識をもったり，算数のよさを感じたりでき

るようになったか。 

 
   イ 児童意識調査 

子どもの算数の授業における意識の変化を見るため，検証授業の前後に同一の

児童意識調査を行う（表５）。問１から問８は「とてもあてはまる」，「あてはまる」，

「あまりあてはまらない」，「あてはまらない」の４段階から回答を得る。問８で

「とてもあてはまる」，「あてはまる」と答えた子どもに，問９から問 13 に回答さ

せる。問９から問 11 は，「はい」と思う質問項目に丸を付けさせる。問 12，問 13

は，自由記述させる。 

  

 

 
図12 牛乳パックを使った具体物 

 
図 11 既習事項の確認（板書例） 
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ウ 評価問題調査 

  和歌山県学力診断テストなどを評価問題

として用いる。評価問題の選定にあたって

は，検証授業を評価するうえで，適切な出

題趣旨を含む問題を選定した。 

  検証授業前後で比較しやすいように，選

択式を記述式にするなど問題文を一部変

更した。 

図 13 は，第６学年を対象として検証授業
後に実施した評価問題の１つである。 

 

 
 
 
 

（ア）第５学年 

問題番号 趣  旨 
出  題 

検証授業前 検証授業後 

１ 
（１） 問題文や図から，情報

を読み取り，考える力

をみる。 

H19年度県学力診断テスト 
第５学年 14 

H18年度県学力診断テスト 

第６学年 10 
※問題文を一部変更 

（２） 図を見て，式に表す力
をみる。 

 
２ 

 自分の考えを言葉や式

で表現する力をみる。 

H17年度県学力診断テスト 
第６学年 10 

H16年度県学力診断テスト 
第６学年 10 

 

 

 

 
図 13 第６学年 評価問題 

表５ 児童意識調査 

問 質 問 項 目 

１ 算数の勉強は好きだ。 

２ 算数の問題を解くとき，式のほかに，図や言葉などを使って解いていくのが楽しい。 

３ 算数の問題でいろいろな解き方を考えるのが楽しい。 

４ 算数の問題の解き方が分からないときも，あきらめずに努力する。 

５ 自分の解き方を友だちに説明するのは好きだ。 

６ 友だちの解き方を聞いて，いろいろな解き方を知るのは好きだ。 

７ いろいろな解き方の中で，早くて簡単な解き方を見付けるのが好きだ。 

８ 算数の時間に学習したことが，これまで役に立ったことがある。 

９ 

 

 

８で，『とてもあてはまる』または『あてはまる』と答えた人に聞きます。算数の学習

が役に立ったのは，いつですか。あてはまる数字に○をつけてください。 

１ 算数の授業の中で 

10 ２ 算数以外の授業の中で 

11 

 

３ 授業以外の生活の中で 

（家での生活も含みます） 

12 ４ その他（      ） 

13 算数の学習が何に役に立ちましたか。 
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（イ）第６学年 

問題番号 趣  旨 
出  題 

検証授業前 検証授業後 

１ 
（１） 問題文や図から，情報

を読み取り，考える力

をみる。 

H19年度県学力診断テスト 
第５学年 14 

H19年度県学力診断テスト 
中学校第１学年13 
※問題文を一部変更 

（２） 図を見て，式に表す力
をみる。 

 
２ 
 

 自分の考えを言葉や式

で表現する力をみる。 

H16年度県学力診断テスト 
第６学年 10 

啓林館 
第６学年下 p14 ３ 
※問題文を一部変更 

備考： 検証授業の前に行う児童意識調査とほぼ同日に評価問題を実施する。  

検証授業の後に行う児童意識調査とほぼ同日に評価問題を実施する。 

 
４ 研究の結果 

（１）検証授業を通しての考察 

   第５学年および第６学年での検証授業について，指導過程ごとに子どものワークシー

トの記述内容をもとに考察する。なお，a：問題文スペースについては，問題把握の過程

において重要な要素であるが，すべての子どもが一律に記述できていることから，記述

内容についての考察は必要ないと判断した。 
 
ア 第５学年「面積」  

問題把握の過程 

具体物の提示 

第４次第１時，底辺が一定で高さが変化すると面積はどのように変わっていくか

を考え，表や式に表す問題では，複数のピンに輪ゴムをかけて図形を作るジオボー

ドを用いて面積の変化の様子を視覚的にとらえさせた。具体物を用いて操作を行っ

た後のワークシートでは，48 人中 38 人が，面積の変化の様子を図で表したり，「高

さが１㎝上がるごとに面積がふえる」「３㎝２ずつ増えていくと思う」など，見通し

をもったと判断できる記述ができた。 

  

ｂ：作戦・アイデアスペース 

ｂ：作戦・アイデアスペースに，

解決への見通しをふきだしにし

て書かせた。これにより，指導

者は子どもがどんな考えをもっ

て問題を解こうとしているのか

思考の様子を知ることができ，

支援するときに役立った。単元

終了時の感想文には，「ワークシ

ートのふきだしもマンガみたい

で分かりやすく，すぐ目につく

ので，すぐ覚えることができま

した。そして，自信がつきまし

た。」「ワークシートで，先に，面積を求める形を見て気づいたことをかいてからだ

と，式が考えやすかった。」等がみられた。 

また，第１次第２時と第３次第３時のｂ：作戦・アイデアスペースを比較すると，第

図 14 Ａ児 ｂ：作戦・アイデアスペースの記述の変化  

第１次第２時  
第３次第３時 
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１次第２時では，54 人中 49 人が既習事項や見通しをふきだしにして書いた。しか

し，第３次第３時では，54 人中 53 人が既習事項や見通しをふきだしにして書ける

ようになった。図 14 をみると，第１次第２時では，ふきだしに解決の見通しを書け

ていないが，第３次第３時では，ふきだしにして解決の見通しを付け足したり，図

を付け足したりと，解決への見通しを多様に考えられるようになっている。 

さらに，ふきだしに書いた解決への見通しの交流も行った。単元終了時の感想文

には，「意けんを出しあうのは，自分が思わなかったことがいっぱいでるので，それ

を自分でいいと思ったのをふきだしにして書くのがよかった。なので，あたまには

いりました。」「ほかの人の考えもさんこうになっていた。」など，友だちの考えを参

考にし，自分の考えとして取り入れている様子が見られた。 

 

自力解決の過程 

ｃ：意思表示スペース，座席表の利用 

  ｃ：意志表示スペースを使って，問題に対する意志表示をさせることにより，「ヒン

トを下さい」と意志表示した子どもをすぐに見付け，支援することができた。 

座席表は，授業終了後，子どものワークシートを見ながら，学級の子ども一人一

人がどのような考えで面積を求めたのか整理し，次の学習につなげるために役だっ

た。 

 

ｄ：実行スペース 

    ここでは，ｂ：作戦・アイデアスペースでの見通しを使って，三角形や平行四辺形な

ど様々な図形の面積を求めさせた。その際，式だけではなく，図や言葉などを使っ

て自分の考えを書かせたり，面積の求め方を１つ考えられた子どもには他に求め方

はないか声をかけたりした。検証授業を行っていく中で，式だけではなく，図や言

葉を使って面積を求めたり，面積の求め方を２つ以上考えたりする子どもの姿が多

く見られた。 

例えば，第１次第２時と第３次第３時のｄ：実行スペースを比較すると，第１次第

２時では，式だけではなく図や言葉も使っていた子どもは 54 人中 46 人であった。

それに対し，第３次第３時には 54 人中 51 人と増えた。また，考え方を２つ以上考

えた子どもは，54 人中 14 人から 40 人に，大幅に増えた。図 15 を見ると，第１次

第２時では，式しか書けなかった子どもが，第３次第３時では，式だけではなく，

言葉でも書けるようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 15 Ｂ児 ｄ：実行スペースの記述の変化          

 
第３次第３時  

 
第１次第２時 
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学び合いの過程 

   ペア学習 

    自力解決終了後，ペア学習を行い，自分の考えを説明させた。検証授業において

ワークシートの図を指さしながら説明したり，分からないことを質問したりしてい

る様子が見られた。また，単元終了時の感想文には，「面積の求め方を説明するのは

とくいではないけど，この勉強をして少し説明ができるようになりました。」「自分

の考えを友達に説明して『自分のは…だけど，…ちゃんはどう？』などの会話で話

し合うのが楽しかったです。」「自分の考え方をとなりの人に説明して，少し楽しか

ったから，もう少し分かりやすく説明できるようになりたい。」など，考えを説明し

合う楽しさや自分の変化に気づく言葉が見られた。 

 

   発表ボードの使用 

自力解決の過程で子どもが書いた発表ボードを使って，クラス全員の前で説明さ

せた。また，発表ボードは，移動が簡単であるため，よく似た考えを近くに配置す

るなど，子どもたちの様々な考えを黒板上で分類・整理することが容易にできた。 

単元終了時の感想文には，「発表ボードにわたしたちが書いて，それを発表するの

がおもしろかったです。」「面積を学習して，発表ボードを使っていてすごく分かり

やすかった。」など発表ボードの良さを感じている子どももいた。 

 

振り返りの過程 

   e：振り返りスペース 

ここでは，実行スペ

ースの続きから，自分

でスペースを設け，１

時間の学習を振り返っ

て学んだことをまとめ

る活動をさせた。 

図 16 は，第１次第５

時の四角形の面積の求

める授業の板書と e：

振 り 返 り ス ペー スの様

子である。Ｃ児は，四

角形を３つの直角三角

形と長方形に分け，面

積を求めた。しかし，他の友達の考えを知り，より簡単に解ける方法に気づき，自

分の考えを改善しようとする様子が見られた。 

 

   学習内容の確認 

既習事項を使って練習問題をさせた。練習問題に取り組ませることで，既習事項

を使うと求めることができたと実感させたり，繰り返し問題に取り組ませることで

知識として定着をさせたりすることができた。  

 

 

 

 

 

 
図 16 Ｃ児 板書と e：振り返りスペース（第１次第５時） 
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イ 第６学年「体積のはかり方と表し方」 

問題把握の過程 

ｂ：作戦・アイデアスペース 

子どものつまずきを把握し

やすいようにするため，ワー

クシート内のｂ：作戦・アイデ

アスペースに思いついたこと

や頭の中で操作していること

をふきだしに書かせた。ふき

だしの中には，問題に対して

思い浮かんだ考えや見通し，

既習事項から関係のあること

などを自由に書かせた。この

ことにより，子どもたちの思

考を言語や図などから知ることができ，支援に役立たせることができた。例えば，

第２次第２時のふきだしをみるとＤ児は「公式 縦×横×高さを計算する」「小数」

「『㎝』に直してみる」などと言葉と図で表現し，見通しをもっていることが分かる

（図 17）。 

これらのふきだしを書かせる時間は，約５分間である。単元の始め頃の第１次第

２時と終わり頃の第１次第７時のワークシートを比較してみると，第１次第２時で

は，ふきだしの数は平均 1.8 個であったが，第１次第７時には約 2.6 個書けており，

多い子では，４個ふきだしを書くことができた。しかも，図 18 のように，第１次第

２時には，「はかる」「か

さねる」など単語で書い

ているが，第１次第７時

のワークシートをみてみ

ると，解決への見通しを

的確に文章で書くことが

できている。 

なお，検証授業開始時

には，ふきだしを交流さ

せる予定で進めていた。

しかし，自分の考えより

も友だちの考えで解決したり，自分の考えをもつ前に友だちのふきだしに頼ってし

まったりする場面が見られた。そこで，１つでも解決への見通しをもたせ，自力で

解決させていくことを大切にしたいと考え，途中からふきだしの交流をやめること

にした。このことにより，後から学び合いの過程におけるペア学習や考えを共有す

るときには，友だちの考えを真剣に聞こうとする子どもの姿をみることができた。 

     

自力解決の過程 

 ｄ：実行スペース 

自力解決では，10～15 分間程度で取り組ませた。図 19 は，Ｆ児のｄ：実行スペース

の記述の変化である。第１次第２時のワークシートでは，自分の考えを並べて書い

ているだけである。しかも，式や言葉で表現しているが，筋道を立てて考えている

様子が見られない。しかし，第２次第２時では，自分の考えを式や言葉に加えて，

図で表し，矢印などで表現していることが分かる。 

 
図 17 Ｄ児 ｂ：作戦・アイデアスペース（第２次第２時） 

図 18 Ｅ児 ｂ：作戦・アイデアスペースの記述の変化 

 
 

第１次第７時 

 
第１次第２時 
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このようにワークシートに継続的に書かせていくことで，情報と既習事項を関連

付けながら，筋道を立て，数学的に表現できていることが分かる。さらに，新たに

思いついた自分の考えや疑問をふきだしにして書き表せるようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明するための準備 

図 20 は，自分の考えを書き，

赤と青のえんぴつで色分けをし

たり，○で囲んだりして説明の

準備をしているワークシートで

ある。このことは，自分の考え

たことをワークシートを見せな

がら説明するときに大いに役に

立つものであるといえる。相手

の考え方の説明を聞くときに，

図などを見ながら聞くことによ

って，考え方が理解しやすくなったり，理解が深まったり，新たな発見をすること

もある。 

 

学び合いの過程 

ペア学習 
    ここでは，毎時間，必ずペア学習を

取り入れた。Ｈ児は，第１次第２時で

は，ワークシートを自分の方に向けた

まま説明していた。自分の考えを説明

するのに，１分程度要した（図 21）。

しかし，第１次第７時には，友だちと

横並びになり，ワークシートを相手の

方に向け，自分の考えを指さしながら

説明していた。説明に要する時間も約

30 秒程度になった。 
    単元終了時の感想文には，「自分の考

えも言えるようになったし，友達の考

えもわかりあえたのがよかったで

 
図 20 Ｇ児 ｄ：実行スペース（第１次第７時） 

 
図 21 Ｈ児 ペア学習の様子 

（第１次第２時） 

 
第１次第２時 

 
第２次第２時 

図 19 Ｆ児 ｄ：実行スペースの記述の変化 
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す。・・中略・・○○ちゃんとの話もはずかしくなくなったのがよかったです。みん

なの前でも言えるようになった。」「△△ちゃんとの意見の言い合い，発表はとても

わかりやすいし，説明の仕方も上手になると思うからこのやり方がいいなあと思っ

た。」「となりの人とおたがいの考えを言ってみてくわしい所まで分かった。」等が見

られた。 

 

グループ学習 
第１次第６時「体積が 200 ㎤になる直方体を考えよう」では，子どもたちの考え

が多様にでると予想されたため，グループ活動（４人グループ）を取り入れること

にした。グループ内では，（5 ㎝×5 ㎝×8 ㎝）の直方体と（5 ㎝×8 ㎝×5 ㎝）の直

方体とを違う形としてとらえてよいのかなど，子どもたち同士が話し合いをした。

さらに，クラス全員で考えを共有するときには，友だちの考えを全体の場で説明す

る活動を行った。このことにより，友だちの考えをしっかり理解しようとする子ど

もの姿がみられた。 

 

振り返りの過程 

   e：振り返りスペース 

振り返りについては，１時間の学習で学

んだことについて，自分の言葉でまとめる

活動をさせた。指導者は，子どもたちが毎

時間書いたことに対して，既習事項に着目

させる言葉を朱書きした（図 22）。 

さらに，「今日は，□□くんの新しい考

えが出てきた。こんなんもあるんやなあっ

て思った。」「☆☆くんの考えを聞いてびっ

くりした。そんな考えよく思いついたなあと思った。」と友だちのよさを感想に書く

子どももいた。このような他者を評価する感想は，次時の学習の始めに紹介するよ

うにした。友だちに認めてもらうことで，自信につながったり，学習への意欲づけ

につながったりするからである。 

     図 23 は，Ｊ児の第２次第２時のワークシ

ートである。この子どもは，全体で考えを

共有した後，「みんなの意見をきいてかえ

ました。」とふきだしで書き加えている。

このように，友だちの考えを聞いて，自分

の考えを評価したり，また，自分の考えを

改善したりしている様子もみることがで

きた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 22 Ｉ児 ｅ：振り返りスペース 

（第２次第２時） 

 
図 23 Ｊ児 ｅ：振り返りスペース 

（第２次第２時） 
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（２）児童意識調査の分析と考察 

研修員の所属校２校と研究協力員６校の協力を得て，５年生 149 名，６年生 76 名，

計 225 名を対象に，検証授業前後に同一の児童意識調査を行った。図 24 は検証授業前

後の児童意識調査の結果を比較したものである。 

 
授業の取り組みに関する意識の変化について，前後の児童意識調査の回答を，「とて

もあてはまる」と「あてはまる」を合わせた肯定的回答（＋）と「あまりあてはまら

ない」と「あてはまらない」を合わせた否定的回答（－）に分け，マクネマー検定（注

１）を用いて分析した。児童意識調査の項目を検定結果に基づき考察する。 

 

「問１ 算数の勉強は好きだ」

の項目において，検証授業前後で，

肯定的回答が有意に増えたことが

示された。これは，検証授業の中

で，問題把握から振り返りの各過

程で具体的な手立てを行ったこと

が「算数の勉強が好きだ」と感じ

る子どもが増えた要因の一つでは

ないかと考えられる。 

「問２ 算数の問題を解くとき，

式のほかに，図や言葉などを使っ

て解いていくのが楽しい」の項目

において，検証授業前後で，肯定

的回答が有意に増えたことが示さ

れた。 

また，「問３ 算数の問題でいろ
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問１　算数の勉強は好きだ

問２　算数の問題を解くとき、式のほか

に、図や言葉などを使って解いていく

のが楽しい

問３　算数の問題でいろいろな解き方

を考えるのが楽しい

問４　算数の問題の解き方が分からな

いときも、あきらめずに努力する

問５　自分の解き方を友だちに説明す

るのは好きだ

問６　友だちの解き方を聞いて、いろい

ろな解き方を知るのは好きだ

問７　いろいろな解き方の中で、早くて

簡単な解き方を見付けるのが好きだ

問８　算数の時間に学習したことが，こ

れまで役に立ったことがある

とてもあてはまる あてはまる あまりあてはまらない あてはまらない 欠席

 
図 24 検証授業前後の児童意識調査の結果 

質問項目
　　　 実施後

実施前
＋ － 合計

＋ 144 3 147

－ 22 46 68

合計 166 49 215

問１　算数の勉強

は好きだ

 
χ２(1)= 14.44   ,  p<.01 

質問項目
　　　 実施後

実施前
＋ － 合計

＋ 113 20 133

－ 37 45 82

合計 150 65 215

問２　算数の問題

を解くとき，式の

ほかに，図や言葉

などを使って解い

ていくのが楽しい  
χ２(1)= 5.07018   ,  p<.05 
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質問項目
　　　 実施後

実施前
＋ － 合計

＋ 168 9 177

－ 17 19 36

合計 185 28 213

問７　いろいろな

解き方の中で，早

くて簡単な解き方

を見付けるのが好

きだ  
χ２(1)=2.46154   ,  p>.05 

 

いろな解き方を考えるのが楽しい」

においても，肯定的回答が有意に増

えたことが示された。検証授業では，

ワークシートで，ｂ：作戦・アイデアス

ペースに既習事項や見通しなどをふ

きだしにして自由に書かせたり，ｄ：

実行スペースに，言葉や式，図など

を使って解き方を書かせたりする学

習活動を行ってきた。これらのこと

が，子どもの意識に変化をもたらし

たと考えられる。 

「問４ 算数の問題が分からない

ときも，あきらめずに努力する」の

項目においては，子どもの意識に変

化が見られなかった。これは，検証

授業において学習内容を理解させる

ために具体的な手立てを行ったので，

算数の問題が分からないという機会が少なかったこと，あきらめずに努力する指導を

徹底できなかったことなどが考えられる。各過程で具体的な手立てを行いながら，途

中であきらめて投げ出してしまう子どもに対する指導やあきらめてしまう原因の究明

などが大切であると考える。 

「問５ 自分の解き方を友だちに

説明するのは好きだ」の項目におい

て，検証授業前後で，意識の変化が

見られた。検証授業では，ペア学習

やグループ学習を取り入れ，自分の

考えを説明する活動を繰り返し行う

ことで，相手に認めてもらい，自分

の考えに自信をもつことができた子

どもの意識に変化があったことが理

由だと考えられる。しかし，図 24 で問５と他の項目を比べると，問５の肯定的回答は

少ない。これは，ペアやグループ学

習をすることで，自分の考えを必ず

説明しなければならなくなることを

負担に思ったり，ペアやグループの

人と上手くコミュニケーションが取

れなかったりしたことなどが原因と

考えられる。 

また，子どもは，「問３ 算数の問

題でいろいろな解き方を考えるのが

楽しい」と感じるようになってきて

いるものの，「問６ 友だちの解き方

を聞いて，いろいろな解き方を知る

のは好きだ」や「問７ いろいろな

解き方の中で，早くて簡単な解き方

を見付けるのが好きだ」の項目では，

有意差は見られなかった。ただ，問

６，問７の前後の結果を比較すると，

質問項目
　　　 実施後

実施前
＋ － 合計

＋ 155 23 178

－ 17 20 37

合計 172 43 215

問４　算数の問題

を解き方が分から

ないときも，あき

らめずに努力する
 

χ２(1)=0.90000   ,  p>.05 

質問項目
　　　 実施後

実施前
＋ － 合計

＋ 92 14 106

－ 30 79 109

合計 122 93 215

問５　自分の解き

方を友だちに説明

するのは好きだ

 
χ２(1)= 5.81818   ,  p<.05 

 

質問項目
　　　 実施後

実施前
＋ － 合計

＋ 154 17 171

－ 21 23 44

合計 175 40 215

問６　友だちの解

き方を聞いて，い

ろいろな解き方を

知るのは好きだ
 

χ２(1)=0.42105   ,  p>.05 

質問項目
　　　 実施後

実施前
＋ － 合計

＋ 126 13 139

－ 31 44 75

合計 157 57 214

問３　算数の問題

でいろいろな解き

方を考えるのが楽

しい  
χ２(1)=7.36364   ,  p<.01 
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肯定的回答の数値は伸びており，

友だちの考えを聞くことができた

り，互いの考えを比べ，よりよい

考えを見付けたりできるように，

引き続き，授業を組み立てていく

ことが大切であると言える。 
さらに，「問８ 算数の時間に学

習したことが，これまで役に立っ

たことがある」という項目におい

ても，有意差は見られなかった。だが，検証授業前後で正答率が伸びているので，「既

習事項を使うと解けたぞ」という意識をもたせるような指導を繰り返し行うことが大

切だと考えられる。 

以上のことから，児童意識調査の多くの項目において，検証授業後の結果の方が肯

定的に回答した子どもの割合が高く，検証授業を行うことによって，子どもの意識が

高まったと言える。これは，問題把握から振り返りまでの過程を意識して授業を組み

立て，各過程で具体的な手立てを行った結果だと言える。 

 

（３） 評価問題調査の分析と考察 

   児童意識調査と同様，研修員の所属校２校と研究協力員６校の協力を得て，計 225

名の子どもを対象に，検証授業の前後に，評価問題を実施した。図 25 は検証授業前後

の評価問題の結果を比較したものである。 

 

検証授業前後で評価問題が同一でないため，一概に結論づけることはできないもの

の，全設問とも，検証授業後に正答率がやや増えている。 

図 25 のグラフを詳しく見ていくと，図を見て式に表す力をみる問１（２）の検証授

業後の正答率は 78.2％で，検証授業前より 5.3 ポイント上回っている。それに対し，

自分の考えを言葉や式で表現する力をみる問２の検証授業後の正答率は 47.6％で，検
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②　　後

１（１）前

③　　後

１（２）前

式　　後

１（２）前

答え　後

２　　前
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１（１）問題文や図から，

情報を読み取り，考える

力をみる

　

１（２）図を見て，式に表

す力をみる

２　自分の考えを言葉や

式で表現する力をみる

正答 誤答 無解答 欠席
 

図 25 検証授業前後の評価問題の結果 

質問項目
　　　 実施後

実施前
＋ － 合計

＋ 181 13 194

－ 14 7 21

合計 195 20 215

問８　算数の時間

に学習したこと

が，これまでに役

に立ったことがあ

る  
χ２(1)=0.03704   ,  p>.05 
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証授業前より 34.3 ポイントも大幅に上回っている。問１（２）と問２の正答率の伸び

を比較すると，問２の伸びの方が大きいことが分かる。また，問２の検証授業前後の

無解答率を比較すると，検証授業後の無解答率が下回っている。さらに，問２の検証

授業後の記述内容を詳しく見ていくと，第６学年の問２（p12 図 13）では，「まず，直

方体の公式は縦×横×高さで求められる。… 後に，公式で，4×7×8＝224 と答えが

出る。だから，立方体 200 個では足りない。」というように，解決への見通しをもち，

数学的に表現している解答が見られた。また，第５学年の２つの平行四辺形の面積が

等しくなる理由を説明する問題では，「底辺は３cm で同じ。高さも４cm で同じ。底辺

と高さの両方が同じだから，面積も同じ。」のように根拠をあげ，説明している解答も

あった。 

問２において，正答率が大幅に増加し，無解答率が低下したのは，検証授業におい

て，ワークシートには式だけではなく，図や言葉などを使って書く学習指導を繰り返

し行った結果だと考えられる。 

このように，検証授業前後の結果を比較すると，検証授業後の方が検証授業前より

全設問で正答率が上回っているので，問題文から情報を読み取り，考える力や図を見

て式に表す力，自分の考えを言葉や式で表現する力が向上したと言える。 

 

５ 研究のまとめ 

（１）成果と課題 

○ ふきだしを活用することで，子どもたちは，ひらめいたことやみつけたことを順序

等関係なく，思いつくままに書くことができた。また，式や言葉で書かせることで，

物事を順に考えていく過程が分かり，筋道を立てて考えることができるようになった。

今回作成したワークシートは，検証授業を通して，連続 12 時間使用することにより，

問題を解決する方法を学ばせることができた。 
○ 単元計画では，教材研究に取り組み，単元の重点指導内容を明らかにした。このこ

とで，教材の扱いに軽重をつけることができた。さらに，時間を生み出すことができ

たので，知識・技能を活用できるような問題にも取り組ませることができた。 

○ 授業を４つの指導過程に分けたことで，１時間の授業に学習パターンができた。ま

た，子どもたちがこの学習パターンに慣れることで，１時間の枠内で振り返りができ

るようになった。単元やねらいにより，例えば，自力解決の時間を長くしたり，短く

したりするなど臨機応変に時間枠を組み替えていくことも大切であると考える。 

○ ｃ：意思表示スペースに記入させることで，指導者が支援を必要としている子どもを

短時間で把握し，支援することができた。しかし，子どもたちの様子を観察している

と，当然支援が必要であると思われる子どもであっても，「ヒントを下さい」に印をつ

けていない場合が見られた。その理由として，指導過程の中での，意思表示をさせる

タイミングに課題があると考えられる。 

検証授業では，ふきだしを書かせた後に意思表示をさせた。しかし，書いたふきだ

しを全体の場で発表し合わない場合は，ふきだし記入前に意思表示をさせる方が良い

のではないかと考える。その時間のねらいや子どもたちの実態に合わせて，意思表示

のタイミングとワークシート上のｃ：意思表示スペースの位置を工夫する必要がある。

このことについては，さらに研究を深めていきたい。 

○ 検証方法については，児童意識調査，評価問題調査，ワークシートにおける記述か

ら子どもの変容をみる方法で行った。この内，ワークシート，児童意識調査は検証授

業における子どもの変容を見るのに有効であった。児童意識調査のいくつかの質問項

目は，検証授業を行うことによって，子どもの意識がどのように変化したのか見るの

に有効なものも見られた。また，所属校だけでなく研究協力校でも実施し，標本数が

多かったので，より確かなデータが得られたと考える。 
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（２）おわりに 

今回の検証授業では，当初，立式はできるが，自分の考えたことを文章に書き表せ

ない子どもが多かった。また，自分がまちがったときや分からないときに，誰かに伝

えることができない子どももいた。 

このような実態を解決するために，ふきだしを活用したワークシートを作成し，自

分が考えていることをふきだしに言語化させた。子どもたちの考えたことが，見える

形になることで指導者からだけでなく，友だちからの支援も得やすくなった。また，

指導者としては，一人一人のつまずいている部分が明確になり，その場での支援や次

時の学習展開の工夫に役立てることができた。 

今回計画した算数科学習指導における４つの指導過程及びワークシートの工夫自体

は目新しいものではない。指導過程ごとに子どもに身に付けさせたい力を明らかにし，

ワークシートに子どもの思考を十分書かせることに焦点化した授業づくりを行ったこ

とで，子どもたちの自ら学ぶ姿や教え合う姿に出会うことができた。教師主導の情報

伝達型の授業では見られない姿である。 

算数の学習において子どもたちが自力で解決すること，自分の考えを相手に説明す

ること，考えを共有し合うこと，１時間の学習を振り返ること，これらを大切にし，

目の前の子どもの姿をよく見て，算数科で子どもにつけたい力を明確にした授業づく

りを進めることが何よりも大切である。 

今回の検証授業で実施した児童意識調査の結果において，「算数が好き」になった子

どもが多くなったことは，何よりの成果である。算数科は，子ども一人一人に「でき

た」という体験に裏付けられた自信をもたせることができる教科である。授業によっ

て子どもを変え成長に導くことができる。 

学校現場では，「子どもに生きる力をつけるとはどういうことか」をしっかり見つめ

ながら，授業を構想するゆとりを見いだせないことも多い。 

しかし，この研究は，「なぜ，小学校で算数科を学ぶのか」「算数科で育てなければ

ならない生きる力とは何か」を改めて整理する機会となった。ここで確認できた「子

どもの姿をとらえ続けること」「とらえるための手立てを探ること」の大切さを忘れず

に，これからも授業づくりに邁進していきたい。 
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第 366 号  (2008) 
・ 伊藤博義『「数と計算」領域における数学的な考え方の育成』福島県教育センター平成 19 年度長期

派遣研修員研究報告書(2008) 
・ 赤井利行『読解力・活用力を育成する「新算数科」教材集』（2008）  
・ 全国算数授業研究会『活用力が育つ算数的活動』東洋館出版社(2008) 
・ 田中保成『消える学力，消えない学力 算数で一生消えない論理思考力を育てる方法』(2008) 
・ 吉川成夫・小島宏『算数科・算数的活動＆活用力育成の実践例』明治図書(2009) 
・ 橋本吉彦『算数教育原論』東洋館出版社(2009) 
・ 亀岡正睦『算数科言語力・表現力を育てるふきだし法の実践』明治図書(2009) 
 
 
 
〈注釈〉 

注１ 変化に有意性があるかどうかを判断する検定方法の一つ。 

p＜.01 は 1％水準で有意差が見られたことを示している。通常 5％水準より小さい場合に有意差

があると判断する。 

 


