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教科研修班 共同研究テーマ

少人数学級における数学的な思考力・表現力を高める指導の工夫
－比較の場面を取り入れた授業づくりと授業方法の工夫を通して（第５学年）－

研究主事 友 利 久美子

研究主事 糸 満 裕

研究協力委員 泉 川 良 之（東村立東小学校教諭）

Ⅰ テーマ設定の理由
新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的

に重要性を増す「知識基盤社会」の時代を踏まえ、平成20年改訂の小学校学習指導要領においても「生き

る力」を育むという理念が継承され、確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和のとれた育成が求められ

ている。さらに、確かな学力の構成要素である知識・技能の習得と思考力・表現力等の育成とバランスを

重視すること、自ら学ぶ意欲を向上させ主体的に学習に取り組む態度を養い、家庭との連携を図りながら

学習習慣を確立することも改訂の基本方針として示された。確かな学力を育成には、基礎的・基本的な知

識・技能やそれらを活用して課題を解決するために必要な思考力・表現力を高める授業づくりを行うこと

がより一層求められる。

全小中校の約40％がへき地・小規模校である本県にとって、小規模校、少人数学級の教育の充実を図る

ことは重要な教育施策の一つである。沖縄県教育委員会発行の『平成28年～30年度学校教育における指導

の努力点』において「地域に根ざした創意ある教育課程を編成・実施し，主体的で創造性豊かな児童生徒

の育成を目指す」と示され、へき地・小規模校の特性のを活かしながら学習形態を工夫し、思考力・判断

力・表現力を高めることが求められている。

本県へき地・小規模校の教育における先行研究からみる共通な課題として、「少人数のため多様な考え

が出づらい」「少人数だが個人差が大きい」「練り合いの場面が単に発表で終始し交流の場になっていない」

が挙げられ、多様な考えをもとに練り合う「比較の場面」に課題があることがうかがえる。そこで、算数

科において比較の場面を取り入れた授業づくりと少人数の特性を踏まえた授業方法の工夫を通して、数学

的な思考力・表現力を高める学習指導の充実を図りたいと考え、本テーマを設定した。

Ⅱ 研究目標
算数科において比較の場面を取り入れた授業を検討し、少人数の特性を踏まえた授業方法の工夫を通

して、数学的な思考力・表現力を高める学習指導の充実に資する。

〈研究方法〉

(1) 少人数学級児童の事前・事後意識調査、単元テストによる分析

(2) 少人数学級での授業実践を通して検証（ノート記録の変容から分析）

（ 対象学級は、東村立東小学校 第５学年児童11名）

Ⅲ 研究の内容
１ 少人数学級の特性を生かした授業づくり

(1) 少人数学級の特性

今年度、複式学級８校、少人数学級９校で少人数・複式学級講座を行った。その中で少人数学級

のよさに①全体で共有が図り易い。②一人一人に細やかな指導ができること。また、共通な課題と

して、①多様な考えが出づらい②授業づくりにおいて少人数のよさを生かしきれていないことが挙

げられた。全国へき地教育連盟(2005)において、少人数学級の特性として、個々に教師の目が行き

届き、個の実態に応じた学習指導が図れることを長所として挙げている。課題として、環境や児童

の実態を課題として捉えるだけに留まらず、それを生かす実践を続けることを挙げている。

玉井康之(2006)は、総合的にへき地・小規模校の特性をみることでマイナス面からプラスの面に

かえていくことができ児童の可能性を広げていけるとし、へき地・小規模校のメリットを挙げてい

る。そこで、玉井の示したへき地・小規模校のメリットと少人数・複式学級講座、全国へき地教育
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連盟の先行研究を表１にまとめた。 表１ 少人数学級の特性（長所・課題）

本研究では、表１の少人数学級の長所と課題を

少人数学級の特性とし研究を進めることとした。

学級全体で共有化を図り一人一人に細かな指導を

行うことを授業方法に生かすこと、比較の場面を

取り入れた授業づくりを行うことで多様な考えを

引き出していきテーマに迫ることとする。

(2) 多様な考えを練り合う意義について

① 算数科の特性から

先行研究においては、一つの法則の正しいこ

とを別の角度から見直す別証明の考えが重視さ

れている。結果と同時に、それに至る過程や基

本的な定理について多様な見方を通して考察することが評価されている。早勢裕明(2011)は、「具

体的な操作活動によって示す言葉を通して説明する、その構造を図にして表すなど多様な活動を

通すことによって、その課題に関わる算数の考え方がより深く理解されるようになり、いわゆる

生きて働く知識となる」と述べている。解を求める過程を重視し、一つの見方だけでなく別の角

度から見直す考え方が重要である。具体的な操作や言葉、図などを用いて説明し合う活動を通し

て、数学的な思考力・表現力が高まる授業づくりが実現できると考える。

② 「比較」の場面を取り入れた授業づくりの視点から

小学校学習指導要領解説算数編（以下解説算数編）では、「言葉や数，式 表２ 比較の場面

図，表，グラフなどの相互の関連を理解し，それらを適切に用いて問題を

解決したり，自分の考えを分かりやすく説明したり，互いに自分の考えを

表現し合ったりするなどの指導を充実すること」と明記されている。児童

が互いに自分の考えを説明し合う場面において、予想とのズレや既習との

ズレ（拡張場面）から、「～さんの考えを説明できないかな」「自分と異な

る考えを立場を入れ替えて説明できるかな」などと教師が問い返し、誤答

からプロセスを考えることや拡張場面でのつまずきから比較することで多

様な考えを練り合う授業へつなげることができると考える。本研究では、表２にまとめたズレや

違いを生かし複数の考え方を比較することや１つの考え方を異表現し比較し共通点や相違点を明

確にする「比較」の場面を取り入れた授業づくりを行うこととする。

２ 数学的な思考力・表現力について

本研究における、数学的な思考力・表現力を片桐重男 表３ 数学的な考え方の内容

(2004)の数学的な考え方に基づき、問題解決に必要な

知識や技能を導き出す力と捉えることとする。

(1) 算数科における思考力・表現力について

数学的な思考力・表現力について「算数解説編」

によると、「数学的思考力・表現力は, 合理的，論

理的に考えを進めるとともに，互いの知的なコミュ

ニケーションを図るために重要な役割を果たすもの

である」と述べられている。このことについて片桐

は「数学的な考え方は，それぞれの問題解決に必要

な知識や技能に気付かせ，知識や技能を導き出す力

である」とし、考え方を３つに分類している（表３）。

(2) 「面積」の単元で獲得させたい思考力・表現力について

「面積」（第５学年）の単元で育む数学的な思考力・表現力について「解説算数編」では、「三

角形，平行四辺形，ひし形及び台形の面積の求め方を具体物を用いたり，言葉，数，式，図を用

いたりして考え，説明する活動を通して，数学的な思考力や表現力を高めること。」をねらいと

している。ここでは、既習の考えや経験を基に面積の求め方を考えたり、公式をつくったりする

過程を重視することと、面積の求め方を具体物を用いたり、言葉、数、式、図を用いて考えたり

少人数学級の特性を生かした授業づくり

実践：

少人数・複式学
級講座

先行研究 ：

全国へき地教
育連盟

先行研究：

へき地・小規模校の
メリット（玉井：2005）

○全体で共有
が図り易い

○一人一人に

細やかな指導
ができる

○個々に教

師の目が行
き届く

○個の実態
に応じた学
習指導が図
れる

○児童同士の関

係が密接で、相
互の信頼関係が
気づきやすく、自
分の思いや考え
を共有し易い

●多様な考え
が出づらい
●少人数学級

のよさを生かし
きれてない

●へき地、
少人数、小
規模を課題
と捉えてい
る

○個々の児童の

到達状況に合わ
せた学習指導・
生徒指導を行い
易い

本研究テーマ

少人数の特性
を生かした授
業方法を工夫
する

比較場面を取
り入れ多様な
考えを引き出
す授業づくりを
行う

少人数学級の特性

比較の場面

①誤答と正答の比較
②既習とのズレを比較
（拡張場面）

③予想とのズレを比較
④同一な答え（正答）で
考え方の違いを比較
⑤同一な答え（正答）で
表現方法の比較

【数学の方法に関係した考え方】

①帰納的な考え方 ②類推的な考え方 ③演繹的な考え方
④総合的な考え方 ⑤発展的な考え方 ⑥抽象的な考え方
⑦単純化の考え方 ⑧一般化の考え方 ⑨特殊化の考え方
⑩記号化の考え方

【数学の内容に関係した考え方】

①単位の考え ②表現の考え ③操作の考え
④アルゴリズムの考え ⑤概括的な考え ⑥基本的な考え
⑦関数的考え ⑧式についての考え

【数学的な態度に関係した考え方】
①自ら進んで自己の問題や目的・内容を明確に把握しようとする
②筋道の立った行動をしようとする。
③内容を簡潔明確に表現しようとする。
④よりよいものを求めようとする。

共同研究
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したことを説明する活動が大切とされている。求積の過程で等積、倍積変形の操作活動を十分

に行いながら個々の異なる面積の求め方を比較したり、異表現し説明し合ったりする活動を通

して、思考力・表現力を高めていくこととする。

(3) 数学的な思考力・表現力を高めるノートの工夫

中村享史（2008）は、「か

く活動」に ついては、「自

分の考えを客観視し，深め

る『自己との対話』や他者

の考えを取り入れたり，他

者の意見によって自分の考

えを見直したりする『他者

の意 識』を持ち合わせてい

る」とし、思考過程を表出

させたり深めさせたりする

ことにつながる工夫の一つ

と述べている。また礒田は、

「ノートに表現してこそア

ーギュメントできる」とし、

「表現は，新しい考えを生

み出す試行へ思考の挑戦過

程を記録するものであり（自

分のため），自分の推論の結

果が定まった上で他者に説明 図１ 家庭学習課題を算数の授業内に提示したノート例

するためにさらにわかりやすく整理される（他人のため）のものである」と述べている。自分の考

えを分かりやすく他の人に伝えるためには、自分の内にその伝えるべき事柄が筋道立てて整理され

ていることが必要である。より分かりやすく整理するために、見えない思考を見える形、つまり視

覚的に表現することで思考過程が明らかになる。自分の考えをより分かりやすく伝えるための準備

として、「かく活動」を行うことが大切である。そこで、算数の授業ノートは気づき（既習との違

い）や解決の見通しや予想、自分の考え方や友達の異なる考え方から新たに気づいたこと、より分

かりやすかった考え方や表現を比較してかく、思考記録ノートとして用いる。また、授業終了時に

本時の主問題と類似の問題を家庭学習の課題として提示することで、ノートを活用し家庭学習を行

うことができる（図１）。まだ曖昧だった児童はもう一度解き直したり、友達の考えで気づいた新

たな方法で解いたりすることで授業と家庭学習の連動を図ることができる。単元終了時には、ノー

トを活用して自作の問題を考えテストづくりを行ったり、友達が作成したテストを解く等、単元の

学びを再思考するノートとして活用する。思考を記録するだけのノートに止めず既習を学び直すノ

ートとして活用することで思考力・表現力を高めることとなり授業で活発な対話を図る手立てとな

ると考える。

３ 授業方法の工夫

本研究では、評価の観点に応じた２つの学習形態に少人数の特性を取り入れペアでの対話、一斉で

の対話を通して全体で共有を図る授業づくりを行うこととする。

(1) 数学的な思考力・表現力を育む「対話型問題解決学習」

問題解決学習で児童が根拠を明らかにしながら自分の考えや異なる考えを説明したり伝え合っ

たりする弁証法的対話術をとりいれた、「アーギュメンテーション」による問題解決の授業づくり

を行い数学的な思考力・表現力を育むこととする。

➀ アーギュメンテーションとは

礒田正美(2009)は、アーギュメンテーションを「自ら推測した考えを他者（含む一般的他者

に数学的表現で立論していく過程で、他者と自己の結論・論拠・推論とを対比し相互の論証（含

む説明）の内容・表現・質を吟味し、より一般性のある考えや論証を構成していくこと」と定義

し、「弁証法的対話による知識発展，対話型立論・論証」としている。ＯＥＣＤによるＰＩＳＡ

家庭学習の課題は本時の類似問題にして
算数ノートを活用して取り組めるようにする

少人数学級
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では、数学における弁証法的な対話型の問題解決による学習を「数学的なアーギュメンテーショ

ン」と定義している。弁証法とは、命題（テーゼ）と、それと矛盾・否定する反対命題（アンチ

テーゼ）とを互いに対立させ合いながら、それらを統合・調和した命題（ジンテーゼ）に導く論

述法である。この対話型問題解決の過程を算数科の授業に取り入れたい。また、礒田は「アーギ

ュメンテーションは、問題解決の授業を通して育成される」とし、問題解決の授業を「本時の目

標の必然的達成を埋め込んだ未知の問題を子どもに課し、子どもが既習を生かして取り組み（自

力解決）、それぞれの考え（解答）を発表し、よりよい解決・考えの必要を認める中で、本時の

目標となる真の課題に対する考え・方法が顕著化する話し合いを進め（練り上げ）、発達の見通

しを持ちつつ本時の学習内容と意義をまとめていく授業」と述べている。本研究では、既習や他

者の考えを肯定的・否定的に生かす弁証法的対話の過程をＰＩＳＡで提案されたアーギュメンテ

ーションという語で表し、問題解決の授業に言語活動の充実の手立てとして取り入れ、思考・表

現させていくこととする。

② アーギュメンテーションによる対話型問題解決の授業展開について

「解説算数編」では、理解の広がりや深まりなどの学習の進歩が感じられるようにする「学

び直し」の機会を積極的に設けることが求められている。ここでいう学び直しとは、単に既習

事項を振り返るだけではなく思考力・表現力を身に付けさせるための学び直しでもある。

例えば、他者と比較して自己の考え

方を明確にしたり互いの考え方を相手

に分かりやすく説明し合いながら新し

い立場をつくったりする学び直しであ

る。礒田は、アーギュメンテーション

による授業展開の中で４つ学び直し（既

習の学び直し①・新たな立場を使って

確かめる学び直し⑤・使って確かめる

学び学び直し⑧・振り返る学び直し⑨）

の場を設けている。本研究の「面積」に

おいて、③・④の比較場面においても既

習の学び直しを行うこととする（図２）。

アーギュメンテーションの授業は、

問題解決の指導の中でテーゼとアンチ

テーゼの対立を仕掛け、対話型立論・

論証力の育成を図っていく。テーゼと

はつまずきの代表、またはまだよく説

明できない段階の不十分な考えでアン

チテーゼとは正答の代表である。

まず、導入で本時の学習内容とつな

がる「既習の確認のための学び直し」

を行う。ここでは、計算の意味や手続

きだけの既習ではなく本時で身に付け 図２ アーギュメンテーションによる対話型問題解決の授業展開例

させたい数学的思考に導いていくための既習の知識を掘り起こしておくことが大切である。 次

に問題提示を行う（①）。提示する問題では、「ズレ」をつくり、テーゼとアンチテーゼの考え方

が出るようにしたり、児童が興味・関心を示し、解き明かしたくなるようにしたりすることが大

切である。このとき、児童の中からテーゼが出ない場合は、教師から提示することも考えられる。

次に、答えとその考え方をノートにかかせ、思考の整理と説明の準備をさせる（②③）。この後、

他者と比較・検討する学び直しを行い、互いの答えや考え方の違い（ズレ）を明確化し、問いを

生起させる（④）。⑤～⑥にかけては、自分の考えを別の表現様式に置き換えて説明させたり、

互いの立場を入れかえ、なぜ相手はそのように考えたのか、相手の立場に立って考えさせたりし

て、新しい高まった考え方であるジンテーゼを作らせる。これが互いの考えの思考過程を振り返

ることにつながり「新たな立場を形成する学び直し」となる。⑦では、テーゼやアンチテーゼと

学習過程 学習内容と教師の発問例
アンチテーゼ
（正答の代表）

テーゼ
（つまずきの代表）

①

②

問題提示

求答
８×７÷２＝２８
（２８cm  ）２

三角形の面積
を求めましょう。

７cm

８cm

５cm

８×５÷２＝２０
（２０cm  ）２

「考えをノートにかいて
ください」

③
手続きや考
えの根拠を
説明する

三角形の面積は、
底辺×高さ÷２なので
８×７÷２で28cmです２

「どのようにして考えたか
説明できますか」

「三角形の面積は、
底辺×高さ÷２なので
８×５÷２で10cmです」２

④
比較し、ズレ
の明確化、
問いの生起

三角形の高さは、

頂点から底辺までの
辺だから７cmだよ」

「この三角形の高さは７cm
と５cmどちらですか」

「三角形の高さは、頂点か
ら底辺に対して垂直に下
ろした直線で５cmだよ」

⑤ 互いの考え
を読み合う

アンチテーゼの考えを
既習を基に考えてみる
「あっ！なるほど！」

「それぞれどのように考えたか立
場を入れ替えて説明できますか」

「確かに頂点から底辺に
引いた直線だけど垂直に
なってないからおかしい」

⑥ 異なる表現、
根拠を説明
する

「はっきりわからない」
「既習の図形で考えてみると
どうなりますか」

「長方形にして確かめてみ
よう。」

⑦
ジンテーゼ
（高まった考え）

を求める

「三角形の高さは、頂点か
ら底辺に引いた直線の長
さです。」

「三角形の高さは、頂点か
ら底辺に引いた直線の長
さです」

「三角形の高さはどこですか」

⑧

⑨

一般化のふる
いにかける

「他の三角形でもそうですか」「できる」 「できる」

振り返り・

練習問題
「わかった！」 「かんたん！」「練習してみましょう」

問題提示

求答

手続きや考
えの根拠を
説明する
比較し、ズレ
の明確化、
問いの生起

互いの考え
を読み合う

ジンテーゼ
（高まった考え）

を求める

一般化のふる
いにかける

振り返り・

練習問題

③

④

異なる表現、
根拠を説明
する

異なる表現、
根拠を説明
する

共同研究
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異なる立場の考え方から導き出されたジンテーゼが他でも使えるか既習事項との矛盾がないかを

確かめるため「一般化のふるいに」かける。最後に、習熟に向けた問題(⑧)を行い、今日の学習

で導き出した考えを「使って確かめる学び直し」を行う。児童が、新しい知識を構成した後で大

切なことは、再構成した知識の設問を課すことである。「使って確かめる学び直し」を行うこと

で思考の再生化が図られ、再構成した知識の習得が図られる。アーギュメンテーションによる対

話型問題解決の授業では、正答以外の児童も話し合いに参加できるよう、どの考えにも根拠があ

るという立場で授業を行うことが大切である。

(2) 算数科における基礎的・基本的な知識及び技能を活用する「教えて考えさせる授業」

① 教えて考えさせる授業展開について

基礎的・基本的な知識及び技能の習得について、「解説算数編」によると、「知識及び技能には，

数量や図形にかかる意味や概念，原理や法則が含まれるし，数量や図形の意味をとらえ、納得で

きるようにすることである。」と明記されている。

市川伸一(2008)は、認知心理学を基盤として「教えて考えさせる授業」を提唱し、児童の理解

状態を把握する手立てを講じながら基礎的・基本的な知識及び技能を身につける授業づくりを目

指している。教えて考えさせる授業は、１時間の授業を４段階で捉え、次のように授業を展開し

ていく。第一段階では、教科書にある基本事項は教師から共通に教える（以下、教師の説明いう）。

第２段階では、子ども同士の相互の説明や教え合い・学び合い活動を通して理解の確認を図る（以

下、理解確認）。

第３段階では第２段階での知識を活用した問題解決や討論等を行い理解を深めていく（以下、

理解進化課題）。 授業の最後の第４段階で、今日の授 業で分かったこと、まだ分からないこと

を自己評価として記述していく（以下、自己評価）。

本研究では、面積の求め方を比較しながら説明する対話を重視し、基礎的・基本的な知識及び

技能の習得を図るため、その背景にある原理・法則についての理解を深め知識及び技能の習得を

図ることとする。

② 教えて考えさせる授業の流れ

第１段階「教師の説明」では、問題を解決するためになぜそのようになるのか、教師が根拠を

もとに筋道を立てて分かりやすく説明

し、それを児童が理解し納得できるよ

うにし、有意味受容学習者となること

をねらいとする。このとき、児童に今

日の授業のポイントやまとめとなるこ

とを伝える。

第２段階「理解確認」では、教科書

や教師の説明したことが理解できてい

るかについて各自で類似問題を解き、

児童同士の説明活動や教え合い活動に

よってはっきりと理解させるようにす

る第１段階と合わせてこの段階までに

８～９割の児童が理解できるようにす

ることをねらいとする 第３段階「理

解深化問題」では、教えられたことを

使って考えさせる発展的な課題を用意

し、協同的な問題解決も進めることが

で、さらに理解を深め活用力を育てる

ことをねらいとする。ここでは、多く

の児童が誤解していそうな課題や教え

られたことを使って考えさせる発展的

な課題を用意し、子供達に考えること

や話し合うことを促していく。 図３ 教えて考えさせる授業展開例

少人数学級
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第４段階では、児童のメタ認知を促し、何が分かり何が分からなかったかをはっっきりさせ、

個別指導や次の時間での時間でさらにわかりやすい説明に生かすことをねらいとする。理解が不

十分な児童が少人数の場合には個別指導をし、多い場合には次の授業でポイントを絞ってさらに

分かりやすく説明する。

「面積」の授業で、第２段階の理解確認の場面において、基本問題の解き方をペアで比較し確

認する活動と第３段階の理解深化の場面において、全体でもう一度解き方を比較することを通し

て基礎的・基本的な知識及び技能を活用する力を育むこととする。本研究での教えて考えさせる

授業の流れを図３にまとめた。

Ⅳ 少人数学級における数学的思考力・表現力を高める学習指導の授業検証
１ 単元名 「面積」（学校図書）

２ 単元目標

三角形や平行四辺形などの面積の公式を理解し、公式を使って面積を求めることができる。また、

四角形の面積を三角形分割の考えで求めることができる。

３ 単元評価規準

関心・意欲・態度 既習の面積公式をもとに，三角形や平行四辺形などの面積を求める公式を進んで見出そうとし

ている。

数学的な考え方 既習の面積公式をもとに，三角形や平行四辺形などの面積を工夫して求めたり，公式をつくっ

たりすることができる。

技能 三角形や平行四辺形などの面積を求める公式を用いて，面積を求めることができる。

知識・理解 三角形や平行四辺形などの面積の求め方を理解する。

４ 単元計画（全12時間）

◎ねらい〈観点〉
○学習内容 比較の場面（表２）

家庭学習

・数学的な考え方（表3）
◇少人数の特性（表１）

〈 観点 〉

S：引き出したい児童の考え方 (教)：教科書

平 １ ◎既習を基に平行 ○ あ い どちらの平行四辺形の面積が広いでしょうか。 面 次の平行四辺形

行 四辺形の面積の 積の求め方を説明しましょう。 の面積を求めま

四 求め方を考え説 しょう。また、

辺 明することがで 求め方を説明し

形 きる 〈考・関〉 ましょう。

の 〈考〉

面 ・演繹的な考え方

積 ・類推的な考え方

・単位の考え 【予想される児童の考え】

・操作の考え

・自ら進んで自己

の問題や目的

・内容を明確に把

握しようとする。

Ｓ：１㎠正方形が

敷き詰められる

形（長方形）に

すると求められる

（問題解決的な授業） ③予想とのズレを比較 ④同一な答えで考え方を比較

◇①授業で共有化が図りやすい（全体で比較検討し共有）

ア イ

ウ

あ い

エ

う

1ｃｍ

1ｃｍ

共同研究
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２ ◎平行四辺形の求 ○前時の平行四辺形の面積を計算で求めましょう。 次の平行四辺形

積公式を基に平 の面積を求めま

行四辺形の面積 しょう。

を求めることが 〈知・技〉

できる。〈知・技〉

・帰納的な考え方

・式についての考え ④同一な答えで考え方 ⑤同一な答えで表現

Ｓ：１㎠正方形の を比較 方法の比較

横（底辺）と縦

（高さ）の数を ◇②一人一人に細やかな指導ができる。（個別支援）

かけると求める (教)

ことができる。 ｐ．199 2-①

（教えて考えさせる ｐ．200 1-①

授業）

３ ◎高さが平行四辺形 ○次の平行四辺形の面積を求めましょう。 次の平行四辺形

の外にある場合の の面積を求めまし

面積の求め方を見 ょう。 〈考〉

出している 〈考〉

・類推的な考え方

・演繹的な考え方

・一般化の考え方

Ｓ：高さは、底辺 (教)

とその向かい合 ｐ．199 2-②

う辺までの長さ ｐ．200 1-④

(１㎠正方形の数)

Ｓ：高さが外にあ

る平行四辺形の ①誤答と正答の比較 ②既習とのズレを比較

面積も底辺×高 （拡張場面）

さの公式で求め ◇①授業で共有化が図りやすい。

ることができる。 （ペア→全体で比較検討し共有する）

（対話型問題解決学

習）

三 ４ ◎三角形の面積の ○三角形の面積を求め方を考え説明しましょう。 次の三角形の面積

角 求め方を考え説 を求めましょう。

形 明することがで また、求め方を

の きる。 〈考〉 説明しましょう。

面 ・演繹的な考え方 〈考〉

積 ・類推的な考え方

・操作の考え

Ｓ：１㎠正方形が

敷き詰められる

形（長方形）に

すると求められる ④同一な答えで考え方 ⑤同一な答えで表現

Ｓ：平行四辺形に を比較 方法の比較

すると求められる

（問題解決的な授業） ◇①授業で共有化が図りやすい（全体で比較検討し共有）

５ ◎三角形の求積公 ○次の三角形の面積を計算で求めましょう。 次の三角形の面積

式を基に三角形 を求めましょう。

ア

２．５ｃｍ

２ｃｍ

３ｃｍ

イ

イ ウ

ア

テーゼ（誤答の代表）

ア

アンチテーゼ（正答の代表）

イ

1ｃｍ

1ｃｍ

ウ

1ｃｍ

1ｃｍ

少人数学級
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の面積を求める 〈知・技〉

ことができる。

〈知・技〉

・帰納的な考え方

・類推的な考え方

・式についての考え (教)

Ｓ：三角形の面積 ｐ．199 3-①

は平行四辺形の ｐ．200 1-②

面積の半分。

（問題解決的な授業） ④同一な答えで考え方 ⑤同一な答えで表現

を比較 方法の比較

◇①授業で共有化が図りやすい（全体で比較検討し共有）

◇②一人一人に細やかな指導ができる。（個別支援）

６ ◎高さが三角形の ○次の三角形の面積を求めましょう 次の三角形の面積

外にある場合の面 。 を求めましょう。

積の求め方を見出 〈考〉

している。〈考〉

・類推的な考え方

・演繹的な考え方

・一般化の考え方

Ｓ：高さは、底辺

とその向かい合

う頂点までの長さ (教)

(１㎠正方形の数) ｐ．199 3-②

Ｓ：高さが外にあ ｐ．200 1-③

る三角形の面積

も底辺×高さ÷ ①誤答と正答の比較 ②既習とのズレを比較

２の公式で求め （拡張場面）

ることができる。 ◇①授業で共有化が図りやすい。

（対話型問題解決学 （ペア→全体で比較検討し共有する）

習）

７ ◎三角形求積公式 ○次の図で、直線アと直線イは平行です。それぞれの三角 平行な２本の直

から高さを求め 形の高さを求めましょう。また、その理由を説明しましょ 線の間にある三

ることができる。 う。 角形ＡＢＥと三

〈技・考〉 角形ＤＥＣの面

・帰納的な考え方 積が等しくなる

・類推的な考え方 ことを説明しま

・一般化の考え方 しょう。 〈考〉

Ｓ：底辺と高さ等

しければどんな

三角形でも面積

は等しくなる。 ③予想とのズレを比較

Ｓ：底辺と面積が ◇①授業で共有化が図りやすい。

等しい三角形の （ペア→全体で比較検討し共有する）

高さは等しい ◇②一人一人に細やかな指導ができる。（個別支援） (教)

（問題解決的な授業） ｐ．200 2

ア

５ｃｍ

８ｃｍ

底辺×高さ÷２
８ × ５ ÷２ ＝２０(㎠)

５ｃｍ

８ｃｍ

A

B C

8ｃｍ ４ｃｍD

A

B C

10ｃｍ12ｃｍ

Ａ

Ｂ Ｃ

Ｄ

Ｅ3ｃｍ

3ｃｍ

3ｃｍ 3ｃｍ

9㎠

9㎠ 9㎠
9㎠

□ｃｍ □ｃｍ

イ

ア

６ｃｍ

A

B C

アンチテーゼ（正答の代表）

底辺×高さ÷２
５ × ６ ÷２ ＝１５(㎠)

A

B C

４ｃｍ

テーゼ（誤答の代表）

底辺×高さ÷２
５ × ４ ÷２ ＝１０(㎠)

底辺×高さ÷２
８ × ５ ÷２ ＝２０(㎠)

５ｃｍ

８ｃｍ

ウイ

８ｃｍ

2.５ｃｍ

底辺×高さ÷２
８ × ２．５ ＝２０(㎠)

８ｃｍ

６ｃｍ

1ｃｍ

1ｃｍ

共同研究
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台 ８ ◎台形の求積公式 ○次の平行四辺形の面積を計算で求めましょう。 次の台形の面積

形 を基に台形の面積を を求めましょう。

の 求めることができる。 〈知・技〉

面 〈知・技〉

積 ・帰納的な考え方

・演繹的な考え方

・式についての考え

・操作の考え (教)

Ｓ：台形を２つ合 ｐ．199 4-②

わせると平方平 ｐ．200 3-①

行四辺形になる。

だから台形の面 ④同一な答えで考え方 ⑤同一な答えで表現

積は平行四辺形 を比較 方法の比較

の半分になる。 ◇②一人一人に細やかな指導ができる。（個別支援）

（教えて考えさせる

授業）

ひ ９ ◎ひし形の面積の ○次のひし形の面積の求め方を考え、説明しましょう。 次のひし形の面積

し 求め方を考え説 を求めましょう。

形 明できる。〈考〉 〈知・技〉

の ◎ひし形の求積公

面 式をつくりだし、

積 それを適用して

面積を求めるこ

とができる。

〈知・技〉

・演繹的な考え方

・帰納的な考え方 (教)

・式についての考え ｐ．199 4-①

・操作の考え ｐ．200 3-②

Ｓ：三角形の面積の

求め方が使えそう ④同一な答えで考え方 ⑤同一な答えで表現

Ｓ：長方形にして求 を比較 方法の比較

めることができる ◇①授業で共有化が図りやすい（全体で比較検討し共有）

（問題解決的な授業） ◇②一人一人に細やかな指導ができる。（個別支援）

面 10 ◎既習の図形の面 ○次の五角形の面積を求めましょう。 (教)

積 積の求め方を活 ｐ．199 1

の 用して面積を求 ｐ．200

求 めることができ 3-③④

め る。 〈知・技〉

方 ・演繹的な考え方

の ・発展的な考え方

工 ・内容を簡潔明確に

夫 表現しようとする。

Ｓ：三角形や台形

と習った形に分

けて考えるとで

きる。

（問題解決的な授業） ④同一な答えで考え方 ⑤同一な答えで表現

を比較 方法の比較

◇①授業で共有化が図りやすい。（ペア→全体で比較検討し共有する）

Ａ

Ｂ Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｂ Ｃ

Ｄ Ａ

Ｂ Ｃ

Ｄ

8ｃｍ

4ｃｍ

3ｃｍ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
6ｃｍ

9ｃｍ

６ｃｍ

10ｃｍ

1ｃｍ

1ｃｍ

1ｃｍ

1ｃｍ

①10×３÷２＝15
②（８＋９）×４÷２ ＝34
③２×４÷２＝４
15＋34＋４＝53(㎠)

１

２

３

1ｃｍ

1ｃｍ

１

２

３

４

①10×３÷２＝15
②１×４÷２＝２
③２×４÷２＝４
④４×８＝32
15＋２＋４＋32＝53(㎠)

２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
6ｃｍ

9ｃｍ

△ＡＢＣ ９×３÷２＝13.5
△ＣＢＤ ９×３÷２＝13.5
13.5＋13.5＝２７(㎠)

長方形にして３×９＝２７(㎠)
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練 11 ◎ノートを活用し

習 て、「面積」のテス

・ トを作ることがで

力 12 きる。〈関・考〉

だ ◎友達が作ったテ

め ストを解くことが

し できる。〈知・技〉

・総合的な考え方

・自ら進んで自己

の問題や目的・

内容を明確に把

握しようとする。

・内容を簡潔明確に

表現しようとする。

Ｓ：ノートをみて

習ったことを思

い出しながら問

題を作ろう。

Ⅴ 研究のまとめ

算数科において比較の場面を取り入れた授業と少人数の特性を踏まえた学習形態の工夫を通して、算

数科における数学的な思考力・表現力を高めることを目的とし本研究を行った。以下、少人数学級児童の

意識調査と単元テスト結果、授業実践を通してのノート記録から結果分析と考察を行う。

１ 結果分析と考察

(1) 少人数学級児童の意識調査結果による分析・考察

授業実施前（10月31日）と授業実施後（11月29日

での児童の算数に対する意識の変容を調査する目的

で17項目の質問紙調査を実施した。質問の内容は算

数への興味、解決への意欲、解決場面での対話、解

決への認知、ノートを活用した家庭学習の５つの内

容である。学級全体で5つの内容について大きな変

容は見られなかったが、意欲と対話、認知の内容に

ついて若干プラスの変容がみられた（図４）。「友達

と一緒に考えてわかっていくことはたのしいです」

「友達の考えや意見から学ぶことは大切だと思いま

す」の対話に関する項目では４名（11名中）、「友 図４ 児童全体の意識調査の変容（４点中）

達の考えや答えと違うとどうしてそうなるのか解き明かしたくなります」の認知の項目で２名（11

名中）の児童に肯定的な変容がみられた。

本研究において、11名という少人数学級の実態から、グループでの練り合いの場面は行わず、ペ

アや全体の交流を行った。交流を通して自分と異なる答えや考えのプロセスを思考し説明し合うこ

で、全体で共有が図れたことと比較の場面で対話を十分行ったことで、友達の意見や考えから学ぶ

ことや新たな気づきが課題解決につながることを実感し肯定的に受け止めたものであると考える。

さらに、児童を習熟度別に成績上位群（４観点平均85点以上・３名）・中位群（65点以上・４名）

下位群（64点以下・４名）の３段階に分け、さらに分析を試みた。成績中位群では全ての項目にお

いてプラスの結果であった（図５）。特に「友達の考えや答えと違うとどうしてそうなるのか解き

明かしたくなります」の認知に関する項目においては４人全員が肯定的に回答している。

ノートをみながら自作問題を考えている様子

作成したテストを見合っている様子

児童が作成した「面積」のテスト

2.5

3

3.5

4
興味

意欲

対話認知

作業

10月31日

11月29日

全児童（11名）

共同研究
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成績中位群は、上位群または中位群との対話を通

して、児童同士の簡単なアドバイスでも理解にいた

る場合が多いためと考えられる。

成績上位群においては、肯定的な変容はみられか

った。理由として、初めから正答である場合が多い

ことが考えられる。

成績下位群においては、「友達の考えを聞いて問

題の解き方がわかるようになることがある」の1項

目において大きな変容が見られた。初めは無回答や

誤答であったが、対話を通して問題解決にいたる場

面があったからだと考える。学級みんなで誤答の立場 図５ 成績中位群児童の意識調査の変容（４点中）

で考える対話の中で、矛盾やつまずきに気づき、わかるようになっていったことが意識調査の変容

につながったと考える。また、自分の考え方と友達の考え方を比較して気づいたことをノートに記

録し、新たな課題に取り組む場面でノートをふり返り既習を活用したことも理由として考察できる。

(2) 単元テスト結果による分析・考察

研究前の単元テストにおける観点別の平均点と授業 表４ 研究前後の単元テスト全体の変容(50点中)

実施後「面積」の単元テストの結果を比較する。研究 知識 技能 思考 平均

前後での単元テストでの変容は学級全体では平均点が 研究前 43.18 39.54 40.90 41.21

＋２ポイントの向上がみられた。観点別に見ると表４ 研究後 45.00 44.54 41.81 43.78

の結果となった。特に技能においては＋５ポイントの 変容 ＋1.81 ＋5.00 ＋0.90 ＋2.57

変容がみられた。成績中上位においてはあまり変容がみられなかったが、成績下位群の４名におい

ては、平均点＋６の向上がみられた。特に20点の向上と変容の大きかった K さんのノート分析を
中心に学級全体と比較しながら考察する。

(3) ノート記述による分析・考察

20点の向上と変容の大きかった K さんのノート分析の結果、毎時間自分の考え方だけでなく、
自分と異なる友達の考えやわかりやすかった表現方法をかいていることがわかった。単元テストの

結果が向上した成績下位群４名の児童ノートの共通点として、自分の考え（わからなかった場合は

どこがわからないのか）、自分と異なる友達の考えやわかりやすかった表現方法、演繹的な考え方、

操作の考え方の記録が多く見られた。また、単元テスト結果で変容がみられなかった児童や低下し

た児童ノートにおいて

は、自分の考え（わか

らなかった場合はどこ

がわからないのか）、

自分と異なる友達の考

えやわかりやすかった

表現方法の記録が少な

いことがあげられる。

単元テスト結果の向

上がみられた児童は、

自分の考えと友達の考

えを比較し気づいたこ

とや思考したことの記

述が多く見られる。指

導計画にある数学的な

考え方を複数用いて多

様な考え方を行ってい

ることから思考力・表

現力や技能を高める結

果に至ったと考えられる

（図６）。 図６ 単元テストの平均点の向上の大きかった児童の算数ノート

自分と異なる友達の考えと
気づいたことをかいている

自分の考えを図と式で表
している
〈式についての考え〉

図と言葉で説明した友達の考えを自分のことば
でかいている〈帰納的な考え方〉

自分の考えを図や式、ことばで表
している
〈演繹的な考え方・操作の考え〉

Kさんのノート（第８時）

2.5

3

3.5

4
興味

意欲

対話認知

作業

10月31日

11月29日

成績中位群

少人数学級
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２ 研究のまとめ

本研究では、数学的な思考力・表現力を高めることを目的とし、「面積」において比較の場面を取

り入れた授業と少人数の特性を踏まえた授業方法の効果を検証した。少人数の特性を生かし、児童の

ノート記述の変容や授業での説明等、一人一人丁寧なみとりができたことが成果につながったと考え

る。比較の場面では、自分と異なる考えを立場を入れ替え「なぜそうなるのか」考え説明し合ったり、

異なる表現の良さに気づいたりすることで、成績中位群においての認知に関する項目に肯定的な意識

の変容がみられた。その原因として、お互いの考えを比較する対話を通して理解にいたる場合が多か

ったためと考えられる。成績上位群児童において「友達に考えを説明したり、教えたりしてわかって

もらうとうれしくなる」項目に肯定的な意識の変容が見られなかった。原因として、どの児童も自分

の考えを表現したことで成績上位群が正答の方法を説明することへの価値付けが弱かったことが考え

られる。

少人数の特性を踏まえた学習形態として、ペアでお互いの考えを比較することで全児童が自分の考

えを説明することができ、全体での共有するための対話の準備を行うことができたことが、成績下位

群の単元テストの向上につながったと考える。また、観点別に学習形態を選択することでねらいの達

成ができ、思考力・表現力だけでなく技能の向上にもつながったのではないかと考察する。

３ 成果と課題

成果として、成績中位群では、学習への意欲・興味や作業・認知・対話の学習方略において肯定的

な意識の変容がみられた。単元テスト結果において４観点全てに向上が見られたことから、少人数学

級において授業方法の工夫と比較の場面を取り入れた授業づくりは数学的な思考力・表現力を高める

指導として有効であったと考える。

課題として、成績上位群において、意識調査や単元テスト結果に変容が見られなかったことから、

本研究の手立ての継続を図り、つまずきや誤答から学びが深まることを児童自身が実感する授業づく

りを行うことが課題解決の手立てとして有効ではないかと考える。

〈授業参観〉

与那国町立比川小学校 2016年 5月23日 ５・６学年 複式（算数）

宮古島市立池間小学校 2016年 5月30日 ５学年 単式（算数）

南大東村立南大東小学校 2016年 6月30日 ５学年 単式（算数）

本部町立水納小学校 2016年 9月20日 ３・６学年 複式（算数）

田子町立上郷小学校 2016年10月14日 ５・６学年 複式（算数） 全国へき地教育研究青森大会 公開授業

久米島町立捄美中学校 2016年10月28日 １学年 単式（数学） 第49回九州へき地教育研究沖縄大会 公開授業
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