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筋道を立てて考える力を育成する小学校算数科の指導に関する研究 

－思考の足掛かりとなる選択肢の工夫を通して－ 

 

                        長門市立浅田小学校 教諭 荒川 由紀子 

 

１ 研究の意図 

 (1) 研究の背景 

 「小学校学習指導要領解説 算数編」（平成29年）の目標の中では、「日常の事象を数理的に

捉え見通しをもち筋道を立てて考察する力」*１を養うことが求められている。この力を育成す

るため、言葉、図、式を用いて考えたり、考えを伝え合ったりすることが示されている。 

 (2) 研究テーマ設定の理由 

 原籍校では、図を用いて立式の根拠を考え、説明する活動を実践してきた。しかし、指示の

ない場面では進んで図を使おうとする児童は少なく、図が、自分で使えるツールとして定着し

ていないことがうかがえた。要因として、問題文の数量関係や図の意味が把握できていないこ 

とが挙げられる。その結果、立式の根拠を説明する活動が、友だちの考えを一方的に聞く活動

になっていたのではないかと考えられる。つまり、自分の考えをもち、対話を通して考えを深

めながら学習内容を見出していくという納得を伴った、言葉、図、式を関連付ける指導が不十

分だったと考える。 

 桂（2017）は、「判断する場面」を設定することは、主体性を引き出すとともに、他者との

やり取りを促す第一歩だと述べている。これを踏まえて、本研究では、問題解決に向かう場に

おいて、児童の思考の足掛かりとなるよう工夫した選択肢を提示する。それにより、児童が選

択肢を判断する中で、問題場面を整理したり、問題解決の方向性を見出したりして、自分の考

えをもてるようにする。さらに、判断やその理由における友だちとのずれを埋めるために対話

する場を設定することで、言葉、図、式を関連付けて考えを伝えたり、聞いたりする必然性も

生まれ、ねらいにつながる焦点の絞られた対話に向かう。このような授業を重ねることで、納

得を伴って、筋道を立てて考える力を育成することができると考えた。 

 (3) 研究の仮説 

 小学校算数科において、思考の足掛かりとなるよう工夫した選択肢を提示し、互いの考えを

伝え合う場を設定することで、自分の考えを基に、言葉、図、式を関連付け、筋道を立てて考

える力を育成することができる。 

 

２ 研究の内容 

 (1) 本研究における「筋道を立てて考える力」 

 本研究では、筋道を立てて考える力を、「問題場面から数量関係を把握して図に表し、図か

ら演算方法を決定し、その思考過程を説明する力」と捉える。 

 (2) 本研究における児童の思考の足掛かりとなる選択肢の工夫 

  ア 思考の足掛かりとなる選択肢 

 田中（2011）は、選ぶ活動を行うと、選択しなかった理由や選択した理由を検討する活動

になるため、問題を様々な角度から考えていくことになり、思考力を育てることにつながる

と述べている。そこで、選択肢を提示することは、主体的なやり取りの第一歩となるだけで



- 2 - 

なく、比較することを通して、言葉、図、式を関連付けて選択肢の妥当性を検討する対話を

生み出す足掛かりになるのではないかと考える。 

  イ 選択肢の作成方法 

   教科書指導書のねらいは、どの学級でも扱えるよ

うに抽象的に書かれている。そのため、目の前の児

童に本時で付けたい力が何であるかを、より具体的

に明確にする必要があると考える。 

   そこで、単元全体のつながりや学年間の系統性を

踏まえ、まず、教材研究の段階で実際に問題を解い

て、答えを出すまでにどのような力が必要なのかを

細分化し、児童に付けたい力を明らかにする。次

に、それぞれの付けたい力を用いる場面で、どのく

らいの児童がどの程度つまずくかを予想する。そし

て、つまずきの大きなものを中心に要因を検討し、問題解決に必要な核となる内容を焦点化

する。その後、児童の実態に合ったねらいを設定する。最後に、核となる内容を見出してい

ける対話になるよう、選択肢を作成する（図１）。 

  ウ 互いの考えを伝え合う場 

 本研究における１時間の授業の流れを、図２に示

す。 

 まず、問題提示後に児童の疑問や困り感等の声を

取り上げ、問いを共有できるようにする。その後、

児童の思考に沿って足掛かりとなるような選択肢を

提示し、個で判断する時間を設定する。 

 次に、３人組や全体での対話の場を設定する。３

人組の場を取り入れるのは、立場や理由が複数出や

すくなる上、自分の考えを伝えやすい人数と考える

からである。ここでは、選択肢を比較し、選択肢の

妥当性を検討する対話を通して、言葉、図、式を関

連付け、問題解決に必要な核となる内容を見出すことができると考える。その後、見出した

内容を適用題で活用し、本時のねらいを達成できるようにする。 

 (3) 検証の視点と検証方法 

   研究仮説の検証の視点と検証方法を表１に示す。 

表１ 研究仮説の検証の視点と検証方法 

図２ 本研究における１時間の授業の流れ 

図１ 選択肢の作成方法 

検証の視点 検証方法 

選択肢の有効性 

 ①自分の考えをもつことができたか。 

 

ノート、ワークシート、 

行動観察、 

単元前・単元後アンケート 

選択肢の妥当性 

 ②問題解決に必要な核となる内容を見出すことができたか。 

 

筋道を立てて考える力の育成 

 ③・問題文から数量関係を把握し、図に表現できたか。 

  ・図から演算方法の決定ができたか。 

  ・言葉、図、式を関連付け、思考過程を説明することができたか。 

ノート、ワークシート、 

行動観察、事前・事後テスト 

単元前・単元後アンケート 
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 (4) 授業実践 

 図１を基に選択肢を作成し、図２の流れで構想した「分数のわり算」「速さ」の二つの単元

において、原籍校の第６学年12人に授業実践を行った。 

  ア 第１回授業実践「分数のわり算」 

(ｱ) 単元について 

 第１回事前テストの結果より、約８割の児童が、問題文からの数量関係の捉えや図への

表現が不十分な実態が見られた。そこで、第１回授業実践では、学級共通の思考ツールと

して数直線図の習得を図りながら、分数のわり算の実践を行った（表２）。 

 

目標 分数のわり算の意味を理解し、その計算の仕方を図やきまりを用いて説明したり、正しく計算したりすることができる。 

時 ねらい 問題文 
問題解決に必要な 

核となる内容 
選択肢 

１ 

分数÷整数で、数

直線図のかき方を

理解することがで

きる。 

２ dLで 3/5㎡のか

べをぬれるペンキ

があります。この

ペンキ１dLでは何

㎡ぬれますか。 

一文ずつ数値を縦

に対応させる。 

数直線上の横の単

位をそろえる。 

 

問題文に合う数直線図は、どれですか。 

２ 

分 数 ÷単 位 分 数

で、数直線図を基

に立式することが

できる。 

1/3dLで3/5㎡のか

べをぬれるペンキ

があります。この

ペンキ１dLでは何

㎡ぬれますか。 

１を基準に何倍に

なるかに着目し、

それに伴うもう一

方の関係を捉える。 

 

図から立式にするには、ペンキ量のどちらの数を基準に考えるとよいですか。 

３ 分数÷単位分数の計算の仕方を説明することができる。 

４ 分数÷分数の計算の仕方を説明することができる。 

５ 帯分数、整数、小数などが混じった分数のわり算の計算ができる。 

６ 分数÷分数における、わる数と商の大きさの関係を理解することができる。 

７ 

分数の文章題の立

式の根拠を説明す

ることができる。 

長 さ が 3/4m で

9/5kgの鉄の棒が

あります。この鉄

の棒１ mでは、何

kgですか。 

自分でかいた数直

線図から１を基準

に 何 倍か を つ か

み、それに伴うも

う一方の関係を捉

える。 

問題文に合う式は、どれですか。 

８ 

分数の割合の文章

題から、基準量を

求めることができ

る。 

缶 に ジュ ー ス が

600mL入っていま

す。これは、缶全

体のかさの 2/3に

あたります。缶全

体では、何mL入り

ますか。 

１とする基準量を

見付ける。 
600mLは、缶のどこまで入っていますか。 

９ 

分 数の 文 章 題か

ら、割合を求める

ことができる。 

お茶がペットボト

ルに3/5L、水筒に

9/10L入っていま

す。ペットボトル

のお茶は、水筒の

お茶の何倍ですか。 

１を基準に何倍か

が分からないとき

は、□倍で表す。 

立式するために、割合は何倍と考えるといいですか。 

10 乗除の混じった計算を、乗法だけの式に直して計算することができる。  

11 整数、小数、分数の混じった計算を、計算のきまりを使って工夫して計算することができる。  

   (ｲ) 第８時の選択肢の作成 

     第８時の選択肢作成の流れは、図３のとおりである。 

表２ 第１回授業実践の単元計画と選択肢 
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 第８時の教科書指導書のねらいは、「分数を使っ

た割合の問題を解くことができる」とある。それを

念頭において事前に問題を解くことで、本時で児童

に付けたい力を明らかにした。 

 まず、答えを出すまでの思考過程を細分化した

（図４）。その力を、図３の＜児童に付けたい力＞

の欄に記入した。次に、付けたい力を使うときの児

童のつまずきの大きさを検討した。そして、問題文

から基準量を見付ける力を重点とした。児童にとっ

て既習ではあるが、改めて個々の感覚と関連付けて

基準量を理解させることは、割合の理解に欠かせないと考えたからである。そこで、問題

解決に必要な核となる内容を、１とする基準量を見付けることとした。 

 児童が、核となる内容を見出すために、ジュースのかさの部分と全体に目を向けた対話

を狙った。そこで、600mL、2/3といった数量を問題場面に当てはめてイメージできるよう

に、図３㋐～㋒に示す選択肢を作成した。 

＜児童に付けたい力＞ 

◎分数を使った割合の問題を解くことができる。   

           （教科書指導書のねらい） 

○問題文から二つの数量関係を捉えること 

○問題文から基準量の１を見付けること 

○分数で表された割合の理解 

○数直線図に表せないときは、具体的な図

（絵）に表すという考え方の工夫 

○二つの数量関係を把握し、数直線図に表すこと 

○数直線図から、演算方法の決定 

＜予想される児童のつまずき＞ 

 ▲一番つまずきが大きいところ 

 △ややつまずきが大きいところ 

△問題場面から二つの数量関係を捉えること 

▲問題文から基準量の１を見付けること 

△分数で表された割合の理解 

・数直線図に表せないときは、具体的な図

（絵）に表すという考え方の工夫 

・二つの数量関係を把握し、数直線図に表すこと 

・数直線図から、演算方法の決定 

㋐ ㋑ 

    

  

㋒ 

    

  

＜問題解決に必要な核となる内容＞ 
 １とする基準量を見付ける。 

＜本時のねらい＞ 
 選択肢を基に、比較量や基準量について話し合うことを通して、分数の割合の文章題から基準量を求める  
 ことができる。 

＜選択肢作成の意図＞ 
 １とする基準量を見付けさせたい。 

            ↓ 

 「600mLは2/3」を絵でイメージさせ、ジュースのかさの部分と全体に目を向けさせる。   

 

図３ 第８時の選択肢作成の流れ 

 

600mLは、缶のどこまで
入っていますか。 

＜問題文＞ 
 缶にジュースが600mL入っています。これは、缶全体のかさの2/3にあたります。 
 缶全体では、何mL入りますか。 

図４ 第８時の思考過程の細分化 
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図６ 第８時の選択理由の記述 

   (ｳ) 授業の概要 

     第８時の授業の概要は、表３のとおりである。 

 

ねらい 
選択肢を基に、比較量や基準量について話し合うことを通して、分数の割合の文章題から基準量を求

めることができる。 

問題文 缶にジュースが600mL入っています。これは、缶全体のかさの2/3にあたります。缶全体では、何mL入りますか。 

学習活動・学習内容 教師の支援 

１ 問題場面を把握する。 

  ・数直線図で用いる要素 

   の不足 

 

 

２ 選択肢を選び、選択肢の 

  妥当性を検討し、基準量  

  を求める。      

  ・比較量と基準量 

  ・1 を基準量とする考え 

 

 

３ 適用題に取り組む。 

  ・基準量を求める方法 

 

４ 本時の振り返りをする。 

○前時までとの違いから生じる児童の困り感を取り上げることで、数直線図

に表すには数値が一つ足りないという問いを共有し、めあてにつなげるこ

とができるようにする。 

 

 

○問いの共有後、数直線図以外で自分たちが使えるツールを想起させること

で、選択肢の提示が、児童の思考に沿うようにする。 

○個→３人組→全体の場を設定することで、考えを説明したり、多様な考え

に触れたりしながら核となる内容を見出すことができるようにする。 

○数直線図を指しながら、ペアで立式の根拠を説明することを促し、共有し

た考えを定着できるようにする。 

 

○適用題に取り組んだ上で、立式の根拠を説明する場を設定することで、思

考を整理しながら学習内容の定着を図ることができるようにする。 

 

○分かったことや分からないこと、参考になった考え等の視点を示し、学習

内容を振り返ることができるようにする。 

   (ｴ) 授業実践の結果と考察   

   問題を提示した後、「今日の問題は、数直線図を

かくのにあと一つ足りない」という児童の声を取り

上げ、問いを共有した。「図がかけないときは、絵

で考えてみたらいいと思う」という児童の発言に

沿って、図３㋐～㋒の選択肢を提示した。 

   すると、12人全員が選択肢㋑を選び、理由を書い

た。しかし、同じ㋑を選んでも、考え方や言葉での

表現に違いが見られた（図６）。３人組の対話で

は、そうした理由のずれを埋めるため、図を指し、

質問や説明をし合う姿が見られた（図５）。 

   全体の対話では、㋐と㋒が正しくない理由につい

て検討した後、600mLは何と比べて2/3といえるのかに焦点が絞られた。図を基にした対話

を通して、「缶全体のかさを１としたとき、600mLは2/3にあたる」「もとにする量の１は、

缶全体のかさという言葉に隠れていた」など、核となる内容を捉えた発言をしていた。 

 

問題文にかくれている数を見付けて、缶全体のかさを求めよう。 

表３ 第８時の授業の概要 

Ａ：みんな㋑を選んだね。理由を言おう。 

Ｂ：㋑は 600mL で、残りは 400mL と思う。 

  だから、㋐は 400mL だと思うよ。 

Ａ：なんで㋐が 400mL って分かるの？ 

Ｂ：㋐は、㋑の残りと一緒の大きさだから。 

Ａ：でも、㋐は 1/3 じゃない？  

Ｂ：なんで、㋐は 1/3 になるの？ 

Ａ：ここ(全体のかさ)が１で、３等分した  

  一つ分だから 1/3 だよ。 

Ｃ：缶全体かさの 2/3 が 600mL でしょ。缶全 

  体を３等分した一つ分が㋐でしょ。 

Ｂ：うーん。 

  ちょっと 

  考える。 

   

図５ 第８時の３人組の対話の様子 
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   対話を通して数量関係が把握できたため、その後

は、見出した内容を用いて、それぞれ自分の力で数

直線図をかき、立式することができた（図７）。 

   第１回授業実践の成果は、以前より児童の対話が

活性化したことである。その反面、選択肢の妥当性

の検討に時間がかかり、適用題に取り組む時間が短

くなることがあった。狙う対話の内容をより焦点化

して、第２回授業実践を行った。 

   イ 第２回授業実践「速さ」 

   (ｱ) 単元について 

 本単元では、速さ・道のり・時間を求めるときに、形式的に公式に数を当てはめて求め

るのではなく、第１回授業実践で習得した学級共通の思考ツールである数直線図を生かし

て実践を行った（表４）。数直線図を使うことで、問題場面を整理して数量関係や大小関

係を把握しやすい、道のりと時間の二つの量の関係が視覚的に捉えやすい、数直線図から

演算方法を導きやすい、答えの大きさの予測と確認がしやすいといった利点がある。 

     

目標 速さの意味や表し方について理解するとともに、速さを求めることができるようにし、速さを日常生活に生かそうとする。 

時 ねらい 問題文 
問題解決に必要な

核となる内容 
選択肢 

１ 道のりと時間が異なるときの速さを比べることができる。 

２ 

速さの意味を理

解し、道のりと

時間から速さを

求めることがで

きる。 

Ａの車は 150㎞を２時間

で、Ｂの車は240㎞を３時

間で進みました。どちら

の車が速いですか。 

時間をそろえて求め

るよさに気付き、速

さの定義を理解す

る。 

速さの表し方は、どちらが分かりやすいですか。 

３ 

速 さ と 時 間 か

ら、道のりを求

めることができ

る。 

陸上の動物でいちばん速

いといわれるチーター

は、秒速32mで走ります。

チーターがこの速さで５

秒間走り続けると、何m進

みますか。 

秒速32mの言葉に着

目し、１秒間に 32m

進む速さと捉えて図

に表す。 

問題文に合う数直線図は、どれですか。 

４ 

速さと道のりか

ら、時間を求め

る こ と が で き

る。 

名古屋200㎞ 静岡360㎞ 

自動車が高速道路を時速

80㎞で走っています。

今、上のような掲示板の

下を通過しました。 

(ここまで問題文を提示) 

速さは、道のりと時

間の二つの量に関係

して決まることを捉

える。 

この問題文は、何を求める問題になりそうですか。 

５ 

道のりの単位が

異なる場合の時

間を求めること

ができる。 

秒速150mで進むリニアモー

ターカーがあります。３㎞

進むのに、何秒かかりま

すか。 

 

道のりの単位をそろ

える。 

時間を求める数直線図は、どうなりますか。 

６ 

速さの単位が異

なる場合の速さ

を比べることが

できる。 

時速900㎞で飛ぶ飛行機が

あります。この飛行機が

飛ぶ１万mの上空では、音

の 速 さ は 秒 速 約 300mで

す。飛行機と音の速さで

は、どちらが速いですか。 

単位をそろえる。 

二つの時間の単位の

関係をつかみ、それ

に伴う道のりの関係

を捉える。 

秒速300mを分速に直すときの図は、どうなりますか。 

７ 自分の歩く速さを求めることができる。 

８ 自分の歩く速さを基に、自分で設定した目的地までの時間や道のりを求めることができる。 

図７ 見出した内容を用いた、適用題の記述 

表４ 第２回授業実践の単元計画と選択肢 

核となる 

内容を適 

用してい 

る箇所 
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    (ｲ) 第６時の選択肢の作成 

     第６時の選択肢作成の流れは、図８のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 第１回授業実践での選択肢作成と同様、思考過程を

細分化して児童に付けたい力を明確にする（図９）。

次に、付けたい力を用いるときの児童のつまずきの大

きさを検討し、問題解決に必要な核となる内容を、単

位をそろえること、二つの時間の単位の関係をつか

み、それに伴う道のりの関係を捉えることとした。 

 選択肢㋐には、多くの児童がかくと予想される数直

線図を考えた。児童はこれまでの学習から、秒速300m

は１秒間に300m進む速さ、分速□mは１分間に□m進む

速さといった、問題場面を整理した数直線図をかくと予想した。前時までは、この方法で

問題解決ができたからである。選択肢㋑には、１分を60秒にした数直線図を考えた。 

 

＜児童に付けたい力＞ 

◎秒速と分速と時速との相互の関係が分かり、い     

 ろいろな速さを比べることができる。                

          （教科書指導書のねらい） 

○音に速さがあることの理解 

○秒速と時速という言葉の意味の把握 

○速さの単位が異なる場合の速さの比べ方の理解 

○速さの単位をそろえることの意味の把握 

○二つの数量関係を把握し、数直線図に表すこと 

○数直線図から演算方法の決定 

○秒速・分速・時速の相互の関係の理解 

＜予想される児童のつまずき＞ 

 ▲一番つまずきが大きいところ 

 △ややつまずきが大きいところ 

 

・音に速さがあることの理解 

・秒速と時速という言葉の意味の把握 

▲速さの単位が異なる場合の速さの比べ方の理解 

△速さの単位をそろえることの意味の把握 

・二つの数量関係を把握し、数直線図に表すこと 

・数直線図から演算方法の決定 

△秒速・分速・時速の相互の関係の理解 

＜問題解決に必要な核となる内容＞ 
 ・単位をそろえる。 

 ・二つの時間の単位の関係をつかみ、それに伴う道のりの関係を捉える。  

＜本時のねらい＞ 
 選択肢を基に、秒速から分速への変換方法について話し合うことを通して、速さの単位が異なる場合の速 

 さを比べることができる。 

＜選択肢作成の意図＞ 
 「単位をそろえること」「１分は、１秒の60倍という関係をつかむこと」「時間に伴って、道のりも60倍す 

 ること」を捉えさせたい。 

                ↓ 

 数直線図の相違点に着目することで、60倍の意味を考えさせる。 

 

図８ 第６時の選択肢作成の流れ 

 

秒速300mを分速に直すとき
の図は、どうなりますか。 

＜問題文＞ 
 時速900kmで飛ぶ飛行機があります。この飛行機が飛ぶ１万mの上空では、音の速さは秒速約300mです。 

 飛行機と音の速さでは、どちらが速いですか。 

図９ 第６時の思考過程の細分化 
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 この二つの選択肢にした意図は、60倍の意味を考える対話を促すためである。㋐は、問

題場面を整理した図としてはよいが、このままでは図から立式しにくい。そのため、時間

の単位をそろえる必要がある。そして、「１分は１秒の60倍」という関係を視覚的に捉え

同様に道のりも60倍して考えることを見出していくような対話を狙った。   

   (ｳ）授業の概要 

     第６時の授業の概要は、表５のとおりである。 

 

ねらい 
選択肢を基に、秒速から分速への変換方法について話し合うことを通して、速さの単位が異なる場合
の速さを比べることができる。 

問題文 
時速900㎞で飛ぶ飛行機があります。この飛行機が飛ぶ１万mの上空では、音の速さは秒速約300mです。
飛行機と音の速さでは、どちらが速いですか。 

学習活動・学習内容 教師の支援 

１ 「どちらが速いでしょうクイズ」   

  をする。 

  ・単位が異なるときの比べ方 

 

                                                     

２ 選択肢を選び、選択肢の妥当 

  性を検討し、速さの比べ方に 

  ついて話し合う。  

  ・秒速から分速への変換方法 

  ・分速から時速への変換方法 

 

 

３  適用題に取り組む。 

  ・時速から分速への変換方法 

  ・分速から秒速への変換方法 

 

４ 本時を振り返る。            

○速さの単位をそろえたクイズを３問示した後、本時の問題場面のクイズ

を提示することで、単位の違いに着目させ、めあて

につなげられるようにする。 

 

 

○秒速と分速の意味を問い、数直線図の数値の配置

を想起させた後に選択肢を提示することで、児童の思考に沿う提示にな

るようにする。 

○個→３人組→全体の場を設定することで、考えを説明したり、多様な考

えに触れたりしながら核となる内容を見出すことができるようにする。 

○数直線図を指しながら、ペアで立式の根拠を説明することを促し、共有

した考えを定着できるようにする。 

 

○適用題に取り組んだ上で、立式の根拠を説明する場を設定することで、

思考を整理しながら、学習内容の定着を図ることができるようにする。 

 

○分かったことや分からないこと、参考になった考え等の視点を示し、学

習内容を振り返ることができるようにする。 

   (ｴ) 授業実践の結果と考察  

   「どちらが速いでしょうクイズ」を通して、既習

内容との違いである「速さの単位が異なること」に

着目させ、問いを共有した。そして、速さを比べる

方法について取り上げて数直線図を想起させた後、

図８の選択肢㋐㋑を提示した。すると、全員がそれ

ぞれ選択肢を選び、多くの児童が、時間の単位

が違うから単位をそろえるという理由を書いて

いた（図10）。 

 ３人組の対話では、図11下線部のように、一

人ひとりが自分の立場を基に発言し、選択肢の

妥当性を検討していった。全体の対話では、選

択肢の相違点に着目し、「㋐の図からは、立式

しにくい」「１分のままでは、時間も道のりも

１倍で、秒速も分速も300mになってしまう」な

ど、㋐の数直線図が不十分な理由を、問題文や

図を指して対話する姿が見られた（図12左）。 

速さの単位がちがうときの、速さの比べ方を見出そう。 

表５ 第６時の授業の概要 

Ｄ：㋐は時間の単位が違う。㋑は時間の単位、１ 

  分を60秒に直しているね。 
Ｅ：ぼくも㋑だと思う。㋑は時間の単位がそろっ 
  ているから。㋐は１分と書いてあり、式が分 

  かりにくい。 
Ｆ：ぼくも㋑。時間の単位がそろっているから。 
Ｄ：みんな同じだね。式はどうなると思う？ 

  １秒から60秒は60倍でしょ。 
Ｆ：１分は60秒だから、×60になる。300×60。 
Ｅ：1800？分からないから、ノートに書いてみよ 

  う。300×60＝18000。分速18000mだ。 
Ｆ：え、分速で18000m?!音は、とても速いね。 
Ｄ：音、速い！ 

  次は時速に 
  直そうよ。 
Ｆ：よし、やっ 

  てみよう。 

図 11 第６時の３人組の対話の様子 

図 10 第６時の選択理由の記述 
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 そして、「なぜ60倍になるのか」という対話に向

かっていった。その中では、「１秒で300m進む速さを

１分で□m進む速さに直す。１分は１秒の60倍だ」「時

間が60倍だから、道のりも60倍すると分速が求められ

る」といった考えをつなぐ発言が多く見られた。図を

基にした対話を通して、時間や道のりを60倍すること

の意味を見出していったのである。 

 適用題を解く際も、見出した内容を問題解決に生か

す記述が見られた（図13）。その記述を基に、図を指

しながら、思考過程を説明することもできていた（図

12右）。   

 (5) 研究の考察 

  ア 学級の変容  

 以上の第１回・第２回授業実践の結果から、選択肢を提示し、選択肢の妥当性を検討する

ことは、検証の視点①「自分の考えをもつこと」と検証の視点②「問題解決に必要な核とな

る内容を見出すこと」につながったと考える。 

 また、検証の視点③「筋道を立てて考える力を育成すること」ができたかを検証するため

に、各単元の事前・事後に記述式のテストを行った。第２回の事前テストは、単位量あたり

の大きさの文章題、事後テストは速さの文章題である。どちらも、数直線図に表して演算方

法を決定し、その過程を文章で説明する問題である。検証の視点③に沿って、解答内容を五

つの段階に分類し、結果を表６に示す。 

 その結果、第２回事前テストでは、図への表現・

演算方法の決定・思考過程の説明ができていない児

童や無解答の児童が、学級の半数を占めた。しか

し、第２回事後テストでは、図への表現・演算方法

の決定・思考過程を文章で表現できた児童が、12人

中11人と大幅に増えた。 

  この中から、第２回授業実践における３人の変容

を検証していく。 

  イ Ｇさんの変容   

 Ｇさんは、単元前アンケートで、「算数が好きか」という質問に「いいえ」、その理由とし

て、「意味不明（理解できない）の問題がある。文章題などが分からないから」と答えてい

る。普段の算数の授業でも、「分からない」と言うことが多かった。 

 しかし、図14に示すＧさんの単元後アンケートの記

述からは、選択肢があったことで自分の考えをもつこ

とができ、単元を通して主体的に対話に参加していた

ことが分かる。Ｇさんは、表６の第２回事前テストで

は段階Ⅱであったが、事後テストでは段階Ⅴになっ

た。そこで、Ｇさんの単元を通しての学びを、行動の

様子やノートの記述から検証していく。 

表６ 第２回の事前・事後テストの結果 

図14 Ｇさんの第２回単元後アンケートの記述 

図 12 図を指し対話する様子 

図 13 第６時の適用題の記述 

飛行機 時速 900 ㎞→分速□m 

核となる内容

を適用してい

る箇所 

段階 解答内容の分類 事前 事後

Ⅴ
問題文から図への表現、演算方法の決定ができ、

言葉、図、式を関連付けた説明ができている。
2 11

Ⅳ
問題文から図への表現ができ、

演算方法の決定もできている。
4 1

問題文から図への表現ができているが、

演算方法の決定ができていない。
0 0

問題文から図への表現ができていないが、

演算方法の決定ができている。
1 0

Ⅱ 図への表現と演算方法の決定ができていない。 4 0

Ⅰ 無解答 1 0

合計（人） 12 12

Ⅲ
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時 
選択の 

正誤 

選択理由の 

記述 

（一人学び） 

３人組や全体の対話でのＧさんの行動 振り返りの記述 

２ ○ 記述なし 

３人組の対話では、友だちの考えを聞き、その考えをノートに書い

た。全体の対話では、聞き取った友だちの考えについて、自分で計算

して確認し、学習内容を理解していった。 

やっているうちにわ

かってきて、簡単に

なった。 

３ × 

核となる内容

を捉えていない 

記述 

３人組の対話では、最初に「横の数直線図の単位がそろっているから

㋒」と考えを述べた。友だちがその考えに反論したため、「頭に入らな

い。もう１回言って」と聞き返した。図を指しながらゆっくり説明さ

れるのを、図を見ながら聞いた。全体の対話で、秒速の言葉に着目す

るとよいことを理解した。その後、図を指して立式の根拠を説明する

姿が見られた。 

道のりを求めるに

は、秒速、分速、時

速の言葉を見つけ

る。１を求めるとで

きた。めちゃ簡単

だった。 

４ ○ 
核となる内容

につながる記述 

「問題文に時間が書いていないから㋑」と考えを述べた。その後、教

師の指示がなくても問題文の続きを補い、数直線図に表した。しか

し、数直線図から何倍にして考えればよいかに迷い、手が止まった。

全体の対話で、友だちの考えを聞き「□倍にして考えればよいことが

分かった」と発言した。 

図をかくと、すぐに

わかった。ふつうに

簡単で楽しかった。 

５ ○ 

核となる内容

を捉えていない 

記述 

３人組と全体の対話で「㋑は１秒と□秒が逆になっている」と考えを

述べた。友だちが、道のりにも着目するとよいとＧさんの考えに付加

した。Ｈさんたちの「150mと3㎞は道のりの単位が違う。」「3㎞をmにそ

ろえる」という考えを聞いた後、「単位をそろえると、計算ができる」

と考えを述べた。 

Ｈさんの意見を聞い

たら、式がよくわ

かった。 

６ ○ 
核となる内容

につながる記述 

３人組の対話では、「㋑は時間の単位がそろっている。㋐は時間の単位

がそろっていないし、１分と書いてあると計算がよく分からない」と

考えを述べた。３人組で核となる内容を見出し確認し合うと、教師が

示す前に数直線図に表し、立式した。全体の場での発言も、多数見ら

れた。 

秒速から時速までな

おしておくと、単位

がちがっても比べる

ことができるとわ

かった。 

 単元を通してＧさんは、自分の考えをもち、その考えを述べるようになった。さらに、疑

問に思ったときは友だちに質問したり、図を指して説明する友だちの考えを一生懸命に聞い

たり、見出した内容を発言したりする姿も見られた（表７下線部）。これらのことから、選

択肢は、自分の考えをもち、主体的に対話に参加する足掛かりになったことが分かる。 

  ウ  Ｉさんの変容 

 Ｉさんは、第２回事前テストでは数量関係が把握

できず、ほぼ白紙で提出した（図16左）。Ｉさん

は、単元前アンケートで、「算数が好きか」という

質問に「どちらかといえばいいえ」、その理由として、図15のように答えている。しかし、

事後テストでは言葉、図、式を関連付け、思考過程を説明することができた（図16右）。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

表７ 第２回授業実践でのＧさん行動の様子とノートの記述 

 

図 16 Ｉさんの第２回事前（左）・事後（右）テストの記述 

図15 Ｉさんの第２回単元前アンケートの記述 
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Ｉさんは、どの時間も選択肢を選ぶことができたが、第３時までは選択の理由が書けなかっ

た。しかし、学習が進むにつれ、自分の力で理由を書き、発言できるようになった（図17

上）。さらに、振り返りの記述（図17下）や言動から、第３時では、友だちの考えを聞い

て、第５時では、説明した際の気付きを基に考えを修正して、第６時では、対話を通して考

えを深めて理解したことが分かる。 

 これらのことから、どの時間も自分の考えをもち、対

話を通して自ら核となる内容を見出したことがうかがえ

る。また、単元後アンケートの記述から、図の意味やよ

さも実感できたことがうかがえる（図18）。 

  エ Ｊさんの変容 

 Ｊさんは、単元前アンケートの「算数が好きか」

という質問に「はい」、その理由として、「式を考え

るのがおもしろいから」と答えている。授業中も、

よく発言をする。 

 Ｊさんは第６時で選択理由を記述後、図19に示す

数直線図をノートに書いた。これは、取り組んでい

た秒速→分速の図と、先を見越した分速→時速の図

を一体化させた数直線図である。この図から、見出

した核となる内容を生かして、考えを発展させたこ

とが分かる。 

 また、第６時の授業終了後、黒板前に来て、

図20に示すように、授業で行わなかった考え方

を検証したいと発言し、既習事項を思い出しな

がら秒速から時速の単位の変換を行った。さら

に、「だったら、時速も秒速に一気に直せるか

な」と条件を変え、考えの妥当性を検証する姿

が見られた。 

 これらのことから、選択肢は、核となる内容

を見出すだけでなく、発展的な考えをもつ足掛

かりにもなったことが分かる。 

  図 19 第６時のＪさんのノートの記述 

図 17 Ｉさんのそれぞれの時間の選択理由の記述（上）と振り返り（下） 

字の選択の理由と振り返り 

Ｊ：秒速から時速まで一気に行けるかも。 
  60倍の60倍は、120倍？いや、3600倍だ。 

Ｋ：秒速の300mに3600をかけてみよう。 
Ｊ：300×3600＝1080000。すごい数字になった。 
  mを㎞にして、…時速1080㎞になった！ 

Ｋ：本当だ。すごい！3600倍すればいいんだ。 
Ｊ：だったら、時速も秒速に一気に直せるかな。 
Ｋ：÷3600かな。900÷3600。 

Ｊ：秒速はmだから、900㎞をmにそろえなくちゃ 
  いけないね。 
  900㎞＝900000m。 

Ｋ：900000÷3600＝250。 
  秒速250m。 
  やった、できた！ 

 

秒速→分速 分速→時速 

＜第６時＞ ＜第５時＞ ＜第３時＞ 

図 20 第６時終了後のＪさんとＫさんの対話の様子 

図 18 Ｉさんの第２回単元後アンケートの記述 
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３ 研究のまとめと今後の課題 

 (1) 研究のまとめ 

 以上のことから、児童の思考の足掛かりとなるよう工夫した選択肢を提示し、互いの考えを

伝え合う場を設定することは、筋道を立てて考える力を育成する上で効果があると考える。 

 選択肢は、自分の考えをもつという第一歩を踏み出すために有効な足掛かりとなった。ま

た、選択肢を比較し、その妥当性を検討する対話の場は、一人ひとりが自分の考えを深め、核

となる内容を見出すために有効であった。このような納得を伴う学びを通して、児童の中に、

「不十分な考えや誤答も、価値ある考えにつながる」という意識が育ってきたことで、単元の

後半には、教師が選択肢を提示しなくても、個々の考えを基に、考えを補い合いながら検討す

る姿が見られるようになった。 

 本研究を通して、納得を伴う授業づくりのために、三つの視点が大切だと改めて実感した。

一つめは、児童のつまずきを把握すること。二つめは、そのつまずきの大きなものを中心に要

因を検討し、核となる内容を明確にすること。三つめは、児童が核となる内容を見出せるよ

う、対話の中心を明確にしておくことである。今後も、これらの視点を生かした授業を行い、

児童の姿に学びながら、授業改善を続けていきたい。 

 (2) 今後の課題  

 ２回の授業実践では、選択肢の妥当性の検討に時間がかかることがあった。そこで、選択肢

の数を減らす、３人組の対話で共有できた考えは全体での検討を短くする、核となる内容につ

ながる児童の発言を板書するなどの改善を行い、時間を効果的に使えるよう心掛けた。 

 今後は、それ以外にも、効果的な対話の場のもち方について手立てを講じていきたい。その

ためには、児童の思考を見取る力を高めることが考えられる。例えば、核となる内容を念頭

に、児童の言動や表情、ノートの記述等から、その時の児童の考えやつまずきを見取ること

や、その見取りを基に、全体の場では、さらにどこに焦点をおいた対話にするのかを瞬時に判

断していくことが大切だと考える。この課題に取り組みながら、児童の納得のある学びを重ね

られるようにしていきたい。 
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