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論理的に考えを進める力を育てる小学校算数科の指導に関する研究 

－プログラミング的思考の視点を取り入れて－ 

 

下関市立川中小学校 教諭 中村 千草 

 

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）では、「目標の中核には，筋道を立てて考

える力の育成を目指すことがある。これは論理的な思考力の育成が，数学の主要な陶冶的価値

の一つだからである」＊１と述べられている。全国的な調査の結果などからは、児童の思考力・

判断力・表現力等に課題が見られると示されている。 

また、「小学校学習指導要領解説 総則編」（平成 29 年）では、時代を超えて普遍的に求め

られるプログラミング的思考の重要性が示された。プログラミング的思考とは、「自分が意図

する一連の活動を実現するために，どのような動きの組合せが必要であり，一つ一つの動きに

対応した記号を，どのように組み合わせたらいいのか，記号の組合せをどのように改善してい

けば，より意図した活動に近づくのか，といったことを論理的に考えていく力」＊２と定義され

ている。論理的に考える力の一つとして、プログラミング的思考を身に付けることが求められ

ている。 

(2) 研究テーマ設定の理由 

原籍校の児童は、算数科の問題を解く際に、思考の過程や判断の根拠を意識せずに取り組む

ことが多く、答えの理由を聞かれると、言葉に詰まることがあった。その要因には、数量や図

形などに関する事実や手続き、思考の過程や判断の根拠などを的確に表現させる働き掛けが十

分ではなかったことが挙げられる。 

兼宗(2017)は、プログラミングの考え方を取り入れることで、教科の内容を整理したり筋道

を立てて考えたりするための方法を体験できるため、子どもたちが授業の中で教科の学びを深

めることができると述べている。そこで、分解や順序立てなどといったプログラミング的思考

の視点を算数科の授業に取り入れることを考え、問題を解くために必要な要素を取り出して手

順を書く活動を設定することとした。そして、適用題に取り組んだり他者に説明したりするこ

とを通して、手順を見直し気付きをもつ活動を仕組むことで、手順を根拠として論理的に考え

を進める力を育成することができると考えた。 

 (3) 研究の仮説 

    小学校算数科の問題解決場面において、プログラミング的思考の視点を取り入れて解決への

手順を意識させ、自分の考えを説明する場を設定することで、論理的に考えを進める力を育て

ることができる。 

 

２ 研究の内容 

(1) 本研究における「論理的に考えを進める」とは 

本研究において、論理的に考えを進めるとは、「問題解決への手順を書き出し、適用題に取

り組んだり他者に自分の考えを説明したりすることを通して、その手順を見直し気付きをもつ

こと」と捉える。 
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(2) プログラミング的思考の視点について 

本研究では、やまぐち総合

教育支援センター教育支援

部情報教育班が作成した「プ

ログラミング的思考の要素」

（表１）を参考にし、表２に

示した「プログラミング的思

考の視点とその内容」を学習活動に応じて整理した。 

(3) プログラミング的思考の視点を取り入れた授業について 

本研究で行う算数科の授業の流れと、それに対応するプログラミング的思考の視点にあわせ

て、「プログラミング的思考の視点を取り入れた活動」を位置付けた（表２）。解決への手順を

意識させるために、手順を書く活動を従来の「まとめ」の代わりとして設定し、単元を通して

授業の流れを揃えることで、児童に見通しをもたせることを狙った。 
表２ 本研究で行う授業の流れとプログラミング的思考の視点の関係 

授業の流れ 
プログラミング的思考の視点を 

取り入れた活動 
プログラミング的思考の視点とその内容 

学習活動１：題意を把握する。 
・問題を調べましょう。 
・学習のめあてをもちましょう。 
学習活動２：問題を解く。 
・自分で考えましょう。 
・みんなで答えの確かめをしましょ
う。 

手順を書く目的を捉える 抽象化 
注目すべきことだけを重点的に
捉え、物事の本質をつかむ。 

必要な要素を取り出す 分解 
一つのものを形作っている個々
の要素に分ける。 

学習活動３：手順を書く。 
・解き方をまとめましょう。 

要素の順序を確認する 順序立て 
やるべきことを整理して筋道を
立てる。 

手順を書く 一般化 
適用範囲を広げるために、分か
りやすくパターンや手順を表現
する。 

学習活動４：適用題を解く。 
・他の問題でも試してみましょう。 
・解き方を説明してみましょう。 
・自分の考えと似ているところや違
うところを見付けましょう。 

・友だちの考えのよいところを見付
けましょう。 

学習活動５：学習を振り返る。 
・分かったことやもっとやってみた
いことを書きましょう。 

手順を見直し気付きをもつ 

デバッグ 
想定した結果が得られない原因
を調べ、誤りを修正する。 

評価 
個々の要素や手順がよりよいも
のかを考える。 

   手順を書くためには、必要な要素を取り出しておくことが不可欠である。また、手順を書き

出したら、その手順を使ってみることで、よりよい手順に改善していくことができる。授業の

流れとプログラミング的思考の視点の一連の流れをあわせることにより、要素を取り出して手

順を書き出し、見直すという流れを単元を通して意識付けることを狙った。 

   仮説の検証は、手順を書くことができているかということと、手順を見直し気付きをもって

いるかということの２点で見ていくこととした。 

  ア 授業デザインシート 

    要素を取り出して手順を書き出し、見直すという流れを意識付けるために、教師が教材研

究のときに活用する授業デザインシート（表３）を作成した。ねらいや教材の特性に応じて、

児童に取り出させたい言葉、書かせたい手順、表出させたい説明という三つに分けて、児童

のめざす姿を具体的に記すようにした。その三つの場を設定するための発問も記入すること

で、教師自身も三つの場を意識しながら授業を進めていけると考えた。授業デザインシート

を以下に示す。 

表１ プログラミング的思考の要素 

要素 概 要 

抽象化 注目すべきことだけを重点的に捉え、物事の本質をつかむ。 
分解 一つのものを形作っている個々の要素に分ける。 

順序立て 推論によってやるべきことを整理して筋道を立てる。 
一般化 パターンや手順を分かりやすく表現し、適用範囲を広げる。 

デバッグ 想定した結果が得られない原因を調べ、誤りを修正する。 
評価 個々の要素や手順がよりよいものかを考える。 
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表３ 授業デザインシート 

ねらい ――――を通して、・・・・することができる。 

活動 必要な要素を取り出し手順を書く活動 手順を見直し気付きをもつ活動 

授業の流れ 

学習活動２：問題を解く。 
・みんなで答えの確かめをしま 

 しょう。 

学習活動３：手順を書く。  
・解き方をまとめましょう。 

 

学習活動４：適用題を解く。 

・解き方を説明してみましょう。 

めざす姿 

【取り出させたい言葉】 

 

【書かせたい手順】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【表出させたい説明】 
まず、～をします。 
次に、～を求めます。 
 
  式 
 
         答え     
 

だから、答えは○○になります。 

発問例 

（抽象化・分解を促す発問） 

この式は何を求めていますか。 

（順序立て・一般化を促す発問） 

「〇〇〇」を求める手順はどう

なりますか。 

（デバッグ・評価を促す発問） 

どうやって答えを求めたのかを

手順に沿って説明してみましょ

う。 

 

(ｱ) 必要な要素を取り出し手順を書く活動 

まず、抽象化・分解の視点を取り入れた活動として、問題を解いて全体の場で答えの確

かめをするときに、何についての手順を書くのかということや、手順を表現するのに必要

な要素や大切な言葉を取り出させる。次に、順序立て・一般化の視点を取り入れた活動と

して、解き方をまとめるときに、取り出した要素の順序を確認しながら手順を書き出させ

る。 

(ｲ) 手順を見直し気付きをもつ活動 

最後に、デバッグ・評価の視点を取り入れた活動として、他の問題でも試したり、解き

方を説明したりすることを通して、手順を見直し気付きをもたせる。 

  イ ワークシート 

 授業デザインシートを基に、児童が使用

するワークシート（図１）を構成した。 

児童に授業の見通しをもたせるために、

単元を通してワークシートの形式を揃え

た。はじめに、左側の欄で問題を解かせ、式

と答えを書かせる。次に、中央の欄で手順を

書かせる。最後に、右側の欄で適用題を解

かせ、振り返りを書かせる。このような思

考の流れに沿ってワークシートを作成し、論理的に考えを進めていくことを狙った。 

また、板書もワークシートと同じ構成にすることで、視覚的に捉えやすくなるように工夫

した。授業デザインシートやワークシートを作成して授業を構想し、授業実践に臨んだ。 

 

 

図１ ワークシートの構成 

〇〇〇の求め方 

 

 

 

めあてを書く

問題を解く

手順を書く

適用題を解く

振り返りを書く

◯◯◯の求め方
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(4) 授業実践 

 ア プログラミング的思考の視点を取り入れた算数科の授業実践までの取組 

   算数科の「面積」の単元に入る前に、学級活動の時間を１単位時間使って、表４のように

日常生活の手順について考えさせ、手順を書く活動のイメージをもたせてから、算数科の授

業に入った。 

表４ プログラミング的思考の視点を取り入れた活動の実際 

学習活動 教師の発問（Ｔ）、児童の反応（Ｃ）、指導上の留意点（●） 

【学級活動】単元前 

 

・朝の支度の手順につい

て考える。（分解・順序

立て・一般化を促す活

動） 

Ｔ：朝の支度について考えてみましょう。「布団から出る」ことと「靴を履く」こと

の間には、何がありますか。 

Ｃ：顔を洗う！ご飯を食べる！ 

●友だちと話しながら考えさせることで、朝の支度と言っても家庭によって手順が

違うことに気付くことができるようにする。 

Ｔ：朝の支度の手順を書いてみましょう。 

〈要素を出し合う様子〉   〈ワークシートに書かれた手順〉 〈手順を見せ合う様子〉 

 

 

・手順の修正点について

考える。（デバッグ・評

価を促す活動） 

Ｔ：「カップラーメンを作る」手順で何が抜けていますか。 

Ｃ：「お湯を注ぐ」と「ふたを閉める」です。 

Ｔ：「パーティの準備」では何かおかしいことがありますか。 

Ｃ：あります！大変！テーブルクロスを最後にかけている。  

●間違いを探させることで、分解と順序立ての必要性に気付くことができるように 

 する。 

   〈示した手順〉        〈間違いを探して確認し合う様子〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自分で何かの手順を考

える。（抽象化・分解・

順序立て・一般化を促

す活動） 

Ｔ：何の手順と思いますか。 

Ｃ：目玉焼き！ 

Ｔ：正解。他にどんなものが題になりそうですか。 

Ｃ：ホットケーキの作り方。家に帰ってからの過ごし方。風呂の入り方。等 

Ｔ：自分で題を決めて手順を書いてみましょう。 

●自分の経験に基づく手順を書かせることで、自分の生活にも手順は関係があると 

 実感することができるようにする。 

  〈示した手順〉  〈手順を考えている様子〉 〈書いた手順を見せ合う様子〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

お皿を並べる

スプーンとフォークを並べる

ケーキをテーブルにのせる

コップを並べる

カップラーメンを作る

フィルムをはがす

ふたを半分はがす

パーティの準備

3分間待つ

ふたを全部はがす

テーブルクロスをかける

フライパンを置く

火をつけて油をひく

卵をわる

塩コショウをする

水をかける

ふたをして１分待つ
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    学級活動では、主に三つの活動を行った。まず、分解や順序立てを体験させるために、朝

の支度の手順について書き出させた。児童が毎日のように経験していることなので、イメー

ジをもつことができ、全員が朝の支度の手順を書くことができた。日頃は何気なくやってい

るが、書き出してみると「顔を洗う」「制服に着替える」「ご飯を食べる」など意外と多くの

行動をしていることや他者とは順序が異なることに気付いていた。次に、デバッグや評価を

体験させるために、間違いのある手順を示し、足りない要素や順序を考えさせた。場面を想

像しながら楽しそうにペアで話し合う姿が見られた。そして、身の回りにも手順が書けそう

な題材が多くあることに気付かせるために、自分で決めたことについての手順を書かせ、問

題として見せ合う活動を取り入れた。「分数の足し算の仕方」について書いた児童や、他の教

科でも使えるのではないかと感じている児童も

いた。手順に意識を向けさせるために、児童が書

いた手順を廊下に掲示した（図２）。振り返りの

記述には、「普段、何気なくやっていることにも

一つ一つ手順があることが分かった」「プログラ

ムや手順を書くことでよく考えられる」「手順を

書くと自分のことや相手のことがよく分かった」

「書くことで行動を改善することができる」と

いった意見が見られた。 

    以上のことから、日常生活で無意識に行ってい

る手順を図３のように可視化させることで、多く

の児童が手順というものを意識できたことがう

かがえた。しかし、「朝の支度」の手順を書く活

動では、どの程度のまとまりで表現させるかにつ

いては統一ができなかった。自分の行動を一つ一

つ思い浮かべながら「階段を降りる」「パジャマ

を脱ぐ」「靴下をはく」など、行動を細かく書く

児童も見られ、要素を書き込む枠の数の設定に課

題が残った。 

イ プログラミング的思考の視点を取り入れた算数科の授業実践 

学級活動の時間を使って、必要な要素を取り出し手順を書く活動や、手順を見直し気付き

をもつ活動を自分の生活と結び付けながら体験させることで、手順を書くというイメージを

捉えさせることができた。その後、児童が算数科において論理的に考えを進めるための授業

実践に入った。 

(ｱ) 単元の概要 

本単元では、長方形や正方形の面積の学習を踏まえ、直線で囲まれた基本的な図形の面

積を求める。その際、必要な部分の長さを測り、既習の長方形や正方形などの面積の求め

方に帰着させて計算によって求めたり、新しい公式をつくり出し、それを用いて求めたり

することができるようにすることを主な狙いとしている。具体的には、三角形や平行四辺

形、台形及びひし形の面積の求め方を、既習の求積可能な図形の面積の求め方を基に考え

ていく。既習の求積可能な図形を根拠に、式の説明をしたり公式をつくり出したりするた

め、単元を通して、論理的に考えを進める力を育てることができると考えた。  

図３ 学級活動で児童が使ったワークシート 

図２ 児童が作った手順の掲示 
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授業実践の主な学習活動と評価規準を位置付けた単元計画を表５に示す。 

(ｲ) プログラミング的思考の視点を取り入れた主な活動と考察 

第５時までの授業で、プログラミング的思考の視点を取り入れた主な活動（表６）と考

察を以下に示す。 

表６ プログラミング的思考の視点を取り入れた活動の実際 

学習活動 教師の発問（Ｔ）、児童の反応（Ｃ）、指導上の留意点（●） 

【算数科】第２時 

 

・三角形の面積を求める。

（分解を促す活動） 

Ｔ：今の三人の考え方が分かりますか。 

●それぞれの考え方を具体物を用いて説明させることで、図と式のつながりを捉え

ることができるようにする。 

〈全体の場で具体物を操作しながら説明する様子〉 〈ワークシートへの書き込み〉 

次 時 主な活動 
評価の観点 

評価規準 
関 考 技 知 

一 

１ 

本単元の学習課題を捉える。直角三角

形の面積の求め方を理解する。 ○  ○  

既習事項を想起し、学習に取り組もうとし

ている。直角三角形の面積を求めることが

できる。 

２ 
一般の三角形の面積の求め方を考え

る。 
 ○   

一般の三角形の面積の求め方を考え、説明

することができる。 

３ 
三角形の面積を求める公式を考える。 

  ○ ○ 
三角形の面積の求め方の公式を理解し、面

積を求めることができる。 

４ 
公式を使って、三角形の面積を求め

る。 
  ○  

底辺を決定し、三角形の面積を求めること

ができる。 

５ 

公開 

四角形の面積を三角形分割の考え方

を用いて求める。 
 ○ ○  

四角形を三角形に分割する考え方を用い

て、四角形の面積を求めることができる。 

二 

６ 
四角形の面積の求め方をいろいろに

考える。 
 ○   

平行四辺形の面積の求め方を考え、説明す

ることができる。 

７ 
平行四辺形の面積を求める公式を考

える。 
  ○ ○ 

平行四辺形の面積の求め方の公式を理解

し、面積を求めることができる。 

三 

８ 

高さが外にある三角形や平行四辺形

にも、公式が適用できるか考える。  ○ ○  

高さが外にある三角形や平行四辺形につい

て、公式を用いて面積を求めることができ

る。 

９ 
台形の面積の求め方を考え、面積を求

める公式を考える。 
  ○ ○ 

台形の面積の求め方の公式を理解し、求め

ることができる。 

10 
ひし形の面積の求め方を考え、面積を

求める公式を考える。 
  ○ ○ 

ひし形の面積の求め方の公式を理解し、求

めることができる。 

11 
練習問題に取り組む。 

  ○  
公式を用いて面積を求めることができる。 

四 

12 
三角形の求積公式の高さや底辺を変

えた時の、面積との関係を調べる。 
 ○   

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。 

13 

学習内容を振り返り、まとめる。 

○  ○ ○ 

面積を求める公式を理解し、面積を求める

ことができる。感想を書くことに取り組ん

でいる。 

表５ 「面積」の単元計画（13 時間） 



- 67 - 

・三角形の面積を求める

手順を考える。（順序立

て・一般化を促す活動） 

Ｔ：２×６＝12 の式は、何を求めていますか。 

Ｃ：長方形の面積 

●一つずつの式で何を求め

たのかを問うことで、手 

順に使う言葉を捉えるこ

とができるようにする。 

Ｔ：それぞれの考え方で三

角形の面積を求める手

順を書いてみましょ

う。 

●一つ目の要素を共有する

ことで、続きの手順を引き出すことができるようにする。 

【算数科】第４時 

 

・振り返りをワークシー

トに記述する。（デバッ

グ・評価を促す活動） 

Ｔ：三角形の面積を求める手順を考えてみて、気付いたことは何ですか。 

●前時に書いた手順を見直させることで、本時の手順とのつながりを捉えることが

できるようにする。 

     〈第３時に書いた手順〉        〈第４時に書いた手順〉 

第２時では、教科書に示してある図と式を結び付けるために、式を分解して一つずつの

数の意味を確認し、言葉に置き換えていった。図の変形を捉えることが難しい児童が多かっ

たため、具体物の操作に時間を割くこととし、ペアで操作しながらの対話を促していった。

その後、分かったことをワークシートに書き込む際には、式と図を矢印で結んだり、式の

横に言葉を書き足したりする姿が見られた。指導案では、まとめとして手順を書く活動を

計画していたが、一人ひとりにしっかりと操作させることを優先させ、手順は振り返りで

書かせることとした。枠の数を限定した上で手順の一つ目の要素を全体で共有し、手順の

続きを考えさせた。一つ目の要素として用意していた「三角形を長方形とみる」という表

現は、分かりにくかったようだ。「三角形をまわして、長方形にする」といったような、児

童が行った操作を言葉にする方が書きやすいことが分かった。それまでの活動で、式の意

味がしっかりと理解できていれば、手順の続きはすぐに書くことができていた。 

第３時と第４時は、底辺が分かる場合と、底辺を自分で決める場合に分けて、三角形の

面積の求め方の手順を書かせた。第４時では、底辺をどこにとっても、三角定規を使って

高さをとれば面積は求められることを理解させるとともに、高さのとり方は前時の既習事

項なので、手順を書くことで前時や次時とのつながりにも気付くことを狙った。既習事項

がきちんと理解できていれば、本時での手順が短く書けるが、細かく書こうと思えば手順

が増える。手順の内容は児童の理解度にもよるため、ここでは枠の個数の制限は設けなかっ

た。手順を見取ることで、児童のつまずきにも気付くことができると考える。 

以上のように、手順を書く活動を毎時間設定し、単元を進めていった。 

 

〈児童のワークシート〉 
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(ｳ) 第５時の授業の概要 

「面積」の単元の第５時で、四角形の面積を三角形分割の考え方を用いて求めることを

狙って、公開授業実践を行った。授業デザインシート（表７）に、取り出させたい言葉、

書かせたい手順、表出させたい説明、それぞれの場を設定するための発問を記入してから

授業に臨んだ。児童に表出させたい説明を明確

にすることで、その説明を助ける手順と、手順

を書くために必要な言葉も具体的に挙げるこ

とができる。また、必要な言葉を取り出させる

ための手立てを考えることとなり、教材研究に

役立つと感じている。さらに、授業デザイン

シートを基に、児童用のワークシート（図４）

も準備した。問題を１問解いてから手順を書

き、適用題を解く、そして、振り返りを書くと

いった流れで作成した。 

表７ 「面積」第５時の授業デザインシート 

ねらい 
四角形を対角線で二つの三角形に分割することを通して、三角形の公式を用いて四角形の面積を求め

ることができる。 

活動 必要な要素を取り出し手順を書く活動 手順を見直し気付きをもつ活動 

授業の

流れ 

学習活動２：問題を解く。 

・みんなで答えの確かめをし

ましょう。 

学習活動３：手順を書く。 

・解き方をまとめましょう。 
学習活動４：適用題を解く。 

・解き方を説明してみましょう。 

めざす姿 

【取り出させたい言葉】 【書かせたい手順】 【表出させたい説明】 

 

９×６÷２＋９×２÷２＝36 

９×６÷２＝27…三角形の面積 

     （底辺×高さ÷２） 

９×２÷２＝９…三角形の面積 

27＋９＝36…面積を合わせた 

        36 ㎠ 

 

 

 

まず、対角線を引いて二つの三

角形に分けます。 

次に、面積をそれぞれ求めます。 

７×２÷２＝７ 

  ７×４÷２＝14 

そして、求めた面積を足します。 

７＋14＝21 で、四角形の面積は、

21 ㎠です。 

発問例 

（抽象化・分解を促す発問） 

この式は何を求めていますか。 
（順序立て・一般化を促す発問）  

四角形の面積を求める手順はど

うなりますか。 

（デバッグ・評価を促す発問） 

どうやって面積を求めたのかを 

手順に沿って説明してみましょう。  

(ｴ) 第５時の授業の実際 

第５時の授業実践の実際を表８にまとめた。 

対角線をひいて二つの三角形に分ける。

三角形の面積をそれぞれ求める。

二つの三角形の面積を合わせる。

四角形の面積の求め方

表８ 第５時の授業実践の流れと実際 

学習活動 教師の発問（Ｔ）、児童の反応（Ｃ）、指導上の留意点（●） 

学習活動１：前時まで

を振り返り、本時の課

題を確認する。 

Ｔ：この図形（一般の四角形）の面積を求めることができますか。（抽象化を促す発問） 

Ｃ：三角形に分ければよい。 

●既習事項を整理することで、三角形の公式を使えばよいと気付くことができるように

する。 

学習活動２：四角形の

面積を求める。 

Ｔ：四角形の面積は、どれだけになるでしょう。         

●高さを赤、底辺を青でかかせることで、三角形をどの向きで見ているのかを明確にす

る。 

Ｔ：この一つの式で何を求めたのでしょうか。(分解を促す発問) 

図４ 第５時で児童が使ったワークシート 

対角線 

 ７×４÷２+７×２÷２＝21 

21 ㎠ 
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(5）研究の考察 

ア 第５時の授業実践について 

(ｱ) 必要な要素を取り出し手順を書く活動 

     学習活動１：前時までを振り返り、本時の課題を確認する。（抽象化） 

四角形を三角形に分割すればよいと気付かせるために、どんな既習事項を使うかを問う

と、児童は対角線を引いて三角形に分割することをすぐに思いつき、対角線の引き方は２

通りだということまで捉えた。これは、１学期の学習「合同な図形」で三角形に分割して

合同な四角形をかいた経験が生きているためと考えられる。 

学習活動２：四角形の面積を求める。（分解） 

対角線を引いて二つの三角形に分けることを確認してから、各自で問題を解かせた。手

順に必要な要素を意識させるために、どうやって解いたのかを全体の場で説明させ、どん

な言葉を使っていたかを聞き返した。すると、「対角線」「三角形」「二つ」という手順

を考えるのに必要な言葉に気付き、ワークシートに書き込む姿も見られた。また、解決過

程を言葉に置き換えるために、一つずつの式で求められているものは何かを問うと、児童

は「三角形の面積」「合わせた」と答え、式と図を線でつないでいた。これは、一つずつ

式を取り上げて考えることで、式と図や言葉を対応させやすくなったからだと考えられる。 

Ｃ：三角形の面積。 

●式に沿って説明させることで、手順に必要な要素を捉えることができるようにする。 

〈全体の場で四角形の面積の求め方を説明する様子〉  〈児童のワークシートの一部〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習活動３：四角形の

面積を求める手順を

考える。 

Ｔ：四角形の面積を求める手順はどうなりますか。 

（順序立て・一般化を促す発問） 

●一つ目の要素を共有することで、その続きの手順を

考えやすくする。 

Ｔ：互いの手順を比べてみましょう。 

●手順を比べることで、違いに目を向けさせて、互いの

考え方を知り、助言や感想を伝え合うことができる

ようにする。 

学習活動４：適用題を

解き、解き方の説明を

する。 

Ｔ：適用題を解いてみましょう。 

Ｔ：どうやって面積を求めたのかを説明してみましょ

う。（デバッグ・評価を促す発問） 

●面積の求め方を手順に沿って説明させることで、自

分の考えた手順がよいものかどうかを判断すること

ができるようにする。 

（評）四角形の面積を求めることができる。 

              【ワークシート、観察】 

学習活動５：本時の学

習を通して、分かった

ことを記述する。 

Ｔ：四角形の面積を求める手順を考えてみて、分かったことは何ですか。 

(ワークシートの記述内容から） 

・四角形の面積を求めるときも三角形の面積と同じ公式を使って求めることが分か

りました。 

・五角形や六角形も三角形を基にして求められるので実行したいです。  

・前に習った合同な四角形をかくときと同じように面積も求められました。  
 

〈手順を考える様子〉 

 

〈ペアで説明し合う様子〉 



- 70 - 

学習活動３：四角形の面積を求める手順を考える。（順序立て・一般化） 

多くの児童が問題を解いた後に式の意味を考えて、自分の解き方を振り返っている姿が

見受けられた。式を基にして、自分なりの手順を書くことで、解決過程を確認していた。

手順を考えやすくするために、要素を書く枠を四つ示し、およその見通しをもたせた。ま

た、一つ目の要素は、児童から出た言葉を用いて全体で共有し、「対角線を引いて、三角

形二つに分ける」とした。そうすることによって、児童は具体的な数を使ってではなく、

言葉を使って手順の続きを書いていった。その結果、自分なりの手順を 29 人中 28 人が書

くことができた。書かれた手順の内容は様々である。書けなかった１人も途中までは書く

ことができていた。これは、式の順序に沿って、手順を書いていけばよいことに気付いた

からだと考えられる。 

児童が書いた手順を必要

な言葉の数で分類してみ

ると、四つのグループに分

けられた（表９）。必要な

言葉が三つ入っている手

順（図５Ⅰ）は、四角形を

二つの三角形に分けて、そ

れぞれの面積を求め、面積

を合わせたことが書いてあるも

のである。必要な言葉が二つ入っ

ている手順（図５Ⅱ）は、およそ

の解決の手順は捉え、式と答えは

求めていたのだが、例えば、言葉

では二つの三角形の面積をそれ

ぞれ求めたことが抜けているも

のである。必要な言葉が一つのも

の（図５Ⅲ）や、一つもないもの

（図５Ⅳ）は、本人なりの手順に

はなっていた。 

以上のことから、必要な要素を

取り出し手順を書く活動におい

て、式や板書を手掛かりに、大切

な言葉を見出し、見出した言葉と

式を照らし合わせながら手順を

書くことは、有効な手立てだったといえる。 

(ｲ) 手順を見直し気付きをもつ活動 

     学習活動４：適用題を解き、解き方の説明をする。（デバッグ・評価） 

     適用題に取り組ませると、手順を見直したり、手順に使った言葉をつぶやきながら解い

たりしている児童が見られ、29 人中 27 人は１問以上解けていた（表 10）。誤答だった２

人は、手順は書いていたが、必要な言葉がないⅣグループの手順だったことから、書いた

手順の内容と適用題の解答には、関連があると分かった。 

表９ 授業実践で児童が書いた手順の解答類型による分類 

 手順に必要な言葉の数 解答類型 人数 

Ⅰ 
必要な言葉が三つ
とも入っている 

Ａ「面積を求める」（「公式」、「底
辺×高さ÷２をする」でも可） 

Ｂ「２つの・それぞれ」 
Ｃ「たす・合わせる」 

12 人 

Ⅱ 
必要な言葉が二つ
入っている 

Ａ「面積を求める」がない １人 

Ｂ「２つの・それぞれ」がない ８人 

Ｃ「たす・合わせる」がない ２人 

Ⅲ 
必要な言葉が一つ
入っている ＢＣがない ２人 

Ⅳ 必要な言葉がない ＡＢＣがない ４人 

  合  計 29 人 

Ⅰ 

Ⅲ Ⅳ 

Ⅱ 

図５ 児童が書いた手順 



- 71 - 

また、ペアで説明し合わせると、説明する側、聞

く側の両方に手順が有効に機能していた。説明する

児童は、手順を見ながら説明し直したり、説明を聞

く児童は、手順を指さしながら助言したりする姿が

見られた（図６）。さらに、適用題を解いたり説明

し合ったりすることを通して、自分が書いた手順の

不十分さに気付き、言葉を書き加えている児童もい

た（図７）。これは、書いた手順を使って説明して

みたからこそ、よりよい手順に気付いている姿である。 

学習活動５：本時の学習を通して、分かったことを記述

する。（デバッグ・評価） 

手順を書いたときには、必要な言葉を捉えていなかった

児童が、振り返りの記述では「四角形の面積を求めるとき

も、三角形の面積を求める公式を使えばよい」という授業

のねらいを捉えた記述に変化していた。また、「三角形を基に

すれば、何角形でも求められる」「前の合同な四角形をかくと

きと同じように」というように適用範囲を広げ、同じ考え方が

使えることに気付いている記述もあった。多くの児童において、

手順を書いたときと振り返りの記述との間に変容が見られたこ

とから、適用題を解いたり説明し合ったりしたことが、手順を

見直し気付きをもつことにつながったと考える。 

  イ 論理的に考えを進める力の育成について 

    以上のことから、問題解決の手順を書き出し、適用題に取り組んだり他者に自分の考えを

説明したりすることを通して、その手順を見直し気付きをもつ姿が見られたため、プログラ

ミング的思考の視点を取り入れたことは、論理的に考えを進める力を育てることにつながっ

たと考える。 

単元を通して、必要な要素を取

り出し手順を書く活動と、手順を

見直し気付きをもつ活動を繰り返

し行い、単元終了後に５年生 117

人にアンケートを実施した。図８

から「手順を書くときに、自分で

考えて書けますか」という項目で

は、81％の児童が、「手順を書くことは、説明するときに役立ちましたか」という項目では、

93％の児童が肯定的な回答をしたことが分かる。これは、他者に説明するという手順を使う

場を設定したことで、手順を書くよさを児童が実感できたからだと考える。 

    また、「手順を書くことを通して、分かったこと・よかったこと・もっとやってみたいこと」

についての児童の主な記述を以下に示す（表 11）。 

              表 11 授業実践後の手順を書くことに関する自由記述     ※下線は筆者 

【適用題を解くときに関する記述】 

・手順を書くことで式や答えがすぐわかるので便利だなと思った。 

・よく分からない問題も手順を見て順番にやれば、簡単に解くことができるということが分かった。 

表 10 手順に書いた内容と適用題正解との関係 
 手順に必要な言葉の数 人数 

適用題 

正解 

Ⅰ 
必要な言葉が三つ 
とも入っている 

12 人 12 人 

Ⅱ 
必要な言葉が二つ 
入っている 

11 人 11 人 

Ⅲ 
必要な言葉が一つ 
入っている 

２人 ２人 

Ⅳ 必要な言葉がない ４人 ２人 

 合  計 29 人 27 人 

図７ 必要な言葉が書き加えられた手順 

図６ 手順を指さしながら教え合う様子 

図８ 単元終了後に実施したアンケート 
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【説明するときに関する記述】 

・手順を書くと説明の仕方がよく分かった。 

・今まで話が行ったり来たりだったけど、話す前に順番を決めることで順序よく話せるようになった。 

【手順を書くことのよさに関する記述】 

・分からない時に手順を書くと分かりやすくなった。 

・前は手順を考えてなかったけど、今は手順を考えながらやっているので説明をするのが楽になった。 

・頭の中でやっていることが書き出されるので、今何の計算をしているか分かりやすい。他の教科でも手順を書

きたい。 

・手順を書くと改善点が見つかる。ここはどうしてダメなのと思ったら手順を書いて改善していきたい。 

・手順を書くと順番が分かるので頭が整理される。手順を書いたり頭の中で浮かべたりしていきたい。 

    手順は適用題や説明に役立ったこと、思考が整理されたこと、手順を書いてから考えよう

としていること、手順を書くことは物事の改善につながりそうだと感じていることなどが見

て取れた。算数以外の場面を想定している児童も多く、単元に入る前に学級活動で日常生活

の手順について考えたことも関係して、手順があらゆる場面で有効なのではないか、手順を

書いて思考を整理すれば問題解決に至るのではないかと感じている様子もうかがえた。つま

り、論理的に考えを進める力が育っているからこそ、問題解決のための手順の有効性につい

ての記述が多くなったといえる。 

 

３ 研究のまとめと今後の課題 

(1) 研究のまとめ 

本研究では、授業の流れの中にプログラミング的思考の視点を取り入れて、二つの活動を仕

組み授業実践を行った。その結果、論理的に考えを進める力の育成に効果があったと考える。

まず、解決への手順を意識させるために手順を書く活動を設定した。手順を書くためには、要

素を取り出し順序を決めることが必要で、そのような活動を繰り返すことにより、思考の過程

を意識しながら問題を解いている様子がうかがえた。次に、書いた手順を使うために他者に説

明する活動を設定した。よりよい説明をめざして、他者の説明と自分の説明を比較し、他者の

よいところを自分の説明に取り入れる姿、手順に気付きを書き加える姿及び分かったことを振

り返りで表現する姿が見られた。 

以上のことから、児童は自ら手順を書き出し、その手順を用いて適用題を解き、説明し合い、

よりよい解法にしていった。このような活動の中で、他者と明確な目的をもって関わり、試行

錯誤しながら手順を改善していく姿が見られるようになり、これは、論理的に考えを進めてい

る姿と考える。 

(2) 今後の課題 

   今後は、それぞれの学習内容についての要素や手順を整理し、説明する活動が活発に行われ

るように授業を仕組み、論理的に考えを進める力を育てる指導の工夫を継続して進めていく。

また、算数科の他の領域や他教科においても本研究の授業モデルに基づいた実践を行い、プロ

グラミング的思考の視点を取り入れた学習活動が、より効果的に進められるように研究を続け

ていきたい。 
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