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抄録 本研究は，小学校高学年算数科において，学習内容の意味を理解する児童を育てる指導の在り方

を探ったものである。問題解決的な学習の比較・検討場面において，再生する活動を行い，多様な考え

方を読み取らせることで，比較・検討の充実を図った。また，考え方を比較・検討する中で見いだした

共通点や相違点，きまりなどの学習内容を確かめることで納得できるようにした。その結果，児童は学

習内容の意味を理解することができたと考える。 
 

＜キーワード＞ □学習内容の意味を理解する □比較・検討場面 □再生する活動 □確かめる活動 
 

Ⅰ はじめに 

１ 主題設定の理由 

学習指導要領解説算数編(平成 20 年)には，基

礎的・基本的な知識及び技能を身に付けるとは，

数量や図形の意味を捉え，納得できるようにする

ことであり，また，生活や学習の場面で目的に応

じて適切に使っていけるように身に付けること

であると述べられている。 

これまでの自分の実践を振り返ると，問題解決

的な学習に取り組んできたものの，比較・検討場

面で，友達の考え方を読み取ることができなかっ

たり，共通点や相違点，きまりなどが見いだせな

かったりする児童が見られた。また，学習内容を

まとめた後に適用問題に取り組ませると，解決で

きない児童もいた。それは，比較・検討場面にお

いて，学習内容の意味の理解が不確かなままに授

業を進めてしまうことで，多くの児童が納得でき

ておらず，一部の児童の声を基に学習のまとめを

行うことで，児童を分かったつもりにしていたか

らだと考えられる。 

児童一人一人が学習内容の意味を理解するた

めには，学習内容の根拠となる多様な考え方を関

連付けて読み取り，比較・検討した上で共通点や

相違点，きまりなどを見いだす必要がある。さら

に，学習内容を納得することが重要であると考え

る。 

そこで，本研究では，比較・検討場面において

一つ目の考え方を読み取った後，その考え方を再

生する活動を位置付ける。児童は一つ目の考え方

を再生し，既習事項や図と式の関連などを理解す

ることで，多様な考え方を関連付けて読み取るこ

とができ，その結果，考え方を比較したり，検討

したりすることができると考える。また，比較・

検討場面の最後には学習内容を納得するための

確かめる活動を位置付ける。多様な考え方を比較

したり検討したりする中で見いだされた共通点

や相違点，きまりなどの学習内容を問題の解決に

使うことで，考え方を納得できると考える。 

以上のことから，再生する活動と確かめる活動

の工夫を通して，学習内容の意味を理解する児童

を育てたいと考え，本主題を設定した。 

 

２ 研究の基本的な考え方 

(１) 「学習内容の意味を理解する」とは 

本時の学習で扱う多様な考え方や，それらを比

較・検討する中で見いだされた本時の学習内容を

納得していることと捉える。 

「学習内容」とは多様な考え方を比較・検討す

る中で見いだされた共通点や相違点，きまりなど，

本時において児童が理解すべき知識及び技能と

捉える。 

(２) 「比較・検討場面」とは 

 本時で扱う問題に対しての多様な考え方を読

み取り，それらを比較することで，共通点や相違

点，きまりなどの学習内容を見いだしたり，検討

したりする場面と捉える。 
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(３) 「再生する活動」とは 

 児童が友達の考え方の発表を聞いた後，その考

え方を根拠となる既習事項や図，式，言葉を関連

付けながら話すことで，自らが考え方を理解する

ための活動と捉える。 

(４) 「確かめる活動」とは 

比較・検討の結果見いだされた共通点や相違点，

きまりなどを，条件を変えた問題の解決に使うこ

とで，本時の学習内容を児童が納得できるように

するための活動と捉える。 

 

Ⅱ 研究のねらい 

算数科の問題解決的な学習の比較・検討場面に

おいて，再生する活動と確かめる活動を工夫する

ことを通して，学習内容の意味を理解する児童を

育む学習指導の在り方を探る。 

 

Ⅲ 研究の視点と手だて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 本研究における手だての位置付け 
 

<視点１> 比較・検討を充実させるための再生す 

る活動の工夫 

(１) 比較・検討場面において，一つ目の考え方

を読み取った後に，その考え方について話す

活動を位置付けることで，既習事項や図，式，

言葉などを関連付けて理解できるようにす

る。 

<視点２> 学習内容を納得できるようにするた 

めの確かめる活動の工夫 

(１) 本時で扱った問題と条件を変えた問題に

取り組む活動を位置付けることで，学習内容

を納得できるようにする。内容や解き方など

の条件については本時のねらいに則して設

定する。 

 

Ⅳ 研究の概要 

１ 実態調査 

(１) ねらい 

   算数の授業における児童の実態を把握し，

授業実践に生かす。 

(２) 調査方法 質問紙法による調査 

        レディネステスト，プレテスト 

(３) 調査対象 仙台市立折立小学校 

        第６学年１組 24 名 

            ２組 23 名 計 47 名 

        第５学年１組 38 名  

(４) 調査日  平成 27年６月９日，７月 21 日 

(５) 調査内容  

学習内容の理解に関わる実態調査 

(６) 調査結果及び考察 

① 学習内容の意味の理解に関する意識調査 

算数の学習に関するアンケートを実施したと

ころ，５，６年の 80％以上の児童が「授業のまと

め」の意味が理解できる，まあまあ理解できると

いう意識を持っていることが分かった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 説明することについての意識調査 

一方，(ア)からは，それら学習した内容を言葉

で説明できるかという質問にできている，まあま

あできていると感じている児童が５年も６年も

60％程度いることが分かった（図２）。 

前述したアンケートと(ア)の結果から，児童は

授業の最後で「まとめ」に書かれたことについて
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は理解できているということが確認できた。しか

し，まとめの根拠となる多様な考え方やそれらを

比較・検討する中で見いだした共通点や相違点，

きまりなどの学習内容について説明できるまで

には理解しておらず，納得できていないのではな

いかと考えた。 

そこで，児童が多様な考え方を理解し，それら

を比較・検討する中で見いだされた共通点や相違

点，きまりなどの学習内容を納得できるような指

導の工夫が必要だと考えた。 

 

２ 授業実践の概要 

(１) 対象    仙台市立折立小学校 

        実践１ 第６学年１組 24 名 

                ２組 23 名 

        実践２ 第５学年１組 39 名 

(２) 単元名   実践１「円の面積の求め方を考えよう」 

(B 量と測定) 

        実践２「図形の角を調べよう」 

(C 図形) 

(３) 指導時数 実践１ ６時間 実践２ ７時間 

(４) 実施期間 

   実践１ 平成 27年７月６日～７月 13日 

   実践２ 平成 27年９月28日～10月６日 

(５) 指導計画 

実践１「円の面積の求め方を考えよう」(６年) 
時 ねらい 学習活動 視点１・２ 

１ 
・円のおよ
その面積
を求める
ことがで
きる。  

 

・半径10cmの円の面積の求
め方を考える。  

・半径10cmの円の面積の見
当をつける。 

視点１ 

・円に外接，内接する正方形
の面積を基に，円の面積の
検討をつける方法につい
て話す。 

２ 

・既習の面積の求め方(方
眼，三角形分割)を 活用
して，およその面積を求
める。  

・円の面積について，円周
率との関係を予想する。  

視点１ 

・方眼を用いて円のおよその
面積を求める方法につい
て話す。 

３ 

・円の面積を
求める公式
を 理 解 す
る。  

・円の面積を
求める公式
を，半径×
半径に着目
して読み取
り，円周率
についての
理解を深め
る。 

・前時の学習を振り返り，
より簡単で正確に円の面
積を求める方法を考え
る。  

・円をおうぎ形で細かく等
分割していくと，より正
確な面積の値に近づくこ
とを知る。  

・分割でできたおうぎ形を
並べ替えると，平行四辺
形から長方形に近づいて
いくことを確かめる。  

・円の面積を求める公式を
まとめる。  

視点１ 

・長方形の面積の求め方を基
に，円の面積を求める方法
について話す。 

視点２ 

・半径１０ｃｍの円の面積を
円の求積公式を使って求
め，第１時，第２時で求め
た面積と一致するかを確
かめる。 

４ 

・多様な方法
で円を含む
複合図形の
面積の求め
方を考え，
求めること
ができる。 

・複合図形の面積の求め方
を考える。  
 

・各自の考えた求め方につ
いて発表し，検討する。  

視点１ 

・図の式で表わされた考え方
について話す。 

視点２ 

・長方形と円を組み合わせた
形の面積を求める問題に取
り組むことで，既習の図形を
組み合わせれば，複合図形の
面積を求められることを確
かめる。 

５ ・基礎的・基
本的な知識
及び技能の
定着を確認
し，理解を
確 実 に す
る。 

・「力をつけるもんだい」
に取り組む。 

 

６ 

・「しあげ」に取り組む。  
・③は自力解決をした後，
全員で解釈し，再生する。 

視点１ 

・正方形と円の面積の求め方
を基に，複合図形の面積の
求め方について話す。 

 
実践２「図形の角を調べよう」(５年) 

時 ねらい 学習活動 視点１・２ 

１ 

・三角形の
内角の和は
180°であ
ることを理
解し，計算
で三角形の
角の大きさ
を求めるこ
とができ
る。 

・㋐～㋔の二等辺三角
形を基に，三角形の
三つの角の大きさの
きまりを調べる。 

・㋐～㋔の二等辺三角
形では三つの角の大
きさの和が 180°であ
ることを確認し，他
の三角形についての
見通しを持つ。 

視点１ 
・二等辺三角形の内角の和
が 180°になる理由につ
いて話す。 

２ 

・いろいろな三角形に
ついて，三つの角の
大きさの和が180°に
なることを確認す
る。 

・三角形の内角の和が
180°になることを活
用して，三角形のい
ろいろな角度を計算
で求める。 

視点１ 
・二等辺三角形と直角三角
形以外の三角形の内角の和
が180°になることについ
て話す。 

視点２ 
・自分で描いた三角形の三つ
の角を分度器で測り，内角
の和を求めることで，全て
の三角形の内角の和が180°
になることを確かめる。 

３ 

・四角形の内
角の和は
360°であ
ることを理
解し，計算
で四角形の
角の大きさ
を求めるこ
とができ
る。 

・角度を測らないで，
四角形の四つの内角の
和を求める方法を考え
る。 

・各自の考えた求め方
について発表し，検討
する。 

視点１ 
・四角形を対角線で分けて，二
つの三角形にして求める方法
について話す。 

視点２ 
・四角形を三つの三角形に分け
る方法で内角の和を求めるこ
とで，四角形の内角の和は三
角形に分けることで求められ
ることを確かめる。 

４ 

・「多角
形」を知
り，多角形
の内角の和
の求め方を
考え，内角
の和を求め
ることがで
きる。 

・「五角形」「六角
形」「多角形」の意
味を理解する。 

・五角形，六角形の内
角の和を三角形に分け
て調べ，多角形の内角
の和について表にまと
める。 

視点１ 
・五角形を対角線で分け
て，三角形にして求める
方法について話す。 

視点２ 
・六角形の内角の和を求
める問題に取り組三角形
に分ければ，多角形の内
角の和も求められること
を確かめる。 

５ 

・基本図形の
敷き詰めを
通して，図
形に親し
み，その美
しさを感得
すると共
に，論理的
な思考力を
高める。 

・折り込みにある一般
四角形の同じ図形を並
べて，すきまなく敷き
詰める。 

・形も大きさも同じ四
角形が敷き詰められる
理由を考える。 

視点１ 
・形も大きさも同じ四角
形が敷き詰められるわけ
について話す。 

６ 

・敷詰め模様を作り既
習事項を基に，敷き
詰められる理由を考
える。 

 

７ 

・基礎的・基
本的な知識
及び技能の
定着を確認
し，理解を
確実にす
る。 

・「しあげ」に取り組
む。 
・④は自力解決をした
後，全員で解釈し,再
生する。 

視点１ 
・三角定規を組み合わせ
てできた角度の和の求め
方について話す。 
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３ 授業実践の内容と結果および考察 

<視点１> 比較・検討を充実させるための再生す 

る活動の工夫 

 児童から出された考え方の比較・検討を行う際，

一つ目の考え方を読み取った後に，再生する活動

を設定した。 

既習事項や図，式，言葉を関連付けながら再生

することで一つ目の考え方を理解することがで

き，その考え方と関連付けながら他の考え方を読

み取ったり，比較したりできるようになると考え

たためである。 

実践１の第３時では，長方形の求積公式を基に

円の求積公式を作る学習を行った。 

比較・検討場面では，自力解決において児童が

考えた言葉の式「(半径)×(円周)÷２」について

読み取り，共有した(資料１)。 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料１ 実践１ 第３時の板書① 
一つ目の考え方を読み取った後に，「この式の

意味を，隣の人に説明してみましょう。」と指示し，

再生する活動を行った。以下はその様子である(資

料２)。 

 
 
 
 
 
 

資料２ 実践１ 第３時のある児童の再生 

再生する活動の後，児童の意見から，「(半径)×

(直径)×(円周率)÷２」を取り上げて読み取った。

児童は，一つ目の考え方を基に関連付けて考え，

「(半径)×(円周)÷２」の(円周)の部分は，「(直径)
×(円周率)」に置き換えられると気付いた(資料３‐

Ａ)。また，「かけ算の式は数の順番を変えても答え

は変わらない」という児童の発言から，計算のき

まりを使うと，「(直径)×(円周率)÷２」の式を (直
径)÷２×(円周率)と表現でき，更に(直径)÷２を

(半径)と置き換え，(半径)×(半径)×(円周率)と

表現することができることに気付いた(資料３‐Ｂ)。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 3 実践１ 第３時の板書② 

その上で，教師が「どの式が公式として一番簡

単に求められそうですか。」と考え方の序列化を

求めた発問をした。児童は三つの言葉の式を比

較・検討し，「円周を求めるのは，時間がかかる」

や「できるだけ手順が少ない方がいいから直径÷

２は手間がかかる」などの意見が出された。最終

的に「(半径)×(半径)×(円周率)」が最も扱いや

すいということを見いだした。 

 比較・検討の様子から，再生する活動を通して，

多くの児童が三つの言葉の式を関連付けながら

読み取ることができたのではないかと考える。ま

た，それらを理解し，比較・検討したことで，最

も扱いやすい公式を見いだすことができたと考

えられる。 
 児童の学習感想からは，再生する活動を通して，

一つ目の考え方を理解したことで，多様な考え方

を読み取ることができたことや，それぞれの考え

方を比較して考えられたことが分かる (資料４)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料４ 実践１ 第３時の学習感想 

第４時では，円を含む複合図形の面積の求め

方を考える学習を行

った(資料５)。 

比較・検討場面で

は，扇形と三角形を

組み合わせる考え方

・今日分かったことは，(半径)×(半径)×(円周率)で円の面
積が求められるということです。途中｢(直径)÷２｣の意味
が分からなかったけど，半径のことだと分かってよかった
です。(式の意味を理解している児童) 

・最初から公式は知っていて，(半径)×(円周)÷２と(半
径)×(半径)×(円周率)と，どうしてつながるのか分からなか
ったけれど，途中で J さんの｢(半径)×(直径)÷２｣の公式を
見て，つながりました。(多様な考え方を読み取っている児童) 

・(半径)×(半径)×(円周率)の公式は，自分が考えた(半
径)×(直径)×(円周率)÷２よりも簡単で使いやすいなと思
いました。 
(比較・検討の中で，よりよい表現に気付いた児童) 

C：縦の長さは，円を割った時にちょうど半径の長さに当たりま
す。(鉛筆でノートの円をなぞりながら)…資料１－Ａ実線部分 
なので，まず半径と書きます。…資料１－Ｂ実線部分 
次に長方形の横の長さは，ぐるっと円を一周回った時の円周
の長さの半分に当たるので，円周を半分に割るということで
円周÷２をします。…資料１－Ａ・Ｂ破線部分 
なので，円の面積は半径×円周÷２という公式で求められます。 

  
 

長方形 

円周の半分 
半径 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

Ｂ 

 
資料５ 実践１ 第４時の問題 

１０㎝ 

１０㎝ 
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を，図を使って表した式から読み取り，考え方

を共有した。その後，再生する活動を行った(資

料６)。 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料６ 実践１ 第４時のある児童の再生 
児童はペアになり，黒板やノートに貼られた複

合図形を指でなぞったり，図の式と数の式を交互

に示して関連付けたりしながら再生した。中には，

板書やノートを見て話す児童や途中で滞る児童

もいた。話し手の再生が滞った時には，聞き手の

児童がキーワードや言いたいことをくみ取って，

付け足したり言い換えたりしたことを参考にし

ながら最後まで取り組んでいた。なかなか活動が

進まないペアには，教師が黒板やノートに書かれ

たキーワードなどを参考にするよう声掛けした

り，図の式と数の式のつながりを一緒に確認した

りしながら再生させることで，児童が考え方を理

解できるよう支援した。 

再生する活動の後に，他の考え方の読み取りを

行った。以下はその場面の授業記録である(資料７)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料７ 実践１ 第４時再生後の比較・検討場面 

下線部分の様子からは，①児童が一つ目の考え

方を再生することを通して，数の意味と式，図と

図の式のそれぞれを関連付けて理解できたこと， 

②別の考え方を表した数の式を読んだときに，一

つ目の考え方を基にして数から図形を想起した

こと，が考えられる。 

授業後の学習感想にも，「K さんのような見方が

あり，すごいと思った。」や「K さんの考え方が，

一番分かりやすかった。」などの内容が見られ，多

くの児童が K児の考え方を理解し，他の考え方と

比較することができたことが分かる。 

実践２第４時では五角形の内角の和の求め方を

考える学習を行った(資料８)。 

比較・検討場面では，一つ目

の考え方として頂点から対角

線を引き，三つの三角形に

分ける方法について取り上

げ読み取った。数名の児童が考え方について発表

し，全体で共有した。その後，その考え方を再生

すると，どの児童も式と図とを関連付けながら話

すことができた。以下は，実際の児童の再生の様

子である(資料９)。 

 
 
 
 
 

資料９ 実践２ ある児童の再生 

再生する活動の後，二つ目の考え方として，図

形内に任意の点を取り，頂点

と結んで五つの三角形に分け

る考え方の図(資料 10)を提示

し，「○○さんの考え方が

見える人」と問うと，10

数名の児童が挙手をした。二つ目の考え方につい

ても，数名が発表した後に，自分が理解できてい

るかをペアで説明して確認する機会を設けたと

ころ，ほとんどの児童が説明する様子が見られた。

これは，児童が再生する活動を通して理解した一

つ目の考え方と他の考え方を関連付けて読み取

り，その考え方について説明できる程度まで理解

することができた姿と捉えることができる。 

実践授業の様子や，学習感想などを踏まえると，

比較・検討場面に再生する活動を位置付け，一つ

目の考え方について既習事項や図，式，言葉を関

連付けながら話すことで，その考え方について理

解できたことが分かる。また，一つ目の考え方を

基に，その他の多様な考え方を関連付けて理解で

きるのではないかと考えられる。さらに，多様な

考え方を理解することにより，それらを比較・検

T ：続いて Kさんの考え。こういう式を書きました。 
(100-78.5＝21.5 78.5－21.5＝57 と板書する) 

C１：あ。楽だ。すごい。(式から図が見えた児童の様子) 

T ：○○さん，78.5 は，どの図形ですか。 
C２：扇形です。 
T ：では，21.5 は？(図の式を書きながら) 

 
C２：あ！あまりの部分を引けばいいんだ。 
C３：あ！葉っぱだー！見えた！！ 

C４：このやり方すごい。(うなずきながら) 
(多数の児童の拍手) 

C５：こっちの方が，簡単だ。 

  － ＝    － ＝  

C：まず角 Aから対角線を引いて，三つの三角形に分け 
ます。(対角線を指でなぞる) 

 この三つです。(三角形ア，イ，ウの辺を指でなぞる) 

  三角形の三つの角の和は 180°なので式で言うと  
180×３＝540   答えは，540°です。 

資料 10  
実践２第４時で扱った考え方② 

C：まず，おうぎ形から三角形を引くと，葉っぱの半分が出てき

ます。(図の式と基の複合図形を指さす) 
 
 
その半分が２個集まると，葉っぱの形になります。 
式で表すと，(図の式をなぞりながら) 
(78.5-50)×2＝57 なので，面積は 57 ㎠です

図の式 － ＝    ×２＝  
数の式 78.5 – 50＝23.5   23.5 ×2 ＝57 ウイ ア 

資料８  
実践２第４時で扱った考え方① 
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討することができ，共通点や相違点，きまりなど

を見いだすことができるのではないかと考える。 

 以上のことから，再生する活動を位置付け，そ

の上で他の考え方を読み取るなど，展開を工夫す

ることが比較・検討を充実させることに有効であ

ることが分かった。 

 

<視点２> 学習内容を納得できるようにするた

めの確かめる活動の工夫 

単元のうち，数時間に確かめる活動を位置付け，

本時の問題と条件を変えた問題に取り組ませた。   

比較・検討した多様な考え方の共通点や相違点，

きまりなどについて確かめることで，児童が学習

内容を納得できるようにしたいと考えたためで

ある。 

実践 1の第 3 時では，半径の長さが入っていな

い図を基に円の求積公式を考えた。そこで，確か

める活動として，条件を変え，半径 10ｃｍと数値

の入った円を提示し，面積を公式を使って求める

こととした。 

前時までに，半径 10ｃｍの円の面積は約 310 ㎠

であると求められており，公式を使って求めた面

積が 310 ㎠と近い値になることを通して,公式に

納得させたいと考えたからである。 

以下は確かめる活動とその後の児童の反応の

様子である(資料11)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 11 実践１ 第 3時の確かめる活動 

これら児童の様子からは，円の求積公式を用い

て求めた面積と，前時までに方眼などを用いて求

めたおよその面積がほぼ一致することを確かめ

られたことが分かる。 

学習感想では，「今まで公式は知っていたが，ど

うやってできたかは知らなかったので，分かって

良かった。」など，公式の意味が理解できたことに

ついての記述が複数名見られたことから，確かめ

る活動を通して，求積公式の確かさに納得できた

様子がうかがえる。 

 第４時では，授業で扱った図形以外の複合図形

(資料12)についても，既習の図形を組み合わせると

いう考え方を

使えば，面積

を求めること

ができるのか

を 確 か めた 

(資料13) 。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 13 実践１ 第４時の確かめる活動 

下線部の児童の様子からは，多くの児童が既習

の図形を組み合わせるという意識を持っており，

確かめる活動を通して，納得できたと考えられる。 

一方で，基の複合図形の中に既習の図形を見付

ける段階でつまずく児童も数名見られた。問題の

理解や見通しを持つ場面で複合図形の中に見え

る既習の図形を描き出したり，着色したりするな

どの手だてを講じることで，つまずきを解消でき

たと考える。 

このことから，確かめる活動を行う際には，児

童全員が確かめるために必要な知識を理解でき

るようにしておく必要があると分かる。 

実践２においても同様に学習内容を納得でき

るよう，確かめる問題に取り組ませた。 

第２時では，全ての三角形において三つの角の

和が 180°になることを確かめた。授業では，教

師が提示した三角形を使用したため，条件を変え，

T：今まで習った図形を組み合わせればいいんだね。では，そ
れが他の図形でも言えるのか確かめてみましょう。(確かめ

のプリントを配付) 
C1：なんだこの形。 
C2：扇形が見える。 
C3：扇形って，どうやって求めればいいんだっけ。 
T：ちなみに，どんな図形が見えていますか。 
C4：扇形 
C5：長方形 
C6：これ，半円かなあ。 
C7：よっしゃ。できたあ。 
C8：先生ちなみに，これ面積いくつになりますか。 
T：27.5 ㎠です。皆さんどうですか。 
C9：よっしゃあ。できた。 
C10：当たってる。よかった。 
C11:やり方は当たってるはずなのに，答えがずれるなあ。 

  
 

資料 12 第４時の問題(左)と確かめ問題(右) 

T：(半径)×(半径)×円周率の公式が良いと思っている人が多い
ようですね。(児童うなずく)でも，本当に面積が求められ
ますか。確かめて見ましょう。昨日までに求めた面積と近
くなるかな。  

 
 
 
 
 

 
C5：できた。(両手をあげる) 
C6：いけました。 
T ：どう。本当に半径×半径×円周率で求められるかな。 
C：(数名黙って何度かうなずく，笑顔を見せる) 
C7：できた？ 
C8：うん。オッケー。  (近くの児童同士で確認する) 

 
１０㎝ 

１０㎝ 

１０㎝ 

１６㎝ 

８㎝ 

８㎝ 
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児童が自分で描いた三角形の角度を測り，確かめ

た。以下は，第二時の授業記録である(資料14)。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 14 実践２ 第２時の授業記録(５年) 

下線部分の発言

に見られるように

児童一人一人が作

図した 38 通りの

三角形(資料 15)を

調べた結果を一般

化することを通して，児童は全ての三角形の三つ

の角の和は 180°になるということに対しての印

象を強めることができたと考えられる。第２時の

学習感想からは多くの児童が三角形でも内角の和が

180°であることに納得している様子が見られた(資

料16)。 

 
 
 
 

資料16 児童の学習感想 

実践２終了時に児童に確かめる活動の効果に

ついて聞き取り調査を行ったところ，以下のよう

な感想が述べられた (資料17) 。 

 

 
 
 
 
 
 

資料 17 実践２後の聞き取り調査の結果 

実践１，２の授業の様子や，学習感想などを踏

まえると，集団で比較・検討を行った後に，比較・

検討の中で見いだされた学習内容を本時と条件

を変えた問題の解決に使うことで，その考え方を

児童一人一人が理解することができると考えら

れる。さらに，問題が解けるということを通して，

その考え方に対して自信を持つことができるよ

うになるのではないかと考えられる。 

 以上のことから，確かめる活動を位置付け，学

習内容を使って本時の問題と条件を変えた問題

を解決することで，児童が学習内容を納得できる

ようになると分かった。 

実践後，資料 17③の感想を述べた児童に視点１

と視点２を通しての自らの変容についてインタ

ビューを行った。この児童は，実践２の３時間目，

四角形の内角の和を求める学習において，自力解

決ができなかった。以下はインタビューの記録で

ある(資料18)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 18 ある児童のインタビュー記録 

児童の発言からは，友達が発表した考え方を，

再生したり，実際に使って確かめたりすることを

通して，聞くだけでは不確かであった友達の考え

方を理解していることが分かる。また，自力解決

できなくても二つの手だてを通して，自分の考え

として理解できたのではないかと考える。 

実践１・２の事後調査として，再度「学習のま

とめの理解」と「学習内容を説明できるか」につ

いての意識調査を行った。 

まとめの理解については 90％以上の児童が分

T：ここまで，三角形の三つの角の和は 180°だろうと分かっ

てきましたが，今日までの勉強で，｢全て｣の三角形の三つ
の角の和が 180°と言えますか？ 

C1：言える。 
C2：絶対なるね。 

(うなずく子，首をかしげる子，困った顔をする子) 
T：本当にそうかな。では，確かめてみましょう。今まで，調べ

た三角形は全部先生が用意したものだから，今度は皆さん
が自分で三角形を描いて調べてみてください。38 通り全部
180°になったら，さすがに 180°と言えそうですね。 

C3：よし，(先生に)信じさせよう。(数名うなずく) 
作業後次々と･･･ 

C4：先生 180°になりました。(教師のそばに来てささやく) 
C5：よっしゃ。できた。(手をたたく) 
C6：おれ，こんな変な三角形でも 180°に近くなったよ。でも

１度ずれた。 
C7：どう。できた。 
C8：うん。なった。 

 
資料 15 第４時の児童の確かめ 

・全部は同じにならないのではないかと思っていたけれど，直角三角

形も二等辺三角形も普通の三角形でも三つの角の大きさの和は

180°になると分かった。 

・自分で描いた三角形でも180°になると分かってすっきりした。 

①みんなの考えの共通点を探した後に確かめる活動をすると，

その考えが正しいかどうかの確認になると思います。 
②みんなと勉強して分かったことが，確かめることで本当にそ

うなんだなぁと思えました。 
③私は自分の考えが書けないことが多かったけど，友達の考え

を聞いて考え方が分かって，それを使って問題を解くと，そ

の考えが自分のものになります。だから，その時間で分かっ

たことを自信を持って言えるようになりました。 

(近くの児童同士で確認する) 

○ 自力解決 
Ｃ：三角形に分けるというのはなんとなく分かったんだけれ

ど，実際に何をすればいいか分からなくて，書けなかっ

た。 
○ 一つ目の考え方の読み取り 
Ｃ：図を見たり，友達の考えの発表を聞いたりして，何とな

く分かったが，説明してと言われたらできないと思った。 
○ 再生する活動 
Ｃ：友達の発表と同じようにやってみたら，自分でもでき

て，友達がどう考えたのか分かった。 
→一つ目の考え方について理解している 

○ 他の考え方の読み取り 
Ｃ：一つ目のやり方の式と見比べると，180×２は三角形が二

つ分という意味だったから，180×４は四つの三角形に
分けたと分かった。 

→一つ目の考え方と関連付けて他の考えを読み取っている 
○ 比較・検討 
Ｃ：他のやり方とか，考え方の同じところとかも，みんなの

意見を聞いていたら，分かるようになってきました。 
→比較しながら聞いている 

○ 確かめる活動 
Ｃ：みんなの考えを自分で使ってみて，解けたときに，本当

に自分で分かったと思えた。 
→本時の学習内容を納得している 
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かる・まあまあ分かると回答した。学習を説明で

きるかについては，５・６年共に，学習したこと

を説明できる・まあまあできると回答した児童が

80％程度(６年 30 人，５年 35人)見られた。事前

調査と比べ，学習のまとめを理解しており， 学習

したことについて説明することのできる児童が

増えた(図４)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 児童の意識の変容 

(イ)の結果から，二つの手だてを講じたことに

より，児童が学習内容について説明できるように

理解し，納得できた児童の割合が増加したのでは

ないかと考える。 

また，事後調査として，授業で扱った考え方の

理解について，図や式，言葉などを用いて記述で

解答する評価テストを行った。５年生では 37 人

中 30人の児童が正答した。６年生でも 46人中 44

人が正答した。これは，学習内容の意味を理解し

たことによる成果と考えられる(図５)。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図５ 評価問題(記述)の結果 
 

Ⅴ 研究のまとめ 

 １ 研究の成果 

 <視点１> 比較・検討を充実させるための再生 

する活動の工夫 

 比較・検討場面において，一つ目の考え方を読

み取った後に，その考え方を再生する活動を位置

付けた。既習事項や図，式，言葉を関連付けなが

ら再生することで，多くの児童が一つ目の考え方

についての理解することができた。 

児童からは，「再生をした後には，最初に扱った

考え方と他の考え方の共通点や違いが見えるよ

うになる。」という声が聞かれるなど，一つ目の考

え方と関連付けながら多様な考え方を読み取る

ことにより，比較・検討が充実したと考えられる。 

実践授業での児童の様子や，事後調査などの結果

を踏まえると比較・検討場面において再生する活動

を工夫することが，学習内容の意味を理解する児童

を育むことに有効であることが分かった。 

<視点２> 学習内容を納得できるようにするた

めの確かめる活動の工夫 

 比較・検討場面の最後に，本時で扱った問題と

条件を変えた問題に取り組む活動を位置付けた。

児童は多様な考え方を比較・検討する中で見い

だした共通点や相違点，きまりなどの学習内容

を本時と条件を変えた問題の解決に使い，確か

めることで，納得できた。 

 実践授業での児童の様子や，事後調査などの結

果を踏まえると，確かめる活動を工夫し，児童が

学習内容を納得できるようにすることが学習内

容の意味を理解する児童を育むのに有効である

ことが分かった。 
 

２ 今後の課題 

本研究では，二つの手だてを学習過程に位置付

けることにより，児童が学習内容の意味を理解す

ることができることが分かった。しかし，これら

は教師の働きかけによるものであり，児童が自ら

学び方を身に付け，活用するには至っていない。

今後は児童がこれら二つの手だてを含む学び方

を身に付け，自ら協働的に学び合い，考え方を練

り上げていけるような授業になるよう，工夫して

いきたい。 
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