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<算数> 

わり算の意味理解を深める授業づくり 

― 数学化の過程を意識した数学的活動を通して （第３学年）― 

 

宮古島市立鏡原小学校教諭 儀 間 裕 勝    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

これまでの内容ベイスから資質・能力ベイスへの転換を掲げる『小学校学習指導要領（平成 29 年告

示）解説 算数編』（以下『解説算数編』）」において、算数科の目標の柱書で「数学的な見方・考え方

を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・能力を育成することを目指す」と示された。

数学的活動においては、単に問題を解決するだけでなく、問題解決の過程を振り返って、得られた結

果を捉え直したり、新たな問題を見いだしたりして、総合的・発展的に考察を進めていくことが重要

とされている。このことから、数学的に考える資質・能力の育成を目指すこれからの授業では、算数・

数学の問題発見・解決の学びの過程が極めて重要であると考える。従来の内容の習得を優先の課題と

した学習過程を見直し、新しい概念を形成したり体系化したりする問題解決の過程を丁寧に進める授

業づくりが求められている。  

令和２年度全国学力・学習状況調査における「示された図を用いて計算の仕方を解釈する問題」に

おける本校の正答率は 23.5％であった。また、令和２年度沖縄県学力到達度調査第５学年「示された

例をもとに正しい図を判断し、その理由を記述する問題」においても、正答率は 31.6％という結果と

なった。さらに、本学年児童を対象に実施した「問題文を絵や図に表して立式する問題」では、乗法

の問題場面を加法や減法の図に表す児童が多く、本校の児童は、図を基に考えたり解釈したりするこ

と、問題文に内在する数量関係を捉えること、演算の意味理解に課題があることが分かった。 

これまでの実践をふり返ると、日常の事象や数学の事象を数理的に捉える際、問題文にあるキーワ

ードや、絵や数直線図等に整理することで問題を解く活動を行ってきた。しかし、「なぜそのような式

になるのか」という立式の根拠や「どうしてこのように計算していいのか」という計算の仕方の意味

を問われると、説明することができない児童が多く見られた。その要因として、立式する際の活動が

問題文中の数を並べるだけの形式的なものになっており、問題場面と操作活動や式等との繋がりを理

解させることができず、演算の意味理解が不十分となったことが考えられる。また、「何のために整理

し図式化しているのか」という目的を児童に持たせることができなかったことが挙げられる。さらに、

新しい問題を解く際やテスト等において、図を用いて考える児童はほとんど見られず、図を活用する

ことで数量関係を捉えることや、問題解決に役立ったという有用感を持たせる指導が不十分であった

ことも要因の一つと考える。 

そこで本研究では、「わり算の意味を捉えさせること」を本質的な問いに据え、数学化の過程を意識

しながら、日常の事象から見いだした算数の問題を、具体物、図、数、式などを用いて解決し、結果

を確かめる数学的活動に取り組む。まず、操作活動や図を用いて問題場面の可視化を図る。次に、数

式を用いて事象を表す定式化の場面において、数式に込められた意味を、操作や図を用いて説明する

活動を行うことで、わり算の意味理解の充実を図る。その際、「なぜこのような式になるのか」「なぜ

このような図に表したのか」と問い返し思考を促す。このように、数学化の過程を意識した数学的活

動を行うことによって、わり算の意味理解を深めることができると考え、本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉  

「わり算を考えよう」の単元において、数学化の過程を意識した数学的活動を行うことによってわ

り算の意味理解を深めることができるであろう。  

 



表１ レディネス調査における児童の解答類型（Ｎ＝43 名） 

Ⅱ 研究内容  

１ 児童の実態（つまずきの分析） 

   本研究では、乗法の逆算である除法について扱うことから、乗法に関するレディネス調査を４

月に実施し、誤答分析により児童のつまずきを確認した（表１）。 

  

「九九」の正答率が 94.6％であることから、本学年児童の「乗法九九」の技能は十分身に付い

ているが、問題１～３の正答は５割に満たず、乗法の意味理解につまずきがあると考えられる。 

問題１（操作活動）では、８個のおはじきを「２個のまとまりを４つ」と表すことができるか

を問われているが、おはじきを「２個と４個で６個」置く児童が 40.5％いた。また、問題１（説

明）においても、半数以上の児童が「２×４だから２個と４個を置いた。」といった説明をしてお

り、乗法を加法的に捉えていることがうかがえる。 

問題２で多かった誤答は、テープ図を使った表現である。テープ図は、加法・減法の関係表現

で用いられる図である。乗法の式になることは分かっているが、具体的な数量関係や問題場面の

イメージができていないと考える。問題文にある「全部で～」という表現から加法の表現である

テープ図を選択し、「～ずつ」という表現から形式的にかけ算の式に表したと推測できる。また、

子どもの人数とみかんの個数の数量関係を対応させた図になっていない児童も 25.6％おり、正答

と逆の式（４×３）を立てている児童も 34.9％いた。 

以上の結果より、当該学年における乗法の意味理解には、乗法を加法的にとらえていること、

１あたり量の捉えが不十分であること、問題文に出てきた数字の順番で立式していること、とい

う課題が確認された。レディネス調査の結果を踏まえ、本研究では「１つ分の大きさ」と「いく

つ分」のどちらを求めているのかを操作活動や図等によって意識させながら数学的活動を行うこ

とで、わり算の意味理解を深める授業づくりを行う。 

 問題の概略 解答類型 誤答の分類 多い誤答 

 ２×８、５×３、７×４、９×６ 正答  94.6％   

１ ①おはじきを「2×4」の式になるように

おきましょう（操作活動）。 

 

〈正答〉 

 

正答  35.7％  ・２個と４個で、６個並べている。 

 

 

 

誤答Ａ 40.5％ 加法・減法の表現 

誤答Ｂ 11.9％ 「1 あたり量」の捉え 

誤答Ｃ 11.9％ その他 

②ならべ方のせつめいを書こう。（説明） 

 

 

 

 

正答  37.2％  ・２個と４個を置くという説明。 

誤答Ａ 53.5％ 加法の説明 

誤答Ｂ  9.3％ 言葉で説明できない 

２ 子どもが４人います。1 人にみかんを 

３こずつあげると、全部で何こですか。 

①図をかきましょう（図）。 〈正答〉 

 

 

 

正答  34.9％  ・テープ図 

 

 

 

 

・問題文に出てきた数を並べただけ。 

誤答Ａ 32.6％ 加法・減法の表現 

誤答Ｂ  6.9％ 逆の式の表現 

誤答Ｃ 25.6％ 数量関係を対応させ

ていない 

②式を立てましょう（式）。 

 

〈正答〉３×４ 

 

正答  53.6％  ・逆の式（４×３）になっている。 

・問題文に出てきた数を並べただけ。 
誤答Ａ  4.6％ 加法・減法の表現 

誤答Ｂ 34.9％ 逆の式 

誤答Ｃ  6.9％ その他 

３ 式が「3×4」になるように問題を作りま

しょう（作問課題）。 

 

正答  46.7％  ・逆の式（４×３）になる問題になっ

ている。 
誤答Ａ 16.2％ 加法・減法になる問題 

誤答Ｂ 20.9％ 逆の式になる問題 

誤答Ｃ 16.2％ その他 

問題 

九九 



２ 数学化の過程を意識した数学的活動について 

   『解説算数編』において、数学的活動は、「事象を数理的に捉えて，算数の問題を見いだし，問

題を自立的，協同的に解決する過程を遂行すること」であると示された。盛山隆雄（2018）は、

数学的活動を「算数を学ぶプロセス」と定義しており、数学的な問題発見や問題解決の過程を重

視することが求められている。また、『解

説算数編』では数学的活動の過程を「算数・

数学の学習過程のイメージ」（図１）とし

て提示している。この過程を経た学びを行

うことで深い学び等を実現することが可

能になるとし、数学的活動を充実させた授

業の実現が求められている。 

図１を見ると、「数学化」の用語は２か

所で使用されている。１つ目は現実の世界

における数学化（Ａ１）、２つ目は数学の

世界における数学化（Ａ２）である。この

２つの局面から、数学的に表現した問題を設定する過程を「数学化」と捉えることができる。小

学校段階では、身近な日常の事象を「数学化」して算数の舞台に取り上げていくことが多いこと

から、本研究では、図１の左側のサイクルを基盤とし、現実の世界から数学の問題を見いだす「数

学化」の過程に着目する。 

山野下とよ子（2018）は、意味や概念を獲得していく学びには、「現実の世界、モデルの世界、

イメージ・シェーマの世界、算数・数学の世界」という思考段階が必要であると述べている。山

野下を参考に、わり算の学習における現実の世界から数学の問題を見いだす「数学化」の過程を

３つのステップにまとめた（図２）。 

現実の世界は、児童の身の回りにある

日常の事象と言い換えられる。ステップ

１は、現実の世界をブロック等で表し、そ

れらを用いた操作活動を行う段階をモデ

ルの世界と捉える。具体的な数量関係や

問題場面のイメージを持たせ、意味理解

を促していく基礎となる段階である。ス

テップ２は、心的モデルの世界と捉える。

ステップ２の活動により、児童はステッ

プ１で培った問題場面の具体的なイメー

ジを内化し、算数の問題解決のための抽象化された図で表現する。〈具象〉のイメージを〈抽象〉

の数式に繋ぐための重要な段階であり、数式に内在する意味理解を深める重要な過程である。新

しい問題を解く際やテスト等において、図を用いて考える児童はほとんど見られないという本校

児童の実態から、積極的に図を活用していく力を育てる必要があると考えステップ２を設定した。

ステップ３の算数・数学の世界は、心的モデルの世界の認識を根拠に定式化する思考段階と捉え

ることができる。ステップ１、２の過程を行き来することで、わり算の意味理解の深化を図る。 

具体的な活動としては、操作活動（ステップ１）や図に表現する（ステップ２）ことで問題場

面を可視化する場面では、問題場面を現実の操作を通して図に表していく活動を行う。その際、

児童にとって操作と図が別々のものにならないよう、「なぜ、このような図に表したのか」を問い

返すことで、操作と図を関連させて思考する場を設定する。図から数式を見いだす過程では、「１

つ分の大きさ（いくつ分）を求めるにはどのような式が必要か」を問うことでわり算を見いだし

ていく。また、数式を用いて事象を表す定式化する場面（ステップ３）では、「なぜ、このような

図１ 「算数・数学の学習過程のイメージ」 

図２ 概念獲得のための道すじ（山野下（2018）を基に作成） 



式になるのか」「この計算で何が求められるのか」を問い返すことで、児童は、数式に込められた

意味を説明するために、図に表現する活動（ステップ２）あるいは操作活動（ステップ１）まで

振り返って思考することとなる。 

３ わり算の意味理解を深めるとは 

  除法には、「１つ分の大きさ（１あたり量）」を求める等分除と「いくつ分」を求める包含除が

あるが、どちらも同じ計算となるため、式の意味が異なることに気づきにくい（図３）。中原忠男

ら（2018）の行ったわり算概念の学習指導

方策の検討では、「等分除の指導の際に『１

人分を求める』ことをより強調すべき」と

指摘している。「等しく分ける」ことより

も、「１あたり量」を求めるイメージの形

成を促すことが、包含除やわり算の意味理

解だけでなく、小数のわり算の理解にも繋

がっていくと考えられる。また、教科書で

は「あまりのあるわり算」は別単元となっ

ているが、日常生活では「あまり」が出る

場面は当然ある。現実の世界と算数の世界

の繋がりを重要と捉え、「あまりのあるわ

り算」を１時間設定した。 

本研究では、具体物やブロックを使った

実際の操作を十分に行い、操作で答えを求

める場面を設定する。操作活動がイメージ

となって演算と結びついてこそ深い理解

となり、わり算の意味を捉えることができ

ると考える。また、授業においては、等分

除、包含除それぞれの学習場面の前半で、わり算計算器（図

４）を用いた操作活動を行うとともに、問題場面を絵や図で

表現する活動を設定する。実際に操作したことをもとにブロ

ック図に表す場面を設定することで、等分除と包含除の意味

理解を深めていく。 

本研究においては、わり算の意味理解が深まった姿を、①

図や式から文章問題を作成できる、②わり算の２つの意味（等

分除・包含除）を図に表現できる、③図を用いて式の意味を

説明できる、と捉え、観察やノート等によって見とっていく。 

 

Ⅲ 指導の実際 

 １ 単元名 「わり算名人になろう」（東京書籍３年上） 

 ２ 単元の目標 

  (1) 除法の意味について理解し、除法が用いられる場面を式に表したり読み取ったりできる。 

【知識及び技能】ア(ｱ)(ｲ) 

(2) 数量関係に着目し、計算の意味や計算の仕方を考えたり、計算に関して成り立つ性質を見い 

だしたりするとともに、その性質を活用して計算を工夫したり計算の確かめをしたりできる。                                            

【思考力，判断力，表現力等】イ(ｱ) 

(3) 問題解決の過程や得られた結果について振り返り、図や式を使って数学的に処理するよさに 

気づき、進んで活用しようとする。            【学びに向かう力，人間性等】 

図３ わり算の２つの意味を表す図 

図４ わり算計算器 



 ３ 単元の評価規準 

 ４ 単元の指導と評価計画（全 14 時間） 

時 節 ねらい 学習内容 

 

ステップ 

評価規準（評価方法） 
★総括評価 

印なしは指導に生かす評価 

知 思 態 

０  ・乗法における「（１つ分の大きさ）×

（いくつ分）＝（いくつ分に当たる大き

さ）」の意味を理解する。 

・おはじき操作の活動や、それを図に表す活動を

通して、乗法の意味を正しく捉える。 
    

１ 

２ 

 

 

 

 

等

分

除 

・等分除が用いられる場面がわかり、等分

除の式の表し方を知る。 

・「１人分の数（１あたり量）」を求める等

分除のイメージを形成する。 

・等分除を構造的な図に表現する。 

・等分除の問題を作成する。 

・具体物操作、半具体物操作を通して、等分除の

わり算の答えを求める。 
 

１ 

現実 

モデル 

 ① 

（ノ・観） 

① 

(ノ・発・  

 観） 

３ 

 

・操作活動を図を用いて表現する。 

・絵を見ながら等分除の場面を思い浮かべ、問題

を作成する。 

１ 

２ 

モデル 

心的モデル 
① 

（ノ・観） 

① 

（ノ・観） 

①★ 

（ノ・発・

観）  

４ 

 

・あまりのある等分除の問題の答えの求め
方を操作や図を用いて説明する。 

・あまりのある等分除の問題場面を操作や図を用

いて表現し、どのような式になるのか、どのよ

うに答えを求めればよいかを考え、説明する。 

１ 
２ 
３ 

モデル 
心的モデル 
算数・数学 

 ② 

（ノ・観） 
① 

（ノ・発・

観） 

① 

（ノ・発・ 

 観） 

５ 

検

証 

・等分除の場面を図を用いて立式できる。ま
た、乗法の意味「（１つ分の大きさ）×
（いくつ分）＝（いくつ分に当たる大き

さ）」と対応していることを理解し、説明
する。 

・立式し、「なぜ、このような式にしたのか」を

図を活用して説明する。また、「１あたり量」

を□とし乗法の式に表すことで答えを求め、乗

法と除法が対応していることに気づく。 

２ 
３ 

心的モデル 
算数・数学 

③ 

（ノ・観） 

②★ 

（ノ・発・

観） 

① 

（ノ・発・ 

 観） 

６ 

 

７ 

 

 

包

含

除 

 

・包含除が用いられる場面がわかり、包含除
の式の表し方を知る。 

・「人数（いくつ分）」を求める包含除のイメ
ージを形成する。 

・包含除を構造的な図に表現する。 
・包含除の問題を作成する。 

・具体物操作、半具体物操作を通して、包含除の

わり算の答えを求める。また、等分除との意味

の違いを確かめる。 

 
１ 

現実 
モデル 

 ① 

（ノ・発・

観） 

① 

（ノ・発・

観）  

・操作活動を図を用いて表現する。 １ 
２ 

モデル 
心的モデル 

 ① 

（ノ・観） 

８ ・包含除の場面を図を用いて立式できる。ま
た、等分除と同様に、乗法の意味「（１つ
分の大きさ）×（いくつ分）＝（いくつ分

に当たる大きさ）」と対応していることを
理解し、説明する 

・立式し、「なぜ、このような式にしたのか」を

図を活用して説明する。また、「いくつ分」を

□とし乗法の式に表すことで答えを求め、乗法

と除法が対応していることに気づく。 

２ 
３ 
 

心的モデル 
算数・数学 

 

③ 

（ノ・観） 

② 

（ノ・発・

観） 

① 

（ノ・発・

観） 

９ 
検
証 
10 

 

 

 

混

合 

・等分除と包含除は、計算は同じになるが、
式の意味が異なることを理解し、説明す
る。 

・等分除と包含除の問題、操作、図、式を比較

し、意味の違いを明らかにする。 

１ 
２ 
３ 

モデル 
心的モデル 
算数・数学 

② 

（ノ・観） 

①★ 

（ノ・発・

観） 

 

・等分除と包含除それぞれの問題場面を思い浮か

べ、絵本づくりに取り組む。 
①★ 

（ノ・発・観） 

11 ・被除数が 0 の場合や被除数と除数が同じ数

の場合、被除数が除数より小さい場合の除
法の答えの求め方を説明することができ

る。 

・被除数が 0 の場合等の問題場面を操作や図を用

いて表現し、どのような式になるのか、どのよ

うに答えを求めればよいよいかを考え、説明す

る。 

１ 

２ 
３ 

モデル 

心的モデル 
算数・数学 

② 

（ノ・観） 

① 

（ノ・発・

観） 

 

12  

ま

と

め 

・これまでの学習を生かして等分除と包含除
の問題を解くことができる。 

・単元のまとめ、練習問題に取り組む。 ３ 算数・数学 ①★ 

（ノ・観） 

① 

（ノ・観） 

 

13 ・学習内容の定着を確認するとともに，数学
的な見方・考え方を振り返り価値づける。 

・評価問題に取り組む。 

・振り返り 

２ 
３ 

心的モデル 
算数・数学 

①② 

（評） 

①★ 

（作問） 

 

14 ・学習内容の定着を確認する. ・単元テスト ３ 算数・数学 ①② 

★（テ） 

  

５ 本時の学習指導（９／14 時間） 

 (1) 目標 

等分除と包含除の違いを操作や図と関連付けて説明することができる。 

(2) 本時の展開 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①等分除や包含除など除法の意味について理
解し、それが用いられる場面について知っ
ている。 

②除法が用いられる場面を式に表したり、式
を読み取ったりすることができる。 

③除法と乗法や減法との関係について理解し
ている。 

①除法が用いられる場面の数量の関係を、
具体物や図などを用いて考えている。 

②除法は乗法の逆算と捉え、除法の計算の
仕方を考えている。 

 

①除法が用いられる場面の数量の関係
を、具体物や図等を用いて考えよう
としている。 

 
 



 学習活動 

 発発問 指指示 説説明 

Ｃ：児童の学びの姿 

Ｔ：教師の問い返し等 

○指導上の留意点 

【評価】 

導

入 

１ 課題の提示 

 

発・式が「10÷5」になる問題にしたい

んだけど、どんな分け方があるで

しょうか。（作問） 

Ｃ：５人で同じ数ずつ分けます。1 人分は何個

ですか。（1 人分を求める式） 

Ｃ：１人に５個ずつ分けると、何人に分けられ

ますか。（人数を求める式） 

Ｔ：今日は２つを比べて、どこが同じでどこが

違うか明らかにしていこう。 

○「りんごが 10 個

あります。」に続く

等分除と包含除の

問題を作問させる。 

展

開 

 
２ 等分除と包含除の比較 

発・式と答えはどうなるかな。（立式） 

・式はどんな意味かな。（説明・操作） 

式 １０ ÷ ５ ＝   ２   

  （全部）÷（人数）＝（１人分） 

 

 

 

 

 

 

 

式 １０ ÷  ５  ＝  ２   

  （全部）÷（１人分）＝（人数） 

  

 

 

 

 

 

 

・図でかくとどうかな。（図に表現） 

・かけ算の式にできるかな。（乗法） 

式  ２  ×  ５   ＝ １０ 

 （１人分）× （人数） ＝（全部） 

式  ５  ×  ２  ＝ １０ 

 （１人分）× （人数） ＝（全部） 

 

 

等分除と包含除の式の意味を説明する 

（わり算計算器：ステップ１） 

Ｃ：まず、５人に１個ずつ分けます。まず、余

っているので分けます。１人に２個ずつ分

けられることが分かりました。（等分除） 

Ｃ：まず、１人に５個ずつ分けていきます。ま

だ余っているので、残りの５個も分けま

す。これで人数が２人と分かります。（包

含除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図に表現する（ステップ２） 

Ｃ：（わり算計算器の手順に則って作図） 

乗法の式で表す（ステップ３） 

Ｃ：なんで「２×５」かというと、２個のもの

が５個あるからです。（等分除） 

Ｔ：２個のものが５個あるってどういうこと。 

Ｃ：１人分が２。１人分×人数で、５が人数。 

Ｔ：こっち（包含除）は？ 

Ｃ：「５×２」。１人分が５。２が人数。 

 

○わり算計算器を

使った操作、図を活

用して立式して良

い。 

 

○等分除と包含除

の分け方の違いを

おさえながら説明

させる。 

 

○わり算計算器の

操作や図で考える

と、どちらも「５個

分ける操作を２回」

行っていることが

分かる。同じ式にな

る理由でもある。 

 

終

末 

３ まとめと適応問題 

指・お話に合う図をかきましょう。 

 

 

 

 

 

【知①】 

【思①】 

 

 

Ⅳ 仮説の検証 

 研究仮説に基づき、数学化の過程を意識した数学的活動に取り組むことにより、わり算の意味理解

を深めることができたかについて、授業観察、発話記録、ノート・ワークシートの記述、評価問題、

単元テスト、検証授業前後のアンケート調査を基に検証を行う。 

１ 数学化の過程を意識した数学的活動についての検証 

本研究では、「わり算の意味を捉えさせること」を本質的な問いに据え、わり算の学習における

現実の世界から数学の問題を見いだす「数学化」の過程を「モデルの世界、心的モデルの世界、

算数・数学の世界」の３つのステップで捉え、わり算の意味理解の深化を図った。ステップ１は、

おはじきとわり算計算器を使った操作活動の段階（モデルの世界）、ステップ２はステップ１で培

った操作活動をイメージして図に表現する段階（心的モデルの世界）、ステップ３は、数式に表す

段階（算数・数学の世界）と定義した。これらの過程を相互に行き来する数学的活動によって、

りんごが 10 こあります 

めあて：わり算の式の意味を比べよう。 

３人で同じ数ずつ分けると 1

人分は何ひきですか。（等分除） 

１人に３びきずつ分けると何

人に分けられますか。（包含除） 

カブトムシが１５ひきいます。 



わり算の意味を捉えさせることができたかを検証する。 

単元終了後のアンケートでは、「以前よりも分かりや

すい図がかけるようになったと思うか」に、「当てはま

る」「どちらかと言えば当てはまる」と回答した児童の

割合は 100％となった。問題場面を図に表現することが

向上した要因として、ステップ１において、わり算計算

器を使った操作活動を十分に行ったことで、わり算のイ

メージ形成を図れたことが挙げられる。わり算計算器に

おはじきを置いて分けていく手順と同じような手順で

問題場面を図に表す姿が見られた。ステップ１で十分に

行った操作活動で形成されたわり算のイメージが内化

されたことで、図５のような問題場面を乗法的・構造的

な図に表現することができるようになったと考える。等

分除における図の表現について学習した第３時の適応

問題では、90.9％の児童が構造的な図に表すことができ

た。さらに、等分除だけでなく、包含除を混合して扱っ

た第９時の適応問題から、構造的な図に表すことの定着

が高いことが分かる（表２）。これは、問題場面の操作

を通してわり算の概念が形成され、図が洗練されていっ

たことの表れだと考える。 

また、単元テストにおいて、図を使って問題を解決し

たり確かめたりする児童が 45％（９名）いることが確認

できた。図６においては、数式で表された問題（ステッ

プ３）を図で捉えており（ステップ２）、その図はわり

算計算器の操作（ステップ１）がイメージされているこ

とが分かる。さらに、単元終了後の振り返り（図７）か

らは、図を活用することで問題解決ができた喜びと自信

がついたことがうかがえる。このような、図によって問

題を解決できたことが「分かりやすい図がかけるように

なった」という実感につながったと考える。 

以上のことから、ステップ１のモデルの世界を基にス

テップ２の心的モデルの世界やステップ３の算数・数学

の世界を行き来する数学化の過程を意識した数学的活

動は、わり算の意味を捉えさせることに有効であったと

考える。 

２ わり算の意味理解を深める授業づくりの検証 

(1) わり算の２つの意味を捉えさせる授業づくりについて  

本単元では、等分除５時間、包含除３時間、混合３時間の指導計画の下、授業を行った。 

等分除の意味づくりにおいては、「等しく分ける」ことよりも「１あたり量」を求める演算、

包含除の意味づくりにおいては、「いくつ分」を求める演算と定義し、具体的な場面を設定し操

作をするという形でステップ１～３と言葉の式を関連づけながらわり算の意味理解の深化を

図った。 

  わり算の基本的な意味である等分除は分配行動と結びつきやすいため、包含除に比べて概念

形成を図りやすい。児童は、わり算計算器を用いた操作活動を通して、徐々に等分除の意味を

理解していった。第６時以降の包含除の学習場面でも、等分除の時と同様に操作活動を手掛か

 第３時 第９時 

構造的な 
図の表現 

90.9％ 
（20 名） 

95.4％ 
（21 名） 

図５ 構造的な図への変遷（上：本単元初期、下：第９時） 

 

表２ 構造的な図表現（Ｎ=22） 

 

図６ 単元テストにおける図の活用 

 

図７ 単元終了後の振り返りより 

本単元初期  

第９時  



りに、包含除の意味を等分除との違

いを通して理解させるようにした。

しかし、第７時の授業後のアンケー

トから、81.8％の児童がわり算に等

分除と包含除の２つの意味があるこ

とと、その違いに関して難しさを感

じていることが分かった。授業中も、

式の意味を捉えることに混乱してい

る姿が見られ、「わり算がわからなく

なった」という児童がいた。これは、

等分除の操作と包含除の操作の違い

が見えないこと、何を求めているかがわからない

ことが要因だと考える。操作した結果の違いに着

目させるために、２つのわり算の場面を比較する

必要があると考えた。 

そこで、第９時では同じ式になる２つのわり算

を比較する場面を設定した。「10÷５になる問題に

はどのようなものがあるか」を問うと、①５人で等しく分けると１人分は何個か、②１人に５

個ずつ配ると何人に分けられるか、の２つの場面が出た。わり算の式の意味を言葉の式と関連

付け（ステップ３）、わり算計算器で操作した分け方（ステップ１）を基に構造的な図に表し（ス

テップ２）、かけ算の式とすること（ステッ

プ３）で比較した（図８）。児童は、図の縦

列の１人分の数に着目し、等分除と包含除

の構造の違いに着目しながら意味理解を深

めることができた。第９時の適応問題の正

答率は 90％を越えており、等分除と包含除

の意味理解が図れたと考察する（表３）。 

(2) わり算の意味理解が深まったかについて 

わり算の意味理解が深まった姿を、①図

や式から文章問題を作成できる、②わり算

の２つの意味（等分除・包含除）を図に表現

できる、③図を用いて式の意味を説明でき

る、と捉え、評価問題で検証する（図９）。  

評価問題は、式が「８÷２」となるわり算

について、等分除と包含除の意味を捉えて

作問、作図、意味を説明する課題を設定し

た。等分除課題の正答率は 100％、包含除課

題の正答率は 91％となった（表４）。これは、

操作したことを図化する過程を設定したこ

とと、「１つ分の大きさ（１あたり量）」を求める等

分除と「いくつ分」を求める包含除について、前者

を「１人分の数」を求めるわり算、後者を「人数」

を求めるわり算と定義して指導したことが有効で

あったと考える。評価問題を詳しく分析すると、図

９の①作問は、全員がカブトムシの絵から文章問

③説明 

②作図 

 図８ 第９時の板書 

 表３ 第９時の適応問題の評価結果（Ｎ＝22） 

図９ 評価問題と児童の記述内容（左側が等分除、右側が包含除） 

表４ 評価問題における正答率と解答類型（Ｎ＝22） 

ステップ１ 

①作問 

視点ア 

ステップ２ 

ステップ３ 

ステップ３ 



題を作ることができている。図９の②作

図は、ほぼ全員がわり算計算器と対応し

た縦列を「１人分」、横列を「人数」とし

た図に表していることが分かった。これ

は、単元全体を通してわり算計算器を用

いて問題解決を図り、操作をもとに図化

したことが、わり算の２つの意味を捉え

ることに繋がったと考える。また、図９の

③説明の仕方に着目すると、視点ア「操作

活動（ステップ１）が意識された説明」、

視点イ「図（ステップ２）の構造を言語化

した説明」、視点ウ「わり算の式（ステッ

プ３）の意味を用いた説明」、視点エ「か

け算の式（ステップ３）意味を用いた説

明」の４つの視点があり、いずれか単一の

視点（図９③説明、図 10）、または複数の

視点の組み合わせ（図 11）によっ

てわり算の意味を説明しており

（表５）、「等分除は『１人分の

数』を、包含除は『人数（いくつ

分）』を求める演算であること」

を理解していると捉えることが

できる。 

このように、操作活動とそれ

を基に図化したこと、また、「１

人分（１あたり量）」「人数（いく

つ分）」という言葉の意味が結び

付いたことでわり算の概念が形

成され、わり算の２つの意味で

ある等分除と包含除について、

①作問、②図、③意味の説明とし

てアウトプットする姿が見られたことから、わり算の意味理解が深まったと考察する。 

一方、等分除の理解は十分に深まったといえるが、包含除課題の正答率は等分除課題の正答

率よりも、第９時適応問題で 4.4 ポイント（表３）、評価問題で 9 ポイント低い（表４）。また、

単元テストの包含除問題は等分除問題よりも正答率が 13.6 ポイント低かったことから、包含

除の理解については課題が残った。その要因として、等分除よりも包含除の時数が少ない単元

計画となっていたことが挙げられる。全体を決められた人数（数）で等しく分けることで１人

分（１あたり量）を求める等分除に比べ、全体の中にあるかたまりがいくつ含まれるかを求め

る包含除は、等分するというわり算の操作と結び付きにくく、操作の内化に時間を要すること

が推測できる。また、包含除は、小学校第５学年で学習する単位量あたりの大きさや速さ、割

合等の理解に繋がる重要な概念であるが、大畑智裕（2020）は、それらと除法の意味とを繋げ

られていないことを指摘しており、藤村宣之（1997）の調査では、包含除理解の困難さが指摘

されている。包含除に対応する令和３年度全国学力・学習状況調査問題（１(5)）においても、

本校は全国の正答率よりも 11.4 ポイント下回っていたことから、包含除を丁寧に扱うことの

必要性が見えてきた。 

 図 11 視点ウ＋視点エを組み合わせた説明（評価問題） 

表５ 評価問題における言葉による説明の視点類型（Ｎ＝22） 

 図 10 説明の視点イ（評価問題） 

視点ウ 

視点エ 

視点イ 



３ アンケートによる児童の意識の変容 

   本単元を通して算数に対する意識がどの

ように変容したか、検証授業前後のアンケー

トと振り返りの記述を基に分析する。 

「立式の際、なぜこの式になるか考えてい

るか」の質問項目に「考えている」と肯定的

な回答をした児童は、検証前に比べて 40.9

ポイント増加した（図 12）。これは、①「わ

り算計算器を用いた操作活動（ステップ１）

や図に表現すること（ステップ２）によって、

式の意味を説明する（ステップ３）こと」、

②「わり算計算器（ステップ１）や図（ステ

ップ２）で表した問題場面をもとに式に表す

こと（ステップ３）」によって、式が意味を

持つことを理解できたと考える。また、わり

算は式が同じでも等分除と包含除の２つの

意味があることを理解できたことによって、

式の持つ意味を考えようとする意識が高ま

ったと考えられる。 

授業後、「算数の勉強が今よりももっとできるようになりたいと思うか」の質問項目に「思う」

と回答した児童の割合は 100％となった（図 13）。この単元を通して、分かったこと、できたこと

が自信となり、意欲に繋がったと考える。また、わり算の意味を捉えさせることに重点を置いた

指導を行うことで、形式的に問題を解いていた児童が、式や計算に内在された意味があることや

算数の面白さに気づき、もっと学びたいという意欲が高まったと推測できる。操作活動によって

答えを求める（ステップ１）、操作を基盤として構造的な図に表現して思考する（ステップ２）、

ステップ１・２で培ったイメージをもとに数式に表す（ステップ３）、という段階的な理解を図っ

たこと、それら３つのステップを、児童自身が必要に応じて行き来しながら問題解決に当たった

ことが、わり算の意味理解の深化に繋がったと考察する。 

   さらに、本単元では意味理解に重点を置いたため、わり算の計算問題を繰り返し解くような時

間は第 12 時の一部のみにしか設定していない。にもかかわらず、単元テストの知識及び技能にお

ける計算問題の正答率は 96.6％と高い数値となった。わり算の意味理解を深めたことが、計算技

能の高まりにも有効であったと考える。 

 

Ⅴ 成果と課題 

１ 成果 

(1) わり算計算器を用いた操作活動によるわり算の概念形成を行ったことで、わり算の意味を捉

えることができた。また、算数の習熟度が低い児童の思考の手立てとなり理解を促した。 

(2) 操作活動を基にして図に表現するステップを数学化の過程に位置付けたことで、操作が内化

され、構造化された図へと洗練されていき、わり算の２つの意味理解が深まった。 

(3) 数学化の過程を意識した数学的活動を行うことで、わり算の意味理解を深めることができた。

また、そのことが算数を学習する意欲や問題解決場面で図を用いる有用感、計算技能の向上に

も繋がった。 

２ 課題 

   等分除に比べて包含除理解に課題が残ったことから、包含除の操作の特徴を言語化したり、等

分除との違いを比較したりする活動をより位置づけた単元デザインが必要である。 

 図 12 意味を考えて立式しているかの調査 

 図 13 算数を学習する意欲の調査 
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