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筋道を立てて考え、 

    数学的に表現し説明する児童を育む指導の工夫 

― 思考の過程を可視化する「説明シート」の活用を通して（第４学年） ― 

                          

              南風原町立翔南小学校教諭 新 垣 佳 人   

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により、社会構造や雇用環境は大きく、また急速に変

化しており、予測が困難な時代となっている。そのような時代の中で、学校教育では子どもたちが様々

な変化に積極的に向き合い、他者と協働して課題を解決していくことが求められている。学習指導要

領改訂において「『主体的・対話的で深い学び』の実現」が明記され、『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』）には、算数科の指導内容の充実の一つとして、児童が数

学的な見方・考え方を働かせながら、「数や式，表，グラフといった数学的な表現を用いて，筋道を立

てて考え表現」することを重視すると示された。 

令和２年度全国学力・学習状況調査（算数）において、本校の正答率は、県と比較すると 5.4 ポイ

ントの落ち込みがあった。中でも、自分の考えや解決方法を記述する問題では、県と比較すると正答

率は低く、さらに、無解答率は高いという結果が出ており、筋道を立てて説明する力に課題が見られ

た。また、昨年度の本校児童に行ったアンケートでは、「算数の授業で友達と伝え合う活動は好きです

か」という設問に「好きではない」と回答した児童は 30.4％という結果が出ている。 

これまでの授業実践では、主体的・対話的な学びができるよう、ペアやグループで自分の考えを説

明する学習活動を積極的に取り入れてきた。しかし、思考の過程や判断の根拠を、筋道を立てて説明

する児童は少なく、中には、正答を導き出すことはできていても、それを問われると説明することが

できない児童もいた。児童からは「何を話せばいいかわからない」「頭ではわかっていても説明する

ことが難しい」「どんな説明がよいのかがわからない」等の声があった。その要因として、自力解決

の際、児童に問題解決の過程を意識させる教師の手立てが不十分であったことが挙げられる。自力解

決の場面では、児童任せの活動になってしまうことが多かった。そのため、多くの児童は式と答えを

求めることをゴールとしている様子が見受けられ、ノートの記述は式と答えのみが多かった。そのよ

うな問題解決の過程が記述されていないノートを使わせて説明させていたことは、自分の考えを筋道

立てて説明させる手立てを講じていたとは言い難い。また、中には、自分の考えが定まらない児童も

おり、そのような児童にペアやグループで説明させる場を設定していたことは、約３割の児童が「算

数の授業で伝え合う活動は『好きではない』」と回答した一因ではないかと考える。このことから、

思考の過程を可視化して説明させることが必要であると考えた。 

そこで、本研究では、第４学年「角の大きさ」の単元において、思考の過程を可視化して説明する

学習活動を取り入れる。思考の過程を可視化するために、思考ツールであるステップ・チャートを活

用する。事前に学習課題における児童の思考の流れを教師が想定して、その思考の流れに沿ってステ

ップ・チャートを作成し、それを「説明シート」と名付ける。児童は「説明シート」に順序よく書き

込んでいくことにより、問題を解決していくことができる。そして、できあがった「説明シート」に

は思考の過程が可視化されており、その「説明シート」を見ながら、自分の考えを説明する場を設定

する。そうすることで、可視化した自分の思考の過程を見ながら説明することができ、筋道を立てて

考え、数学的に表現し説明する児童を育むことができると考え、本テーマを設定した。 

 



〈研究仮説〉 

 第４学年「角の大きさ」の単元において、思考の過程を可視化する「説明シート」を活用すること

で、可視化した自分の思考の過程を見ながら説明することができ、筋道を立てて考え、数学的に表現

し説明する児童を育むことができるであろう。 

 

Ⅱ 研究内容 

１ 「筋道を立てて考え、数学的に表現し説明する児童」について 

 (1) 「筋道を立てて考える」とは 

    『解説算数編』に「算数科の目標の中核には，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。」と示

されており、算数科において筋道を立てて説明したりする資質・能力の育成を目指すことは重

要なねらいとして掲げられている。 

黒澤俊二・中野博之・野間佳世（2005）は、「『筋道を立てて考える』とは、直観的に物事を

判断したことについて、根拠となる理由をみいだし、その判断を確かめることである。」と述

べている。そして、「具体的には、子どもが『なぜかというと』といった言葉とともに理由と

なる根拠を明確に表現する姿に、『筋道を立てて考える力』は具現化される。」と述べている。 

(2) 「数学的に表現し説明する児童」とは 

『解説算数編』において、「数学的に表現し伝え合う活動」は，「言葉や図，数，式，表，グ

ラフなどを適切に用いて，（中略）見いだしたことや思考の過程，判断の根拠などを数学的に

説明したりする活動」と定義されている。「数学的に表現することは，（中略）根拠を明らかに

して筋道を立てて説明したり，既習の算数を活用する手順を順序よく的確に説明したりする場

面で必要」になり、その際に活用する数学的

な表現方法について、中村光晴（2018）は、

算数の教科の特性として、次に挙げるような

表現があるとして表１にまとめている。本研

究では、表１の「言語的な表現」「操作的な表

現」「図的な表現」「記号的な表現」の４つの

「数学的な表現方法」を数学的表現と捉える

こととする。 

以上を踏まえ、本研究における「筋道を立

てて考え、数学的に表現し説明する児童」を

「理由となる根拠を示しながら、数学的表現を活用して考えを書き表し、説明している児童」

と捉える。 

２ 思考の過程を可視化する「説明シート」の活用について 

(1) 思考の過程を説明させる意義について 

黒澤（2005）は「一つの知

識を獲得したり技能をつくる

学習過程」のモデルを図１の

ようにまとめている。これま

での実践において、正答を導

くことができていても、思考

の過程を問われても答えるこ

とができない児童が多かった

のは、図１の《１》のように、

既往体験や既習事項に基づく

言語的な表現 算数固有の用語，記号などに用いた

言葉による表現 

操作的な表現 操作活動（分割，構成，移動，操作

など）を通した表現 

図的な表現 具体物，半具体物の絵，線分図，面

積図，数直線，表などによる表現 

記号的な表現 数や記号，式などを用いた表現 

図１ 思考の流れのモデル 黒澤（2005） 

既往体験や既習事項に基づく直感的な解や解決方法の気づき 

解や解決方法の理由となる、根拠が明確な論理的な説明  

他の場合を「～だったら」「じゃあ」と考える発展的な見方、考え方  

いくつかの場合で「同じ」や「違う」ところにきづく統合的な見方、考え

方 

表１ 数学的な表現方法 中村（2018） 

一つの思考の流れ 

《４》 

《３》 

《２》 

《１》 



直感的な解や解決方法に気づくことはできるが、それを《２》の説明で必要となる解や解決方

法の理由となる根拠を意識して解く経験があまりなかったからなのではないかと考える。そこ

で、本研究では、理由や根拠を意識させながら、思考の過程を説明させる活動を取り入れる。 

(2) 思考の過程を可視化させる手立てについて 

田村学（2015）は「話合いの実現」について、「音声言語という目に見えない情報を比較・

関連付けなどすることは、極めて難易度の高い学習活動」であり、「その情報を目に見える形

にして行えば、多くの子どもたちが話合いに参加することができるようになるはずである。」

と言及している。そして、「思考ツールを使うと、処理する情報（つぶ）と情報処理の方向（組

立方）、その結果として成果物（かたまり）がよく見える。この『つぶ』『組立方』『かたまり』

がよく見えること、つまり、可視化されていることが子どもの学習活動や思考の活性化を生成

していくのである。」と具体的に述べている。そこで、本研究では、思考の過程を可視化する

手立てとして思考ツールの１つであるステップ・チャートを活用する。 

黒上晴夫・小島亜華里・泰山裕（2012）

は、ステップ・チャートを「矢印と囲

みを用いて、テキストや自分の主張の

順番を考えたり、（中略）物事の手順

を計画したりするため」に用いるもの

として定義しており、囲みの数や矢印

の向き、分岐のあるなしなど、さまざ

まなバリエーションが考えられる。そ

して、問題解決の流れを意識させるた

めにもよく使われ、問題解決のプロセ

スを対応させ、問題解決学習を行いな

がら、埋めていくこともできると述べ

ている。 

本研究では、「角の大きさ」の単元

を取り扱うため、児童が角の大きさを

表す「図」と角度を表す「数」を関連

させて自分の考えを説明していく必

要がある。さらに、「図」や「ことば」、「数や式」で根拠を示し、３つの数学的表現を関連さ

せながら、説明する必要がある。そこで、問題解決のステップとして①図に表し、②ことばを

交えながら、③数を使って式を立て、④結論を導くことを想定した。それをふまえ、本単元に

おける「説明シート」は上から順に「①図的表現」「②言語的表現」「③記号的表現」「④結果・

結論」をチャートに配置し、作成した（図２）。児童はそれに書き込むことで問題を解決した

根拠を示しながら、数学的表現を活用して考えを書き表すことができるとともに、完成させた

「説明シート」には思考の過程が可視化されると考える。 

(3)「説明シート」を活用した説明活動について 

尾﨑正彦（2018）は、「『思考力、判断力、表現力等』は、子ども自身が学習内容を頭の中で

再構成し、その結果をアウトプットすることで鍛えられる」と述べている。さらに「音声言語

での説明活動とノート記述をリンクして展開することで、口と耳と目と頭を使って『思考力、

判断力、表現力等』を鍛えていくことができる。」と述べており、児童がノートに思考の過程

を記述し、それを見ながら説明することは、根拠を示しながら、数学的表現を活用して説明す

る児童を育むのに有効な手立てであると考えた。本研究では、単元名を「角の大きさマスター

になろう」と設定し、思考の過程を可視化する「説明シート」を活用して説明する学習活動を

取り入れる。例えば、第７時では「２種類の三角定規の角を組み合わせて 135°をつくりまし

図２ 本研究における「説明シート」のチャート 

学習問題 

①図的表現（図） 

②言語的表現（ことば） 

③記号的表現（数や式） 

④結果・結論 

 



た。どのように合わせたのか

図や数、式を使って説明しま

しょう。」という学習課題を設

定し、図３に示した「説明シ

ート」を活用する。児童は、

「①図的表現」「②言語的表現」

「③記号的表現」を順に書き

込んでいくことにより、「④結

果・結論」導く。そして、完

成した「説明シート」には問

題解決の思考の過程が可視化

されており、それを見返すこ

とは、自分の問題解決の思考

の過程をふりかえるよい機会

となると考える。さらに、そ

れを活用することで、自分の

考えを説明し合うペアでの交

流の際、根拠を示しながら、

数学的表現を活用して説明す

ることができるのではないか

と考える。さらに、主問題に

おける問題解決の説明を共有

した後、「２種類の三角定規の

角を合わせ 135°以外の角を

つくり、どのように合わせた

のか、図や数、式を使って説

明しましょう。」と新たな課題

を提示し、適用問題に取り組

む。数値の違う同様の問題を

適用問題として取り上げ、同じ思考の流れで問題解決を行うことやペアで説明し合う活動を再

度設定することで、根拠を示しながら、数学的表現を活用して説明する力を高めたい。 

 

Ⅲ 指導の実際 

１ 単元名 「角の大きさマスターになろう」（東京書籍４年上） 

２ 単元目標 

(1) 角の大きさを回転の大きさとしてとらえ、角の大きさの単位（度（°））を用いて、角の大き 

さを分度器で測定したり、必要な大きさの角を作ったり、角の大きさに着目し計算で求めたり

している。                         【知識及び技能】ア(ｱ)(ｲ) 

(2) 角の大きさに着目し、角の大きさの測定の仕方やかき方を説明している。また、角の大きさ

を加法的に見るなど、柔軟に考え、計算で求められる場合の求め方を説明している。          

【思考力，判断力，表現力等】イ(ｱ) 

(3) 角の大きさを単位（度（°））を用いて表すことのよさに気付き、学習に活用したりしようと 

している。また、角の大きさの学習を振り返り、学習したことを使って、粘り強く考えている。                         

【学びに向かう力，人間性等】 

 

図３ 児童の思考を想定し作成した第７時の「説明シート」 



３ 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
① 角の大きさを回転の大きさとして

とらえ、角の大きさの単位（度

（°））について理解している。 
② 分度器を用いて角の大きさを測定

したり、必要な大きさの角をかい

たりしている。 
③ 角の大きさに着目し角の大きさを

計算で求めている。 

① 角の大きさに着目し、角の大きさ

の測定の仕方やかき方を説明して

いる。 

② 角の大きさを加法的に見るなど、

柔軟に考え、計算で求められる場

合の求め方を説明している。 

① 角の大きさを単位（度（°））を用

いて表すことのよさに気付き、学

習に活用しようとしている。 

② 角の大きさの学習を振り返り、学

習したことを使って、粘り強く考

えている。 

４ 単元の実際と評価計画（全１０時間） 

時 小 単

元 

ねらい 学習活動 

 

◎学習課題 評価規準 

★総括評価 印なしは指導に生かす評価 

知 思 態 

１ 「
角
の
大
き
さ
」
に 

つ
い
て
知
ろ
う 

・半直線を回転させるとい

ろいろな大きさの角ができ

ることを理解する。 

・２枚の円を組み合わせてい

ろいろな角をつくり、角の大

きさがどのように変わるか調

べる。 

◎角が大きくなる様子を２まいの円を

組み合わせて調べよう。 

① 

ノート 

行動観察 

  

２

検

証 

・分度器の観察を通して、

角の大きさの単位「度(°)」

を知り、角の大きさの表し

方を理解する。 

・分度器の目盛りの構造を調

べる。 

・角度の単位「度(°)」と、

１直角＝90°の関係を知る。 

◎１直角よりも小さい角の大きさの表

し方を考えよう。 

① 

ノート 

行動観察 

 ① 

ノート 

発言 

行動観察 

３ 分
度
器
を
使
っ
て 

 
 

 
 

 
 

角
度
を
求
め
よ
う 

  

・分度器を用いて角の大き

さを測定することを理解す

る。 

・正しい分度器の測り方を説

明することができる。 

 

◎この角は、 

何度でしょう。 

 

② 

ノート 

行動観察 

① 

行動観察 

 

４ ・分度器を用いて角の大き

さを測定することを理解す

る。 

・分度器を使った角度の測定の

仕方を知り、いろいろな角度を

測定する。 

◎この角は、 

何度でしょう。 

 

② 

ノート 

行動観察 

  

５ ・180°より大きい角度の測

定の仕方を考えて説明し、

測定することができる。 

・180°より大きい角度の工夫

した測定の仕方を考えて説明

し、測定する。 

◎○あ の角度は何度ですか。どのように

求めたのかも説明しましょう。 

②★ 

ノート 

行動観察 

①★ 

「説明ｼｰﾄ」 

行動観察 

 

６ 計
算
で
角
度
を
求
め
よ
う 

 
 ・２直線が交わってできる

角の大きさを計算で求める

方法を考え、説明すること

ができる。 

・２直線が交わってできる角の

大きさの求め方を考え、説明す

る。 

◎○き の角度は何度ですか。どのように

求めたのかも説明しましょう。 

③ 

ノート 

行動観察 

②★ 

「説明ｼｰﾄ」 

行動観察 

 

７

検

証 

・三角定規を合わせた角の

大きさを計算で求める方法

を説明することができる。 

・三角定規を合わせたり、重ね

たりしてできる角の大きさの

求め方を考え、説明する。 

◎２種類の三角じょうぎを組み合わせ

て 135°をつくりました。どのように組

み合わせたのか、図や数、式を使って

説明しましょう。 

③★ 

ノート 

行動観察 

②★ 

「説明ｼｰﾄ」 

行動観察 

 

８ 角
を か

い
て
み
よ
う 

 

・分度器を使って三角形を

かくことができる。 

・分度器を使った角のかき方を

考え、実際にかく。 

◎右の図のような 

三角形をかきまし 

ょう。 

② 

ノート 

行動観察 

  

９ ・180°より大きい角のかき

方を説明し、かくことがで

きる。 

・180°より大きい角のかき方

を説明し、実際にかく。 

 

◎260°の角をくふうしてかきましょ

う。 

②★ 

ノート 

行動観察 

① 

行動観察 

 

10 マ
ス
タ
ー
問
題 

に
チ
ャ
レ
ン
ジ 

 

・これまでに学習した内容

をふりかえり、復習問題を

解く。 

・学習内容を振り返り、チャレ

ンジ問題に取り組む。 

◎これまでに学習した角の問題にチャ

レンジしよう。【復習】 

  ②★ 

復習ﾌﾟﾘﾝﾄ 

ノート 

発言 

行動観察 

 



５ 本時の指導（７／10 時間） 

  (1) 本時のねらい 

三角定規の角を合わせてつくった角度を計算で求め、求め方を説明することができる。  

(2) 授業仮説 

思考を可視化する「説明シート」を活用することで、根拠を示しながら、数学的表現を活用

して考えを書き表し、説明することができるであろう。 

  (3) 本時の展開 

 学習活動  発問と予想される発言や考え 

     （T：教師 C：児童） 

・教師の留意点 

☆評価 

は

じ

め 

５

分 

１ 前時までのふりかえり 

T：三角定規の角の角度を覚えているかな？ 

 ６つの角を確認する。 黄緑 30°60°90° 

            水色 45°45°90° 

T：どの三角定規でもそれぞれの角度は同じになっているね。 

 

・一人に１セットの三角定規の紙模型を配

布し、角度を書きこませる。 

・三角定規の角を黒板に拡大表示してお

く。 

 

な

か 

30

分 

２ 学習課題を捉え、めあてをたてる。 

はるとさん：「135°がどのくらいか調べたいんだけど、分度器を忘れてしまっ

たよ。」 

みさきさん：「    を組み合わせたら、135°を作れるよ。」 

T：     には、何が入ると思いますか？  

C：・三角定規  など自由な意見 

T：じゃあ、みさきさんは何て言ったのか見てみよう。 

  「三角定規」 

めあて  

◎はるとさんは、２種類の三角定規を組み合わせて、135°をつくりました。

どのように組み合わせたのか、図や数、式を使って説明してみよう！【「説明

シート」に記入】 

Ｃ：・この角とこの角じゃない？  

  ・適当に合わせてみればいいんじゃないかな？ 

・三角定規を合わせて、分度器で測ってみたら？ など 

 

T：「今日のめあては、自分の考えを友達にわかりやすく説明することです。『説

明シート』を使って友達に自分の考えたことが伝わるように説明してみよ

う。」 

 

３ 問題を解決する。 

【自力解決】３分 

 

 

 

 

 

 

 

【ペアでの説明活動】２分 

 

 

 

 

 

【全体共有】５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

・電子黒板にスライドを提示し、みさきさ

んの    の部分を考えさせる。 

 

 

 

 

 

・導入で掲示していた三角定規を確認し、

それぞれ３つの角があったことを思い出

させる。 

・「説明シート」にめあてを書く。 

・黄緑、水色それぞれの三角定規を必ず使

うことを確認する。 

・「説明シート」の使い方を確認する。 

・考えを「説明する」ことをしっかりおさ

える。 

 

 

・三角定規の紙模型を操作させ、135°を

どのように組み合わせるのか考えさせる。

（貼ってもよい。図にかいてもよい。） 

 

 

 

 

 

 

・「説明シート」を使わせる。 

・説明するときには、上から順序よく説明

していけばいいことを確認する。 

・机間指導をして、説明の上手な児童を把

握しておく。 

 

 

 

・説明に慣れてきた児童には、無理に「説

明シート」を使わせなくてもよい。 

・別の角度を求めた児童を発表させる。（で

きれば、主問題以外の５種類すべてを出さ

せたい。） 

☆角の大きさを加法的に見て、三角定規を

「説明シート」を使い、

考えを説明する  

全体共有における説明活動  

操作的活動を経て、「説明シート」に書き表す 



  

Ⅳ 仮説の検証 

 第４学年の「角の大きさ」の単元において、研究仮説に基づき、全 10 時間の指導を行った。思考の

過程を可視化する「説明シート」の活用を通して、筋道を立てて考え、数学的に表現し説明する児童

を育むことができたか、児童の記述の変容（「説明シート」・ノート）、単元テスト、児童のふりかえり、

アンケート調査の分析を基に検証を行う。 

１ 「説明シート」を活用した思考の過程を可視化する学習活動について 

(1) 「説明シート」活用のための手立て 

「説明シート」を第５時から第７時までの３時間で活用し、思考の過程を可視化して説明す

る学習活動を取り入れた。「説明シート」は図的表現（図）、言語的表現（ことば）、記号的表現

（数や式）の３つの数学的表現を配置し作成しているため、それらを活用し、根拠を示して考

えを書き表すためには、「図」、「ことば」、「数や式」を関連させながら考えを形成していく必要

がある。しかし、単元を進めてみると、角の大きさの捉えや角に対する感覚を身に付けること

が不十分で、角度を表す「数」とその角度を表している「図」が一致しなかったり、分度器の

目盛りを読み間違えたりすることがしばしばみられ、形式的な理解にとどまってしまう児童が

いることわかった。そこで、第５時から活用する「説明シート」に書き表させるための手立て

として、第４時までに、角が回転しながら大きくなっていく様子を実感させるために、操作的

活動を取り入れたり、角の大きさの感覚を身に付けさせるために、１直角である 90°を基準に、

それより大きいか小さいか判断し、およそ何度か見当をつけたりする活動を取り入れた。そう

することで、児童の角の大きさの捉えや角に対する感覚が十分に身につき、それぞれの数学的

表現を関連させながら、考えを書き表すことができるのではないかと考え、指導を進めた。 

 (2) 「説明シート」に根拠を示し、数学的表現を活用して考えを書き表すことができていたか 

「説明シート」を活用すること       

で、根拠を示し、数学的表現を活用

して考えを書き表すことができてい

たか表２のルーブリック評価に示し、

検証する。授業は「問題把握→めあ

ての設定→見通しの確認→自力解決

→ペアでの交流→全体共有→適用問

題→ふりかえり」の流れで行った。 

第５時において、初めて「説明シ

ート」を活用したが、多くの児童が

「説明シート」の活用に戸惑っている様子が見られ、自力解決で「説明シート」に書きこんで

いる児童は少なかった。その要因として、児童が自分の考えを書き表す学習に慣れていなかっ

たこと、また、説明する際、図やことば、数や式などの数学的表現を使うことに慣れていなか

４ 練習問題を解く。 

T：「三角定規の角を組み合わせて、135°以外の角をつくりましょう。そして、

どのように組み合わせて何度になったのか説明しましょう。」 

T:「三角定規の角を合わせると、何種類の角度をつくることができたかな？」 

75°、120°、105°、150°、135°、180°の６種類 

組み合わせてできる角度の求め方を数学

的に表現し説明している。【思考力，判断

力，表現力等】 

☆角の大きさに着目し角の大きさを計算

で求めている。【知識及び技能】                      

ま

と

め 

10

分 

５ 今日の学習課題について考えをまとめる。 

T：「今日は、三角定規の角を組み合わせていろいろな角度を求め、説明する学

習でした。今日の学習で分かったことなどありますか？」 

C：三角定規の角をぴったりと並べると、別の大きさの角をつくることができ

る。 など 

６ ふりかえり 

T：「今日の学習を終えて、どんなことを感じたかな？ふりかえりを書こう」  

 

 

 

 

 

 

 

・「説明シート」とふりかえりシートを回

収する。 

Ａ評価 ①考えた様子を図に示している。 

②立式した根拠となることばと式に使われている数を使っ

て説明している。 

③答えを求める式に表している。 

の３つが書けており、正答している。 

Ｂ評価 ① ②、③のいずれかが書けていないが、正答している。 

Ｃ評価 書けていない。または、正答していない。 

表２ 「根拠を示し、数学的表現を活用して考えを書き表す 

ことができていたか」のルーブリック評価 



った児童が多かったことが挙げられる。そこで、説明する際には、「図」「ことば」「数や式」な

どを使うとよいこと、そして、今回の単元では、「説明シート」に「図」「ことば」「数や式」の

順に「型」にはめて書きこんでいくと考えを書き表すことができるということを確認し、第５

時以降も繰り返し指導した。そうすることで、児童は徐々に「説明シート」の活用に慣れ、根

拠を示し、数学的表現を活用して考えを書き表そうとする児童が増えた様子が見られた。 

適用問題において、「説明シート」に、

図的表現、言語的表現、記号的表現を活用

している児童を第５時と第７時で比較する

と図４の結果となった。すべての数学的表

現において、第５時より伸びが見られ、第

７時では、活用がいずれも 90％を超えてい

る。また、「説明シート」の評価が、第５時

はＡ評価が０人だったのに対し、第７時で

は、18 人の児童がＡ評価をとることができ

ていた（図５）。Ａ評価が増えた要因として、

児童の数学的表現を使おうとする意識の高

まりが挙げられる。検証後の感想には、数

学的表現を使うよさを感じている児童もみ

られた（図６）。数学的表現を使うことや「説

明シート」の「型」を確認することで、根

拠を示し、数学的表現を活用して考えを書

き表す力を高めることができたと考察する。 

  (3) 児童の「説明シート」の記述より 

児童Ｋの第５時の「説明シート」（図７）

を見ると、自力解決の時点では、直感的な

気づきから正答を求めることはできているが、根拠を示し、筋道を立てた説明には不十分であ

る。また、第６時では、「図」「式」を使うことはできているが、立式した根拠を表す「ことば」

を書くことができていなかった。しかし、児童はまず手がかりとして、「図」「式」に表し、徐々

 第５時 第７時 

図的表現 12 名（52％） 23 名（100％） 

言語的表現 ４名（17％） 21 名（91％) 

記号的表現 12 名（52％） 21 名（91％） 

第５時 第６時 第７時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 各時間における児童Ｋの「説明シート」 

図４ 適用問題における数学的表現の活用状況(n=23) 

図５ 「説明シート」の評価の変容 

図６ 検証後の児童の感想 

式に表し、正答を求めることはできて

いるが、①図 と②たし算に立式した根 

拠となる「ことば」がない。  

評価 B 

①図、②「90°」、「45°」、「合わせる」

という数と「ことば」、③式 の３つ全

てを書いている。「ことば」を書けるよ

うになった。        評価 A 

自分で書くこと

ができていなか

った。友達と考

えを交流するこ

とで書いた「こ  

とば」。  

③式 に表すこと

ができているが、

②ひき算に立式し

た根拠となる「こ

とば」を自分で書

くことができてい

なかった。評価 B 



に思考を整理しようとしている様子がうかがえる。その後、児童は友達と考えを交流し、「こと

ば」を書き込むことで、最終的に自分の考えを書き表すことができた。第７時では、自力解決

において、「図」や「式」を用いるとともに、「ことば」を使い、根拠を示して自分の考えを書

き表すことができている。本児童は、「説明シート」のチャートに沿って考えていくことで、徐々

に思考を整理して考えることができるようになってきている。 

また、第７時の主問題で「説

明シート」に自分の考えを書き

表すことのできなかった児童Ｍ

は、友達との考えの交流を経て、

自分の考えを書き表すことがで

きていた（図８）。その後、児童

Ｍは、可視化された説明の「型」

を見ながら、主体的に適用問題

に取り組んでいた。そして、三

角定規の角を組み合わせてでき

る角度をすべて見つけ、「説明シ

ート」に書きこみ、自分の考え

を書き表すことができていた。

このことから、説明の「型」を

可視化することが考えを書き表

すための手立てとして有効であ

ったことがうかがえる。さらに、

児童Ｋと児童Ｍのどちらも友達との考えの交流を経て、考えを書

きこむことができたことから、友達との交流を取り入れることも、

考えを書き表すことの手立てとして有効であったと推察される。 

以上のことから、「説明シート」を活用することで根拠を示し、

数学的表現を活用して考えを書き表す力が高まったと考察される。 

２ 「説明シート」を活用して、説明することについて 

説明活動は、ペアでの交流、全体共有の場での２つの場面におい

て設定した。いずれの場面においても、記入した「説明シート」を

見ながら説明させるようにした（図９）。 

「説明シート」を活用せず、従来通りノートに考えを記述させ、

説明させた第２時では、ペアでの説明活動に滞りが

見られ、お互いに説明できているペアはわずかであ

った。これは、ノートに考えを書けていない児童が

半数を超えており、何を話せばよいかわからず戸惑

った児童が多かったことが要因として考えられる。

一方、「説明シート」を活用した第７時での説明活

動では、お互いに説明できているペアがほとんどで

あり、全体共有の場でも積極的に挙手し発表する児

童が増えた。また、第２時と第７時のふりかえりシ

ートを比較すると、「自分の考えを説明することが

できた」と答えた児童が８人増えた（図 10）。この

ことは、思考の過程を可視化することが根拠を示し、数学的表現を活用して説明するために有効

な手立てであったことを示しているといえる。 

図８ 児童Ｍの主問題（左）と適用問題（右）の「説明シート」 

（第７時） 

             

図 10 ふりかえりで「説明できた」と回答した児童 

図９ 「説明シート」を 

   活用した説明活動 

(人) 



そして、アンケート結果では、「自

分の考えたことを友達に説明でき

ますか。」で「できる」「だいたいで

きる」と肯定的な回答をした児童の

割合が検証前の 37％から検証後に

は 34 ポイント増え、71％になった

（図 11）。また、検証後の感想には、

自分自身の説明する力の高まりを

感じている児童の感想が見られた

（図 12）。これは、「説明シート」の記述を見

ながら説明することで、自信を持って説明し

ようとする児童が増えたと推察できる。 

以上のことから、「説明シート」を活用し、

思考の過程を可視化して説明させることで、

根拠を示し、数学的表現を活用して説明する力を高めることができたと考察する。 

３ まとめ 

児童の思考の流れを想定した「説明シート」を活用し、思考の過程を可視化して説明する学習

活動を取り入れたことで、筋道を立てて考え、数学的に表現し説明する児童を育むことができた

と考察する。また、検証後のアンケートにおいて「角の大きさの学習を理解することができまし

たか。」との設問に、24 名中 23 人の児童が「理解できた」「だいたい理解できた」と肯定的な回答

をした。さらに、単元テストにおいても 80％の児童が 80 点以上に到達できたことから、思考の過

程を可視化して説明する学習活動を取り入れたことは「角の大きさ」についての理解も深めるこ

とができたと捉える。今回の単元で「説明シート」を初めて活用したため、はじめは「説明シー

ト」の使い方に戸惑う児童が多かったが、活用を重ねるごとに「説明シート」に慣れてきた様子

がうかがえた。「説明シート」は一度限りではなく、計画的に活用を重ね、児童が活用に慣れるこ

とで、筋道を立てて考え、数学的に表現し説明する力を育むことに有効であると考える。 

 

Ⅴ 成果と課題 

１ 成果 

   (1)、思考の過程を可視化する「説明シート」を活用したことで、筋道を立てて考え、数学的に表

現し説明する児童が育むことができた。 

  (2) 「図」「ことば」「数や式」の順に説明する「説明シート」の「型」を確認したことで、数学

的表現を用いて自分の考えを書き表そうとする意識が高まった。 

  (3) 思考の過程を可視化して説明する学習活動を取り入れたことで、「角の大きさ」についての理

解が深まった。 

２ 課題 

(1) 児童のふりかえりやアンケート結果から「説明することが難しい」と回答する児童がいたた

め、今後も継続して「説明シート」を活用し、さらなる説明活動の充実を図る。 

  (2) 「説明シート」に数学的表現を用いて表すことが難しい児童へのさらなる手立てが必要であ

る。特に、算数用語を確認したり、国語などの他教科と横断的に関連させたりしながら、言語

的表現を書く力を高めていく必要がある。 

    (3) 筋道を立てて考え、数学的に表現し説明する力を育むためには、本単元だけでなく、他単元

においても説明活動を取り入れ、継続的に指導していく必要がある。他単元においても、説明

活動を位置づけた単元計画が必要である。 

 

図 11 検証前後の児童のアンケート結果の比較 

図 12 検証後の児童の感想 
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