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沖縄県立総合教育センター 後期長期研修員 第 63 集 研究収録 2018 年３月 

〈ＩＣＴ教育：小学校 算数〉 

数学的な見方・考え方を育む学習指導の工夫 

- 見通しを持たせる手立てとタブレット端末の活用による協働学習を通して - 

 

与那原町立与那原小学校教諭 新 川 博 士    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

 近年、知識・情報・技術をめぐる変化の早さが加速度的となり、情報化や技術革新は人間生活を質

的に変化させつつある。こうした社会的変化の影響を受ける中、学校教育では、新小学校学習指導要

領総則において「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の方向性が示された。また、

「(１)知識及び技能が習得されるようにすること(２)思考力、判断力、表現力等を育成すること(３)

学びに向かう力、人間性等を涵養すること」の三つの柱を基本とする資質・能力の育成を図ることも

求められている。そこで、新学習指導要領解説算数編では数学的に考える資質・能力の育成について、

「算数の学習において、『数学的な見方・考え方』を働かせながら、知識及び技能を習得したり、習得

した知識及び技能を活用して課題を探求したりすることにより、生きて働く知識の習得が図られ、技

能の習熟にもつながるとともに、日常の事象の課題を解決するための思考力、判断力、表現力等が育

成される。」と重要性を示している。 

本校では「全国学力・学習状況調査の結果分析（算数）」において、記述問題で条件に満たない解答

や根拠を基に理由を答えられない児童が多くいることが分かった。本学級においても、なぜそうなる

のかと理由がはっきり言えないことや自分の考えが整理できず、曖昧であるため説明できないという

同様な現状がある。さらに、見通しを持ち、問題解決に取り組むことができないことも挙げられる。

それらを踏まえ、本校の課題として「既習事項を活用できない」「問題を解くための見通しが持てない」

「自分の考え方を整理して記述できない」「どのような考え方で問題解決をしたよいか分からない」と

いうことが考えられる。これらより、日常の事象や数学の事象についての課題を解決する際に働かせ

る数学的な見方・考え方を育む指導の工夫が必要と考える。 

これまでの授業実践では、問題解決的な学習をもとに、発問の工夫、思考の過程を意識した板書、

ノート指導の工夫、ペアやグループ活動を通しての協働学習に取り組んできた。さらに、児童が主体

的に学習に取り組めるように、児童の言葉を拾い、つなげ、まとめる授業を展開してきた。しかし、

「問題を理解できない」「見通しが持てない」「自分の考えを整理することができない」「よりよい考え

や答えを導くことができない」「習ったことを生かすことができない」など数学的な見方・考え方に課

題が見えてきた。その要因として理解度に差がある児童がいる中、学級全体として問題を捉えること

ができなかったことや考えを共有、比較・検討をする場面で一部の児童の考えが中心になってしまう

ことで、主体的・対話的で深い学びにつながらなかったことが考えられる。これらの課題解決を図る

ため、自己の解決の見通しを持ち、算数が苦手な児童も授業に主体的に参加でき、数学的な見方・考

え方を身に付けられるような授業改善が必要だと考えた。 

そこで本研究では第４学年「面積のはかり方と表し方」の単元において、導入の場面において見通

しを持たせられるよう、思考を分解することと可視化、整理する手法を用いたプログラミングの考え

方を取り入れたワークシートの利用とタブレット端末を活用した協働的な学習を行うことを試みる。

これらの手立ての工夫により数学的な見方・考え方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「面積のはかり方と表し方」の単元において、プログラミングの考え方を取り入れたワー

クシートとタブレット端末の活用し、見通しを持たせた協働学習を行うことにより、数学的な見方・

考え方を育むことができるであろう。 
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Ⅱ 研究内容 

 １ 理論研究 

(1) 数学的な見方・考え方 

「新小学校学習指導要領解説算数編」においては、算数科・数学科における「数学的な見方・

考え方」について「事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え、論理的、統合的・

発展的に考えること」と示されている。黒澤俊二（2011）は、「『論理的な考え方』は理由とな

る根拠を明確に表現する子どもの姿に現れる考え方。いくつかの事象に共通点（性）を統合的

に見出だし、その共通点（性）が他の場合にも通じていくのではないかと発展的に考え、いわ

ゆる一般化を目指していく考え方が『統合的・発展的な考え方』だ」と述べている。 

そこで、本研究で育成を目指す「数学的な見方・考え方」を次のように捉え研究を進める。 

見方：事象を数や量、言葉、図形の構成要素や性質、それらの関係に着目して、その特徴や本

質を捉える力 

考え方：根拠を基に筋道を立てて考える力（論理的な考え） 

問題解決の過程を振り返るなどして既習事項を生かし、共通点を見出したり、他の場

合にも生かしたりすることできないかと考える力（統合的・発展的な考え） 

  (2) 数学的な見方・考え方を育むための見通しの必要性 

今までの授業実践では、上手く解決できた児童は、既習事項との関連に気づくことができる

ことにより問題把握をし、これまでの解き方が活用できないかどうかと問題解決に取り組んで

いく姿があった。黒澤（2013）は、「解決計画が重要だ。自力解決で、解決の見通しを立てるこ

とが子どもの意欲づけになるからだ。解決すべき問題を再確認し、そこに使われる作戦（解決

の方略）や既習事項を復習し、発表する時の表現や仕方を確認し、その後の追及の方向まで明

確にしてから自力解決に入るのである。」と述べている。小松信哉（2017）は「計画した見通し

のもと、実際に問題解決をする。試行錯誤しながら、既習内容を活用しながら解決を図ってい

く。数学的な見方・考え方が大いに発揮される場面である。」と述べている。これらのことより、

問題解決の過程で見通しを持つということは、既習事項の振り返りや関連を図ることができ、

解決のアイディアや方法、手立てを考えることであり、数学的な見方・考え方を育むことがで

きると考えられる。そこで、本研究では授業の導入の場面において一人一人に確実に見通しを

持たせられるようにしたいと考えた。見通しを持つことは意欲付けということに加えて、既習

の内容から必要な知識・技能を活用し、問題を解決する活動を通すことで、数学的に考える資

質・能力が育成される。その際、数学的な見方・考え方が働き、その力も育まれると考える。 

以上より、問題解決的な学習の中で見通しを持たせることに焦点を当て、実践に取り組んだ。 

(3) 数学的な見方を育む、見通しを持たせるための手だて 

  ① 課題提示の工夫 

    見通しを持たせるためには、子どもから 

の疑問や迷い、発見等が思考のきっかけに 

なる。そこに必要となってくるのは課題提 

示の工夫である（表１）。小松(2013)は、 

「子どもが問題に働きかけていく過程で、 

『問い』をもつように、問題やその提示の 

方法を工夫することが大切である。」と述 

べている。「あれ？」「なんで？」「どっち？」 

「見つけた！」「もしかして～」「例えば～」等、子どもが自然とつぶやくようにすることで、 

既習と未習のズレから問題把握し、自ら問いを持ち、見通しをもたせるきっかけにすること 

で数学的な見方が育まれると考える。本研究では、課題提示の工夫点（表１）の⑤を主に活 

用し実践を行う。 

表１ 課題提示の工夫点 

①情報不足・情報過多にする。 

②既習と未習の接点を明確にする。 

③似て非なるものを見せる。 

④特殊な世界できまりを発見させる。 

⑤一部分を隠して見せる。 

⑥無理難題を与える。 

⑦カードを使って並べ替えさせる。など 

筑波大学付属小学校算数研究部 算数授業研究より 
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② プログラミング的思考の活用 

 リンダ・リウカス（2016）はプログラミングについて、「子どもたちは、大きな問題を小さ 

な問題に切り分けるやり方を学びます。パターンを探し、段階的な計画を立て、枠にとらわ 

れずに物事を考えるようになります。」と述べている。つまり、問題を解決の際、問題を細か 

く捉え、解決の方法や手だてとしての思考を表出できると考えられる。普段なかなか定着し 

ない問題解決の手順を意識化させることができるだろうと考えた。そこで、プログラミング 

的思考を算数における問題解決的な学習に活用できないだろうかと考え、照らし合わせると、 

関連性が高いことが言える（表２）。そこで本研究では、プログラミング的思考と算数の学習 

における問題解決の流れが一致すると考え、プログラミング的思考を授業改善の手立てとし 

て取り入れる。 

  ③ プログラミングの考え方の基本「分解」の活用 

プログラミングの考え方の基本に「分解」というものがある。問題把握をする場面におい

て、「分解」の考え方は、事象に着目するときのポイントとなる既習事項と似ていることはな

いか、課題図形の構成要素は何であるかなど、小さく分けたり、細かく見たりすることに関

連があると考える（表３）。それをきっかけに課題解決のための見通しを立てるようにする。

この考え方は、数学的な見方を働かせるときに役に立つと考える。 

  (4) 数学的な考え方を育む手立て 

① プログラミングの考え方「シーケンス（順序）」の活用 

プログラミングの考え方に、「シーケンス（順序）」という考え方がある。自分の考え方を

順序だて、書き表すことに活用できると考える（表３）。見通しとして立てた自分の考えを自

力解決の場面で整理して書き表すことができる。数学的な考え方の論理的な考え方を育むた

めの手だてとなることと比較・検討の場で説明することにも役立つと考える。 

 ② ワークシートの工夫 

   「分解」と「シーケンス（順序）」の考え方を取り入れたワークシートを作成した（図１）。 

これを活用し、単元の学習に取り組む。「分解」の考え方を用い、既習の内容から必要な知識・

技能を活用できないかということと図形の構成要素や性質に着目させ、どのように解いたらよ

いかという見通しを持たせる。次に、「シーケンス（順序）」の考えを用い、「やることリスト」

に対する「実行した結果」という欄を設けることで、何をどのように考え求めたのかというこ

とを細かく記載できるようにする。ここで、上手くいかなかったら、やり直したり、違う方法

で考えたりするなど自力解決の場面で思考を深められるようにしたい。全体での比較・検討す

る場面やペアで伝えあう場面では、手立てになるのではないかと考え実践に取り組みたい。 

表２ プログラミング的思考と算数における問題解決との関連 

 

１ 自分の意図する活動の実現のため １ 問題把握をする

２ どのような動きの組み合わせが必要か ２ 見通しを立てる

３ 記号の組み合わせをどのように改善するのか ３ 見通しで立てた自分の考えを整理する（自力解決）

４ より意図した活動に近づくのか ４ 協働解決の場面で練り合い、問題解決をする

１～４を論理的に考えていく力 １～４を通して数学的な見方・考え方が高まる

プログラミング的思考 算数科における問題解決の流れ

表３ 「分解」と「シーケンス（順序）」の考え方 

 考え方の説明 算数の学習との関連 

分解の考え 問題をより小さい部分にかみ砕いていく手順

のこと。構成する要素へと分解すること。理

解しやすく分かりやすいものにする。 

事象を小さく分ける、細かく

みる。（構成要素や性質、既

習事項に着目させる。） 

シーケンス（順序） コンピュータはプログラムに書かれた命令を

一つずつ順番に実行する。この順序をいう。 

自分の考えを順序だてて書か

せ、論理的思考力を高める。 
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③ タブレット端末の活用による協働学習 

     数学的な考え方の統合的・発展的な考えを育むために、比較・検討の場や振り返りの場で、

友達の考え方や発想を共有したいと考える。友達の考えを、自分の中で解釈する過程で、共

通性に気付いたり、違いが明確になったり、新たな疑問が出たりすると考える。さらに、文

部科学省学びのイノベーション事業によると、協働学習は「子供たち同士が教えあい学び合

う協働的な学び」と定義されている。児童同士による意見交換や発表など、お互いを高め合

う学びを通じて、数学的な見方・考え方を育みたいと考えている。児童同士の協働学習を促

すために本研究では、タブレット端末を活用することが有効であると考え、本研究では、２

人に１台のタブレット端末を活用したペア学習を行う。 

    ア ＩＣＴ活用の特性・強みについて 

      ＩＣＴを活用した教育の推進に関する懇談会報告書（中間まとめ）より、ＩＣＴの特徴

として「距離・時間を問わずに情報の相互のやりとりが可能、蓄積した情報を自由に加工・

編集・分析・表示することなどが可能」とある。その学習場面での具体例として「思考の

可視化、瞬時の共有化」の２点を活用し実践に取り組む。タブレット端末を活用し、表４

に示すＩＣＴの特性・強みを学習過程に生かすことで、協働学習をより一層深めることが

できると考える。 

イ 授業支援アプリ「ロイロノート・スクール」について 

  前述のＩＣＴ活用の特性・強みを活かすため、授業支援アプリ「ロイロノート・スクー 

 ル」を活用する。その特徴は図２にまとめる。実際の活用として、導入の場面では「教材

を配布する」「画面を配信する」の機能を利用し、課題把握等に活用する。瞬時の共有化を

表４ ＩＣＴ活用の特性・強み 

 特性・強み 学習場面での活用 

思考の可視化 時間や空間を問わずに、音声・画像・

データ等を蓄積・送受信できるという

時間的・空間的制約を超えること 

距離や時間を問わずに児童生徒の思

考の過程や結果を可視化する 

瞬時の共有化 距離に関わりなく相互に情報の発信・

受信のやりとりができるという、双方

向性を有すること 

教室やグループでの大勢の考えを距

離を問わすに瞬時に共有すること 

 

図１ 単元を通して活用したワークシート 

導入の場面で、既習

事項を活用できな

いか、構成要素や性

質に着目するなど

「分解」の考えを用

いて小さく分け、細

かく見る。 

自力解決に入る前

に、「見通し」として

立てた自分の考え

を記入する。 

「シーケンス（順

序）」の考え方を用

いて自分の考えを

整理記入する。「や

ることリスト」「実

行した結果」と項目

を分け、記入する。 

比較・検討をする

場面で、問題解決

され得られた見

方・考え方や自分

の考えと違う考

え方を記入する。

毎時のまとめも

記入する。 

振り返りとして「分

かったこと」「疑問

に思ったこと」「な

るほどと思ったこ

と」を感想として書

かせ、見通しを持つ

ことができたかを

数値で自己評価さ

せる。 
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図り、児童の手元で課題図形を

鮮明に見ることができる。次に、

比較・検討の場面では「双方向で

の授業」「協働で学習」の機能を

利用し、学び合いを活発にさせ

たい。ペアや全体で説明する際、

児童の考えたことを電子黒板や

タブレット端末で、思考の可視

化をする。ふり返りの場面では

「学びあう」の機能を利用し、問

題解決の過程を振り返ったり、

友達の気になる考え等を再確認したり、よりよい振り返りが行えるように活用する。 

 

Ⅲ 指導の実際 

 １ 単元名 「面積のはかり方と表し方」 

 ２ 単元目標 「面積について単位と測定の意味を理解し、面積を計算によってもとめることがで

きるようにするとともに、面積についての量感を豊かにする。」 

 ３ 単元の概要 
 関心・意欲・態度 数学的な考え方 技能 知識・理解 

評
価
規
準 

面積を数値化して表すことの

よさや、計算によって求められ

ることの便利さに気づき、身の

回りの面積を求めるなど生活

に生かそうとする。 

面積について、量や乗法の学習

を基に、単位の何こ分で数値化

して表すことや、辺の長さを用

いて計算で求められることを

考え、とらえることができる。 

長方形、正方形の面

積を、公式を用いて

求めることができ

る。 

面積について、単位と測定の意

味や、長方形や正方形の面積は

計算によって求められることや

その求め方を理解し、面積につ

いての量感を身につける。 

単

元

指

導

計

画 

時 目標 
ＩＣＴの活用 

〇教師 ●児童 
数学的な見方・考え方 

１ 面積の比べ方をいろいろな方法で考

え、面積を比べることができる。【関】 

○電子黒板（提示） 

●タブレット端末（自作教

材の活用、比較、共有） 

見：量（平面的な広がりのある広さ）に着目する。 

考：面積の概念を見出すために、既習の方法（紙を切りと

り直接比較、任意単位での比較）での比較をする。 

２ 面積の単位「㎠」を知り、面積の意味

について理解する。【知】 

○電子黒板（提示） 

●タブレット端末（自作教

材の活用、比較、共有） 

見：ものの大きさの基になる大きさ（単位）一

辺が１㎝の正方形（１㎠）に着目する。 

考：１㎠の正方形で面積を測定し比べる。 

３ 

・

４ 

長方形、正方形の面積を計算で求め

る方法を理解し、面積を求める公式

をつくることができる。【関】【技】 

〇電子黒板（提示） 

●タブレット端末（操作活

動、比較、共有） 

見：辺の長さ（一辺の長さ）と一辺が１㎝の正方形（１㎠・

マスの数）に着目する。 

考：面積をより簡単に計算で求める方法を考える。 

 

検

証

①

② 

５ 

 

既習の長方形や正方形の面積を求め

る学習を活用して、長方形を組み合

わせた図形の面積の求め方を考え、

面積を求めることができる。【関】

【考】 

電子黒板（〇提示、●共有） 

●タブレット端末（比較、共有、

検討）○タブレット端末（ヒント） 

見：既習の形（長方形、正方形）に着目する。

考：長方形や正方形の面積を求める公式を使 

い、複合図形の面積を求めることができる。 

６ 長方形を組み合わせた図形の面積を分

割、補完、移動などの求積の仕方を使い、

よりよい求積の仕方はどの方法か理由を

もとに考えることができる。【考】 

電子黒板（○提示、●共有） 

○タブレット端末（比較、

共有、検討） 

見：複合図形の面積の求め方に着目する（分割, 

補完,移動） 

考：どの求積方法で解くのがよいか、根拠をも 

とに考えることができる。 

 ７ 面積の単位「㎡」を知り、辺の長さがｍの場合

も、長方形や正方形の面積の公式が適用でき

ることを理解する。【知】 

○電子黒板（提示） 

●タブレット端末（比較、

共有、検討） 

見：一辺がｍの正方形（１㎡）に着目する。 

考：１㎡の正方形で面積を測定し比べる。 

８ 面積の単位㎡と㎠の関係を理解す

る。【知】 

○電子黒板（提示） 

●タブレット端末（共有、検討） 

見：ｍと㎝の関係に着目する。 

考：長さの関係から㎡と㎠の関係を比較する。 

９ 

・

10 

 

面積の単位「ａ」「ha」「㎢」を知り、

面積の単位の相互関係を理解する。

【知】 

〇電子黒板（提示） 

●PC（Google Maps） 

見：一辺の長さが何ｍになっているのかという

ことに着目する。 

考：単位相互の関係を調べるために、単位を小さい

単位にして比較し、関係性をまとめる。 

11 学習内容を適用して問題を解決す

る。【技】 

○電子黒板（提示） 

●タブレット端末（比較、

共有） 

見：既習の長さや重さの意味や測定の仕方と同

じように、広さの基になる大きさ（１㎠等）

に着目すること。 

考：同種の基になる大きさを決め、その量の幾

つ分という数値への置き換えを考えること。 

12 学習内容の定着を確認し、理解を確

実にする。【知】 

図２ ロイロノート・スクールの特徴 

     
教材を配布する    画面を配信    双方向で授業 

      
協働で学習        学び合う 

ロイロノート・スクール ホームページより抜粋 
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 ４ 指導の展開（６／１２） 

  (1) 本時の目標 

フィンランド国旗型の複合図形の面積を早く、簡単に正確に求めるには、分割、補完、移動

のうちどの方法が「よりよい方法」なのかを考える事により、いくつかの情報の中から根拠を

もとに、必要な物を選び活用する力を付ける。 

  (2) 工夫点 

場面 工夫点（手立て，方法） 

導入での問題提示 ・ＩＣＴ機器（タブレット端末）を使い、視覚的に複合図形を提示することで、前時

までの図形とのずれを持たせる。 

・よりより方法（早く、簡単に正確に）で求めるにはどの求積方法がよいか、前時を

もとに思考させる。 

見通しを持つ場面 プログラミングの考え方を活用したワークシートを利用することで、小さく分けた

り、細かく見せたりすることと解答の手順を意識させることで、見通しを持たせる。 

比較・検討 ペアから全体へという流れにし、そこにタブレット端末を活用した思考の可視化と考

えの共有化を図る。 

  (3) 展開 

展

開 

学習活動  ○発問 ◎指導上の留意点 ＩＣＴの活用 

○教師の活用 ●児童の活用 

導

入 

 

５

分 

１．問題把握と見通し 

○今日の図形はどう見えますか。 

 

 

 

 

 

 

 

〇図を見て気づくことはありませんか 

◎一部ずつ視覚的に図を見せる。

今までとの違い（ズレ）に気づく

ようにし、解決の見通しを共有

する。 

◎プログラミングの考え方の基本「分

解」の活用 

◎前時にまとめた３つの方法（分

けて足す、全体から引く、移動す

る）のいずれかを使い、今回は考

える。 

 

○●タブレット端末 

  教師はタブレットで提示の

操作、児童はタブレットでも確

認できるようにさせる。 

○電子黒板 

少しずつ見せる事で、児童の意

欲を高める。 

展

開 

 

２

５

分 

 

 

 

２．自力解決 

○昨日の面積を求める方法を使

って、自分の考えを図や式に

表しましょう。 

 

 

 

３、比較・検討 

〇ペアでどのように解いたか話

し合いましょう。 

 

 

 

 

 

〇それぞれの面積を求める方法

の説明をしましょう。 

 

 

 

◎よりよい方法とはどのような方

法なのか、確認する。 

「よりよい方法」 

→早く、簡単に、正確に求めるこ

とができる。公式を使う回数

が少ないなど。 

◎友達が見ても、すぐ分かるよう

に書くことを促す。 

◎提出ができた児童はロイロノー

トの「提出」から他の児童の考え

を確認しておく。 

【考】前時で確認した、複合図形の

求め方の中から根拠をもとに、

よりよい方法で面積を求めるこ

とができている。 

 

 

 

〇タブレット端末 

自力解決している間にロイロ

ノート・スクールの「送る」機

能を使い、フィンランド国旗型

のカードを配布する。 

 

●ペアの話合いのあとに、よりよ

い考えのものをタブレット端

末に記入し、提出する。 

 

○ロイロノートの「提出」の機能

を活用して児童の考えを取り

まとめ、全体での共有に生か

す。 

 

●タブレット端末を操作しなが

ら説明する。 

ま

と

め 

 

１

５

分 

４，振り返り 

○今日の学習をまとめましょ

う。 

○振り返りの感想を書きましょ

う。 

 

 

 

◎明らかになったことを児童の言

葉でまとめる。 

◎フィンランド国旗型の面積にな

った場合は「移動」させる方法が

最適であることに気付くよう促

す。 

◎ロイロノートの「提出」から他の

児童の考えを確認することを促

す。 

 

 

 

 

 

 

●振り返りの際に、タブレット端

末で気になる友達の考えを再

確認する。 

めあて：フィンランド国旗型図形の面積求める「よりよい方法」を考えよう。 
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図４ Ｂ児童ワークシート 

 

図３ Ａ児童ワークシート 

 ５ 仮説の検証 

   研究仮説に基づき、見通しを持たせるための手立てとタブレット端末の活用による協働学習を

重視し授業改善に取り組んだ。授業では、プログラミングの考えを取り入れたワークシートを利

用し、問題解決的な学習をもとに課題提示、問題把握、解決の計画（見通し）、自力解決、比較・

検討、振り返りという流れで授業実践をした。手立てが数学的な見方・考え方を育むことにつな

がったか検証していく。検証の方法としては、検証授業による発言や行動観察、ワークシートの

記述や変容、毎時間の振り返りの記述、アンケ―トを基に分析、考察をする。 

  (1) 課題提示と「分解」の考え方の活用より見通しを持たせることで数学的な見方が育まれたか。 

① 課題提示の工夫 

課題図形を少しずつ見せながら、

全体を提示した。それにより、既習

事項と未習事項とのズレを感じ、課

題図形の中に既習の方法を使って解

くことができるのではないだろうか

と見通しを持とうとしていることが

分かる。児童の中での疑問や迷い、

解決したいという意欲、こうしたら解けるだろうといった発見等、思考のゆらぎが児童の発

言から読み取ることができる（表５）。そこで出た疑問や迷い、発見は問題解決に必要な要素

や性質に着目することにつながると考える。これらより、課題提示の工夫は課題把握を促し、

問題解決の視点、数学的な見方を育むことができたと考える。 

② ワークシート記述より 

図３のＡ児童は、まずは要素（長方形）に分ける過程で、 

補完の考えに気付き見通しを立てていることが分かる。言 

葉を使い「あとで必ずけす。（引き算する）」と記載してい 

る。図中に言葉で実際にやることを表すことができている。 

立式のポイントを押さえることができていると考える。 

図４のＢ児童も要素に分けた後、移動の考えを用いて見 

通しを立てている。吹き出しに「分ける方法も有り」「 出 

っぱりを縦には×」「 つなげる？」など自分の中で、より 

よい解決のための方策を検討しながら見通しを持っている 

ことが分かる。プログラミングの考え方の基本「分解」を 

活用することは、よりよい解決の方策を見通すことができ、 

数学的な見方を育む手立てになったと考えられる。 

③ 児童の変容 

毎時、振り返りの場面で自分の考え（見通

し）を持つことができたかという観点で自己

評価を行った結果、図５のような変容が見ら

れた。第５時と第６時が検証授業である。授

業が進むにつれ、考えが持てない児童が減少

した。これはプログラミングの考え方の基本

「分解」を活用して着目する視点を持てるよ

うになったことが、全体として改善の方向に

つながったのではないかと考える。さらに、

事前アンケートによる「算数は好きですか。」

「算数の授業の内容はよく分かりますか。」

 

図５ 学級全体の自己評価（見通しを持てたか） 

表５ 課題提示の工夫による児童の発言と思考のゆらぎ 
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という質問に否定的に答えた児童の変容

に焦点を当てた。抽出児童の毎時間の自己

評価による変容（表６）に関して、第６時

は発展問題として取り組んだので学級全

体の自己評価が少し下がっていることを

考慮しても、授業が進むにつれて着目する

視点を理解できるようになったと考える。 

抽出児童の中のＣ児のワークシートの

変容（見通し）（図６）を取り上げる。第

５時では図形に補助線を加え、長

方形に分けるということまではで

きている。しかし、求積をするま

でには至らなかった。第６時では

長方形の構成要素に着目し、図中

に面積を書き加えることができる

ようになっている。第５時で着目

する視点が分かり、第６時で求積

に必要な構成要素に着目できるよ

うになった。プログラミングの考え方の基本「分解」を活用しながら授業を行うことで、着

目する視点が理解できるようになり、よりよい解決へ向かうことができたと考える。 

     以上より、課題提示の工夫とプログラミングの考え方の基本「分解」を活用することは、

児童の思考のきっかけとなり、既習の知識・技能をどのように使えば解決できるだろうかと

いう見通しをもつための手立てとなり、数学的な見方を育むために有効であると考える。 

  (2) 「シーケンス（順序）」の考え方の活用は、論理的な考え方を高めることができたか。 

    前述したＣ児のワー

クシートの変容（自力

解決）（図７）である。

第５時は、長方形に直

すということしか書け

ていない。見通しを持

つことはできたが、計

算式が出せず求積でき

なかった。しかし、第６

時のワークシートでは

計算式が出て、よりよ

い求積に近づくことができている。思考途

中で計算が間違ってしまい、答えが間違っ

てはいるが、見通しとして立てた考えを筋

道立てて整理することができるようなって

いることが分かる。 

Ｈ児のワークシート（図８）では、見通

しを立て、自分の考えを整理する中で、間

違っていることに気づき、違う方法でやり

直すことができている。「正方形と長方形に

分けて考える。」としたが、実際に思考して

表６ 抽出児童の変容（自己評価） 

図８ Ｈ児のワークシート 

 Ｃ児 Ｄ児 Ｅ児 Ｆ児 Ｇ児 

２時 ２ ２ ２ ２ ２ 

３時 ３ ３ ３ ４ ２ 

５時 

本時① 
３ ３ ４ ３ ３ 

６時 

本時② 
２ ３ ４ ２ ４ 

４：持てた ３：どちらかというと持てた 

２：どちらかというと持てなかった １：持てなかった 

図６ Ｃ児のワークシートの変容（見通し） 

第５時 第６時 

 
図７ Ｃ児のワークシートの変容（自力解決） 

第５時 第６時 
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みると、下線部のように「正方形ではなかった」と気づき、見通しの改善をしている。自分の

考えを順序だてて表出することで、思考が整理されたことから、間違いが分かったと考えられ

る。アンケートからも「細かく考えられ、足りないことに気がついた。」というコメントがあっ

た。さらに、机間指導を行う中で、書いている内容や量を一目で把握できるので、個に応じた

指導を充実させることができたことも、児童の理解度を高めることにつながったと考える。 

自力解決の場面でのワークシート

の評価を、表７を基に行った。見通し

を持つことができたＡ評価とＢ評価

の児童を合わせると第５時では

84.6%、第６時では 96.4%と増加して

いることが分かった。検証(１)と合

わせると、プログラミングの考えの

基本「分解」を活用し、見通しを持て

るようになったこと。それに加え、プ

ログラミングの考え方「シーケンス（順序）」を活用し、思考の可視化、問題解決の手順を意識

化、整理がすることができるようになったこと。この一連の流れを通すことは、自分の考えを

工夫・改善できることにつながり、より論理的な考え方を育むために効果が高いと考える。 

(3) タブレット端末の活用による協働学習は統合的・発展的な考え方を高めることができたか。 

タブレット端末の活用について、 

ペアで検討する場面、全体で検討の

場面、振り返りの場面で活用した。

ペアの場面では、タブレット端末に

書き込みながら説明を繰り返し行

うことができた。アンケートからも

「説明しながら書き込めた」「よりよいものを決めるために話ができた」とあり、友達の考えを

理解しようとする姿から活発な話し合いができたと考える。（図９左）。練り合いの場面では自

分の考えを電子黒板に提示し、指し示しながら説明した。さらに、説明の補足として他の児童

が説明をつなげる場面もあり、学習が深まったと考える。「求め方がいくつかあり、違う考えが

参考になった」というアンケートの言葉より、自分の中にはない考え方や発想を感じ取ってい

ることが分かる（図９中）。振り返りの場面では、タブレット端末を活用し、友だちの考えを見

ながら授業における振り返りを行った。比較・検討の場や振り返りの場で気になった考え方や

参考になる表現を自分の中で解釈することで、自分の考えとの共通点や相違点に気付き、新た

な疑問が生まれていた。「分けたりする考えだけでなく、移動させたり、他の考え方で解いてみ

たりしたい」という児童のコメントもあり、思考の広がりがあったと考えられる（図９右）。 

以上のことから、タブレット端末の活用による協働的な学習は、統合的・発展的な考えを高 

めるための有効な手立てと考える。 

  (4) 児童アンケートより 

    「分解は見通しを持つために役に立ったか。」（図

10）の質問では、「分解」の考え方の有用性を全児童

が肯定的に感じていることが分かる。授業中では既

習の内容に結びつけたり、構成要素に着目できたり

するようになった。児童の感想からも、「細かく見る

ことで解きやすくなった」「おおざっぱでなく、細か

く見通しが立った」という内容があった。さらに「見

通しを持つことができたか。」（図 11）の質問では、 図 10 分解は見通しを持つために役に立ったか。 

 

図９ タブレットの活用場面 

表７ ワークシートの評価基準及び評価 
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あてはまると答えた児童が 25.0％から 50.0％に増加

し、あてはまらないと答えた児童が 0％に減少してい

る。得意な児童はより自信を持ち、苦手な児童はヒン

トを得て見通しを立てられた。見通しを持つための

ヒントとして「分解」の考え方が役立ったと考える。

単元を通して、問題をどのような視点で捉えればよ

いのかという数学的な見方が身に付いたと考える。

しかし、否定的に答えた児童が 7.1％いる。この児童

は前述のＣ児とＧ児である。ワークシートを評価す

ると、着目する視点が理解できるようになり、見通し

を持つことができていたが、自分の中で算数に対す

る苦手意識が残っている結果だと考える。手立てと

して自分の思考の変容を実感するために振り返りを

充実させることや称賛の声かけ等、指導の継続を行

うことで、自信を付けさせる必要がある。 

「タブレット端末は話し合うことに役立ったか。」

（図 12）の質問では、肯定的に答えた児童はどちら

も 90%を超えている。タブレット端末の活用は、話合

いを活発にする手立てとして有効であると考えられ

る。児童からは「手元ではっきり見ることができ、話

に集中できた」「友達の意見が参考になった」という

記述があり、友達の意見について理解し、自分の考え

との関連性に気付くことができたと考える。さらに、

「新しいことを習った時にじゃあ、この場合はどう

だろうと疑問に考える事はありますか。」（図 13）の

質問では、発展的に考えるようになったと肯定的に

答えた児童は 75.0%から 85.7％へ増加している。協働学習により自他の考え方を交流し、友達

の考え方を解釈する過程を通したことで、自分の中になかった見方・考え方で他の事象を見る

ことができるようになったと考える。この結果から問題解決のための視点に気づく力や発想を

基に思考する力が育まれ、友達との協働学習を通し、自分の考え方と友達の考え方の共通点を

理解し、発展的に考えることができるようになったと考える。 

以上の結果より、見通しを持たせることとタブレット端末の活用による協働学習は数学的な

見方・考え方を育むことに有効な手立てだと考える。 

 

Ⅳ 成果と課題 

 １ 成果 

  (1) 見通しを持たせるために、課題提示の工夫と「分解」の考え方を取り入れることで問題解決 

における着目する視点に気づくことができ、数学的な見方を育むことができた。 

  (2) 「シーケンス（順序）」の考え方を活用することで、見通しで持った自分の思考を表出し、問 

題解決の手順を意識化、整理することができ、論理的な考え方が育まれた。 

(3) ペアや全体での学習の場において、タブレット端末を活用することで、思考の可視化、共有 

化が図られ、協働学習が活発になり、統合的・発展的な考え方が育まれた。 

 ２ 課題 

  (1) プログラミングの考え方を他教科に生かすことができるよう指導の研究を深める必要がある。 

(2) 自力解決の場で思考をより整理できるよう、書く指導の研究を継続する必要がある。 

図 13 新しいことを習った時に「じゃあ、この場合

はどうだろう」と疑問に考える事はありますか。 

図 12 タブレット端末は話合うことに役立ったか。 

 

図 11 見通しを持つことができたか。 
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