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数学的な表現を用いて論理的に説明する力を育む指導の工夫 

― 発問の工夫と対話的な学びを通して（第５学年）― 

 

宜野湾市立嘉数小学校教諭 浜 川 直 樹    

 

Ⅰ テーマ設定理由 

新学習指導要領解説算数編（平成 29 年６月公示）（以下「新解説算数編」と略す）において、小学

校算数科の目標の（２）には、「数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表したり目的に応じ

て柔軟に表したりする力を養う」ことが示されている。数学的に表現することは、事象を数理的に考

察する過程で、観察したり見いだしたりした数量や図形の性質などを的確に表したり、考察の結果や

判断などについて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る。数学的な表現を用いることで、事象をより簡潔、明瞭か

つ的確に表現することが可能になり、論理的に考えを進めることができるようになったり、新たな事

柄に気付いたりすることができるようになる。算数科の指導では、言葉による表現とともに、図、数、

式、表、グラフといった数学的な表現の方法を用いることに特質がある。このような表現の方法につ

いて学ぶとともに、それらを活用する指導を工夫することが求められている。 

平成 29 年度に実施された全国学力・学習状況調査の本校の結果は、主として「活用」に関する問題

の平均正答率が、全国に比べ低くなっている。また、同調査の質問紙から「今回の算数の問題につい

て，言葉や図，式を使って，わけや求め方などを書く問題がありましたが，どのように解答しました

か」に対して「すべての書く問題で最後まで解答を書こうと努力した」と肯定的な回答をした児童が、

全国平均に比べ約 23 ポイント下回っている。これらのことから、数学的な表現を用いて論理的に説明

することに課題があると捉える。 

これまでの自身の授業実践を振り返ると、学習課題に対して、自力解決やペア学習、グループ学習

を取り入れ、その後、問題を解いた児童が、学級全員の前で説明するという授業を多く行ってきた。

しかし、ノートに書かれた児童の考えや説明の様子を見ると、数学的な表現を用いて論理的に説明す

ることが十分とはいえなかった。これは、児童の考えを広げたり、深めたりする指導が不十分であっ

たことが原因だと考える。 

そこで本研究では、数学的な表現を用いて論理的に説明する力を育むために、児童の考えを広げた

り深めたりする学習場面に応じた発問の工夫と、自分の考えを互いに伝え合い、いろいろな考え方や

表現方法を知ることができるような対話的な学びを行うことが重要であると考え、本テーマを設定し

た。 

〈研究仮説〉 

 単元「図形の面積」の指導において、学習場面に応じた発問の工夫や、自分の考えを互いに伝え合

い、いろいろな考え方や表現方法を知ることができるような対話的な学びを行うことにより、数学的

な表現を用いて論理的に説明する力を育むことができるであろう。 

 

Ⅱ 研究内容 

 １ 「数学的な表現を用いて論理的に説明する力」とは 

新解説算数編によると、数学的な表現を用いて論理的に説明する力について「具体物，図，言

葉，数，式，表，グラフなどを用いて考えたり，説明したり，互いに自分の考えを表現し伝え合

ったり，学び合ったり，高め合ったりするなどの学習活動を積極的に取り入れるようにすること」

と明記されている。中村享史（2010）は、「言葉や数，式，図，表，グラフなどの相互関連を理解

し，それらを適切に用いて問題を解決したり，自分の考えを分かりやすく説明したり，互いに自 
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分の考えを表現し伝え合ったりすることが大切である」と述べている。

数学的な表現には、数の表し方や計算の仕方を具体物などの操作で表す

操作表現、数直線図や線分図、面積図などの数の構成や演算決定に関わ

るもの、作図で表す図表現、問題を解決した思考過程を式で表現する数

式表現、自分の考えを言葉で説明する言語表現が明記されている（表１）。

こうした定義から、数学的な表現とは、具体物、図、言葉、数、式、表、

グラフ、操作表現、図表現、数式表現、言語表現であると捉える。 

論理的に説明する力について、新解説算数編では「根拠を明らかにして筋道を立てて説明する

こと」と示されている。片山元（2010）は、「根拠をもとに筋道を立てて説明する力のこと」であ

ると述べている。こうした定義から、論理的に説明する力とは、自分の考えに根拠をもって筋道

を立てて説明することと捉える。その際、「根拠」「筋道」「数学的な表現」の３つが一体となった

説明力の育成が重要であると述べている。 

そこで、数学的な表現を用いて論理的に説明する力とは、操作表現、図表現、数式表現、言語

表現を用いて、自分の考えに根拠をもって筋道を立てて説明することと捉える。 

よって、数学的な表現を用いて、自分の考えを説明し合ったりする学習活動を積極的に取り入

れるようにすることが重要だと考える。 

本研究では、ペア学習や全体共有の場で、児童が操作表現、図表現、数式表現、言語表現を用

いて、自分の考えに根拠をもって筋道を立てて説明することを行うことで、数学的な表現を用い

て論理的に説明する力が育まれると考える。 

２ 発問の工夫について 

辞書によると発問とは「問いを発すること」とある。「文部科学省ホームページ補習授業校講師

のためのワンポイントアドバイス集」(以下「文科省ワンポイントアドバイス集」と略す）による

と、発問とは「子供の思考・認識過程を経るもの」と示されている。また、野口芳宏（2011）は

「発問で子供の理解力や思考力を鍛えるために，答えを承知している教師が，問いのかたちをと

って質問すること」と述べている。 

発問には、「主発問」「補助発問」「ゆさぶる発問」の３つの種類がある。白石一之(2014)による

と、主発問は、「ねらいを達成させるために子供達に，何を考えさせるのかを明確な言葉で表した

もの」補助発問は、「子供達がどのように考えればよいのかを促す言葉」であると述べている。ゆ

さぶる発問について文科省ワンポイントアドバイス集によると、広義には、「子供達の学習に変化

をもたらし緊張を誘う発問」のこと。狭義には、「子供達の思考や認識に疑念を呈したり混乱を引

き起こすことによってより確かな見方へと導く発問のこと」と明記されている。野口は、ゆさぶ

る発問について、「児童の反応を見て，問い返したり，考えを否定したり，違う考えと比較をさせ

たりしながら発問すること」と述べている。こうした理論から、発問とは、児童の思考を促し、

考えを広げ深めることのできる大きな役割を果たすものであると考える。  

大西貞憲(2010)は、「発問をすることによって，子どもが自ら考えたくなる，活動したくなるも

ので，その結果，授業のねらいや課題解決につながるもの」と述べている。また、志水廣(2013)

は、「発問は，学習問題や授業展開に即して異なってくる」と述べている。 

こうした理論から、発問の工夫とは、主発問、補助発問、ゆさぶる発問を意図的に使い分けて

発問することと捉える。 

したがって、学習場面に応じた発問の工夫を行うことで、児童が自分の考えを広げたり、深め

たりすることができると考える。 

本研究では、学習場面に応じた発問を意図的に行うために、主発問、補助発問、ゆさぶる発問

の具体的な発問の例を表２にまとめた。これらの発問を学習場面に応じて活用することで、児童

の思考を促し、考えを広げさせたり、深めさせたりすることができるようになると考える。 

 

表１ 数学的な表現 

（中村 2010） 

１ 操作表現 

２ 図表現 

３ 数式表現 

４ 言語表現 
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３ 対話的な学びについて 

辞書によると対話とは、「双方向かい合って話をすること」と明記されている。教育課程部会算

数・数学ワーキンググループによると、「子供同士の協働，教師や地域の人との対話，先哲の考え

方を手掛かりに考えること等を通じ，自らの考えを広げ深める」と示されている。また、佐藤学

（2000）は、「子どもは単独で学んでいるわけではなく，対象や教師や仲間，自分自身との対話に

よる相互作用による学びに重要性がある」と述べている。こうした理論から、対話とは、児童同

士の話し合いから様々な考えに触れることによって、自らの考えを広げ深めることと捉える。 

そこで、お互いの考えを聞いたり質問をしたり対話することで、算数が苦手な児童は、つまず

きを解決することができ、算数が得意な児童は、算数が苦手な児童に説明することで、さらに理

解を深めることができると考える。 

新解説算数編によると、対話的な学びについて「数学的な表現を柔軟に用いて表現し，それを

用いて筋道を立てて説明し合うことで，新しい考えを理解したり，それぞれの考えや事柄の本質

について話し合うことでよりよい考えに高めたり，事柄の本質を明らかにしたりするなど，自ら

の考えや集団の考えを広げ深める対話的な学びを実現することが求められる」と示されている。

田村学（2016）は、「対話を通して一人では生み出せなかった知恵がでたり，新たな考えをつくり

だされたりするよさがある」と述べている。こうした理論から、対話的な学びとは、数学的な表

現を用いて、自分の考えに根拠をもち筋道を立てて説明し合うことで、いろいろな考え方や表現

方法を知ることと捉える。 

そこで、対話的な学びをつくりだす手だてとして、課題をしっかり把握し、自分の考えがもて

るように「ふきだし法」という技法を取り入れる。ふきだし法は、亀岡正睦（1990）により開発

された内省的記述を促す算数科の指導法である。課題から予想することや「気づき」や「つぶや

き」をふきだしにしてノートに書くことで視覚化される。それらをまとめることで、課題に対す

る自分の考えをもつことができる。 

よって本研究では、課題から予想することと「気づき」や「つぶやき」をふきだしにして、自

分の考えをまとめる。それらをもとに、児童が数学的な表現を用いて自分の考えに根拠をもち、

筋道を立てて説明し合う対話的な学びを行うことで、いろいろな考え方や表現方法を知ることが

できるようになると考える。 

 

Ⅲ 指導の実際 

１ 単元名 「図形の面積」（14 時間） 

２ 単元の目標  

平行四辺形、三角形、台形、ひし形などの面積の求め方を既習の面積の求め方に帰着して考え、

【主発問】 

ねらいを達成させるために児童

に何を考えさせるのかを明確な言

葉で表したもの 

・平行四辺形の面積をどんな方法で求めたらいいのかな。【導入】 

・四角形をどんな形に変えれば求められそうですか。【導入】  

・高さはどうやって求めるのですか。【展開】 

・必要な長さを測って、三角形の面積を求められるかな。【展開】  

【補助発問】 

児童がどのように考えればよい

のかを促す言葉で表したもの 

・〇〇を底辺にすると、高さはどこですか。【導入】 

・面積の求め方を知っている形になおせないかな。【展開】 

・面積を求めるために必要な長さは、どこだったかな。【まとめ】  

【ゆさぶる発問】 

児童の反応を見て問い返した

り、考えを否定したり、違う考え

と比較をさせたりしながら発問す

ること 

・㋐と㋑の面積は、どちらが広いでしょうか。【導入】  

・いろんな考えが出てきたけど、本当の高さはどこだろう。【展開】 

・それぞれの考えで、似ているところと違うところはどこかな。【まとめ】 

・三角形の公式は、底辺×高さ÷2 ですが、どの方法の考えと一緒なのか

な。【まとめ】 

表２ 学習場面に応じた本研究での発問の例 



５ 小学校 算数 

4 

 

公式をつくり出すとともに、それらの面積を計算で求めることができる。 

３ 単元の評価規準 

関心・意欲・態度 数学的な考え方 技 能 知識・理解 

平行四辺形や三角形、ひし

形、台形の面積の求め方を、

既習の正方形や長方形の面

積の求め方をもとに考えよ

うとしている。 

既習の求積方法をも

とにして、倍積変形・等

積変形などの操作を通

し、図形の面積の求め方

を考えている。 

求積公式を

活用し、基本的

な図形の面積

を求めること

ができる。 

平行四辺形、三角形の面積

の求め方や求積公式の意味を

理解している。また、平面図形

の面積の大きさについての豊

かな感覚をもっている。 

４ 単元の指導と評価計画（全 14 時間） 

時 ね ら い 発 問 学習活動 
評価規準【観点】 

（評価方法） 

１ 

・平行四辺形を長

方形に等積変形し

て、面積を求めら

れるようにする。 

【導入】平行四辺形の面積をどんな方法で

求めたらいいのかな。（主発問） 

【展開】最初に図でかいて、次に、言葉・

式で説明して下さい。（補助発問） 

【まとめ】面積を求めるために必要な長さ

は、どこだったかな。（補助発問） 

・平行四辺形を長方

形に 等 積変 形す れ

ば、面積が求められ

ることに気づく。 

（ペア・全体） 

【関】平行四辺形の

面積を、等積変形の

考えで求めようとし

ている。 

（観察、ノート） 

 

２ 

・平行四辺形の面

積を求めるために

必要な長さを考え

ら れ る よ う に す

る。 

【導入】平行四辺形の底辺は、どこだろう。

（補助発問） 

【展開】辺ＢＣを底辺として、高さを測っ

て面積を求めましょう（主発問） 

【まとめ】底辺と高さはどちらを先に見つ

けるといいのかな。（ゆさぶる発問） 

・平行四辺形の面積

を求めるために必要

な長さについてまと

め、求積公式を作る。 

（ペア・全体） 

【考】等積変形の考

えを使って、既習の

図形の求積公式から

新しい図形の求積公

式 を 導 き 出 し てい

る。（観察、ノート） 

３ 

・平行四辺形の高

さが分かりにくい

場合について、面

積の求め方を考え

ら れ る よ う に す

る。 

【導入】〇〇を底辺にすると高さは、どこ

ですか。（補助発問） 

【展開】いろんな考えが出てきたけど、本

当の高さはどこだろう。（ゆさぶる発問） 

【展開】高さが分かるように図形を変えて

面積を求めることができますか。（主発問） 

・底辺に垂直に引い

た直線が向かい合っ

た辺に交わらない場

合について、面積の

求め方を考え、高さ

の測り方に気づく。 

（ペア・全体） 

【考】どんな形の平

行四辺形でも、公式

を適用して面積の求

め方を考えている。 

（観察、ノート） 

４ 

・三角形を既習の

図形に変形したり

倍積変形のしかた

を工夫して、三角

形の面積を考えら

れるようにする。 

【導入】三角形の面積をどんな方法で求め

たらいいのかな。（主発問） 

【展開】面積の求め方を知っている形にな

おせないかな。（補助発問） 

【まとめ】三角形の公式は、底辺×高さ÷

２ですが、どの方法と一緒なのかな。 

（ゆさぶる発問） 

・平行四辺形や長方

形をもとにして、三

角形 の 面積 を求 め

る。 

（ペア・全体） 

【関】三角形の面積を、

等積変形や倍積変形の

考えで求めようとして

いる。 

（観察、ノート） 

５ 

・三角形の面積を

求める公式を考え

ら れ る よ う に す

る。 

 

【導入】次の三角形の面積を求めよう。 

（補助発問） 

【展開】必要な長さを測って、三角形の面

積を求められるかな。（主発問） 

【まとめ】それぞれの辺を底辺にしたと

き、高さはどこになるのかな。 

（ゆさぶる発問） 

・調べたことをもと

にして、三角形の求

積公式をまとめる。 

（ペア・全体） 

【考】等積変形の考

えを使って、既習の

図形の求積公式から

新しい図形の求積公

式 を 導 き 出 し てい

る。 

（観察、ノート） 

６ 

・頂点から底辺に

引いた垂線(高さ)

が、底辺の延長上

で交わる場合の三

角形の面積の求め

方を考えられるよ

うにする。 

【導入】〇〇を底辺にすると高さは、どこ

ですか。（補助発問） 

【展開】高さが分かる図形に変えて面積を

求めることができますか。（主発問） 

【まとめ】もとの図形の高さは、どこを測

ればいいのかな。（補助発問） 

・三角形の高さが底

辺の延長上にくる場

合の面積の求め方を

考える。 

（ペア・全体） 

【知】三角形の高さ

が底辺の延長上にく

る場合も求積公式に

あてはめて求められ

ることを理解してい

る。（観察、ノート） 
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７ 

・三角形の面積と

底辺の長さから、

高さを求められる

ようにする。 

【導入】①②③④の三角形の中で、面積が

一番大きいのはどれですか。（補助発問） 

【展開】高さはどうやって求めるのです

か。（主発問） 

【まとめ】底辺が重なっている２つの三角

形を求められる。（補助発問） 

・直角三角形の斜辺

を底辺としたときの

高さを求める。 

（ペア・全体） 

【技】三角形の求積

公式から、高さを求

めることができる。 

（観察、ノート） 

８ 

・台形の面積を求

める公式を考えら

れるようにする。 

【導入】台形の面積を、どんな方法で求め

たらいいのかな。（主発問） 

【展開】最初に図でかいて、次に、言葉・

式の順で説明して下さい。（補助発問） 

【まとめ】〇人の考えで、似ているところ

と違うところはどこかな。（ゆさぶる発問） 

・台形は、既習の図形

に等積変形、倍積変

形すれば、面積が求

められることに気づ

く。 

（ペア・全体） 

【関】既習の考えを

使って、台形の面積

を求めようとしてい

る。 

（観察、ノート） 

９ 

・ひし形は、対角

線の長さを調べれ

ば、計算で面積が

求められることに

気づく。 

【導入】ひし形の面積をどんな方法で求め

たらいいのかな。（主発問） 

【展開】最初に図でかいて、次に、言葉・

式の順で説明をして下さい。（補助発問） 

【まとめ】ひし形の公式は、対角線×対角

線÷２ですが、どの方法の考えと一緒なの

かな。（ゆさぶる発問） 

・ひし形は既習の図

形に 等 積変 形す れ

ば、面積が求められ

ることに気づく。 

・ひし形の求積公式

を考える。 

（ペア・全体） 

【関】既習の考えを

使って、ひし形の面

積を求めようとして

いる。 

（観察、ノート） 

10 

・ひし形の面積の

求め方の理解を深

められるようにす

る。 

【導入】ひし形の面積を求めましょう。 

（主発問） 

【展開】最初に図でかいて、次に、言葉・

式の順で説明して下さい。（補助発問） 

【まとめ】ひし形に似ている形の面積を求

めることができますか。（補助発問） 

・対角線が直交する

四角形の面積を、ひ

し形の求積公式を利

用して求める。 

（ペア・全体） 

【技】ひし形の求積

公式を使って、対角

線が直交する四角形

の面積を求めること

ができる。 

（観察、ノート） 

 

 

11 

・四角形や五角形

は、いくつかの既

習の図形に分割す

れば、面積が求め

られることに気づ

けるようにする。 

【導入】四角形をどんな形に変えれば求め

られそうですか。（主発問） 

【展開】どのようにすれば面積を求めるこ

とができますか。（補助発問） 

【まとめ】五角形も求めることができます

か。（補助発問） 

・求積のできるいく

つかの既習の図形に

分割すれば、面積が

求められることに気

づく。 

（ペア・全体） 

【関】既習の考えを

使って、一般の四角

形や五角形の面積を

求めようとしてい

る。 

（観察、ノート） 

 

 

12 

 

・図や言葉、式を

読 む 活 動 を 通 し

て、面積の求め方

の理解を深められ

るようにする。 

【導入】３人のひし形の面積の求め方を考

えて、対応する図、言葉、式を選んで表に

まとめましょう。（主発問） 

【展開】〇〇さんの図、言葉、式はどれで

すか。（補助発問） 

・ひし形の面積の求

め方で、対応する式、

図、説明をそれぞれ

選ぶ。 

（ペア・全体） 

【考】図や言葉、式を

選ぶ活動を通して、

求め方について理解

している。 

（観察、ノート） 

13 

・学習してきたこ

とをもとに、発展

的な問題について

考えられるように

する。（練習問題） 

【導入】いろいろな図形の面積を求めまし

ょう。（主発問） 

【展開】平行四辺形や三角形の面積を求め

るには、どこの長さが必要だったかな。 

（補助発問） 

・いろいろな図形の

面積を求める。 

（ペア） 

【考】いろいろな面

積の求め方を考えて

いる。 

（ノート） 

 

 

14 

・学習してきたこ

とをもとに、発展

的な問題について

考えられるように

する。（力だめし） 

【導入】いろいろな図形の面積を求めまし

ょう。（主発問） 

【展開】面積がわかっている三角形の高さ

や底辺の長さが求められたかな。 

（補助発問） 

・いろいろな図形の

面積を求める。 

（ペア） 

 

【考】いろいろな面

積の求め方を考えて

いる。 

（ノート） 

 
５ 本時の指導（８/14 時間） 

(1) 本時のねらい 

    台形の面積を求める公式を考えられるようにする。 

(2) 授業仮説 

    ペア学習や全体共有の場において、対話的な学びを通して既習の長方形や平行四辺形、三角

形に等積変形や倍積変形にすることで、いろいろな考え方や表現方法を知ることにより、台形

の面積の求め方を理解することができるであろう。  

(3)  本時の展開 
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過

程 

学習活動（教師の発問） 予想される児童の反応 
指導上の留意点 

【観点】評価規準（方法） 
☆発問 ◎対話的な学び 

 

問
題
把
握 

 

分 

１.問題を確認する。 
 

Ｓ１：求められるかな。 
Ｓ２：求めてみたい。 

 
・問題の図を配布する。 

２.答えを予想する。 
Ｔ：台形の面積の答えは、どれく

らいになりそうですか。 
 
 
 
 

 
Ｓ１:まず、１㎠を数えて、１㎠でない

もの同士を合わせて数えてみよ
う。 

Ｓ２:14 ㎠、15 ㎠ぐらいになると思う。 
Ｓ３:15 ㎠ぐらいだと思う。  
 

 
 
 
・台形の面積が、どれくらいの

広さになるか、答えを予想さ
せる。 

・面積は、１㎠の正方形がいく
つあるかという考え方を大切
に扱う。 

３.これまでの習ってきた図形の
面積の求め方を想起し、見通し
をもつ。 

【主発問】 
Ｔ：台形の面積を、どんな方法で

求めたらいいのかな。 
 

Ｓ１:今まで習った図形の形に変えて
求める。 

Ｓ２:平行四辺形に形を変えたら、もと
められそう。  

Ｓ３:台形を２つ組み合わせて、別の形
にしてみよう。 

Ｓ４:台形の公式、知っているからそれ
を使って求める。 

 
 
 
 
・台形の公式が出てきた場合、

どうやってこの公式になった
かを一緒に考えていこうと促
す。 

４.めあてをたてる。 
Ｔ 

 ・子供達と一緒に、めあてをた
てる。 

自
力
思
考 

５
分 

 ５．紙を切ったり、重ねたり、組み 
合わせたりして既習の図形を 
使って台形の面積がどのよう 
に求められるか考える。 

【補助発問】 
Ｔ：最初に図でかいて、次に、言

葉・式で説明して下さい。 

 
Ｓ１:私は、長方形に形が変わるか考え

てみよう。  
Ｓ２:ぼくは、平行四辺形に形が変わる

かやってみよう。 
Ｓ３:私は、三角形に形が変わるか考え

てみよう。 
Ｓ４:ぼくは、２つの台形を重ねて考え

てみよう。 
Ｓ５:私は、２つの台形を組み合わせて

考えてみよう。 

・操作活動ができるよう実寸の
台形を配る。 

 
 
 
 
 
 
【関】既習の考えを使って、台

形の面積を求めようとしてい
る。（観察、ノート） 

・Ａ規準の児童に対しては、他
の方法も考えるように促す。 

・Ｃ規準の児童が、操作活動が
とまっていれば、どの図形に
形を変えたいか尋ね、ペアの
操作活動を参考にさせる。 

ペ
ア
学
習 

５
分 

６. どんな図形の形に変えている
かペアに聞き、自分の考えと比
較する。  

Ｔ：ペアに自分の考えを説明して
下さい。 

 

Ｓ１:D の頂点から B の頂点に直線を引
いて２つの三角形に分けて計算し
ました。 
①  式２×４÷２＝４ 
②  式６×４÷２＝12 

４＋12＝16 ㎠ 
 

Ｓ２:台形の高さの半分を切り取り、左
下に移動して、平行四辺形に形を
変えて計算しました。 

式 8×2＝16 ㎠ 
 

Ｓ３:台形２つ組み合わせて、平行四辺
形に形を変えて、あとで半分にす
る方法を考えました。 

式 ８×４÷２＝16 ㎠ 
 

Ｓ４:台形の高さの半分の左を頂点 Eに
して、三角形 ADE を左下に移動し
て、三角形に形を変えて計算しま
した。 

式 ８×４÷２＝16 ㎠ 

・自分の考えに根拠をもって、
ペアに説明する。 

 

 

 

 

 
・自分と違う考えや表現に気づ

かせる。 
 
・自分では考えつかなかった、

他の考え方のよさに気付く。 
 
・机間指導をしながら、どのよ
うな考え方が出ているか把握
する。 

 
・発表させる児童に、ホワイボ
ードに説明を記入させる。 

【めあて】台形の面積を求める方法を考えよう。 

【問題】次の台形の面積を求めましょう 

◎自分の考えを「気づき」や「つ
ぶやき」をふきだしにする。 

☆【主発問】目標を達成させる
ために児童に何を考えさせる
のかを発問する。 

☆【補助発問】児童が、どのよう
に考えればよいのかを促す発問
をする。 

 

◎【対話的な学び】児童同士
の対話から様々な考えに触
れる。 

◎【数学的な表現】操作表現、図
表現、数式表現、言語表現を用い
て自分の考えに根拠をもつ 

自分の考えをふきだし
にしている。 

図や言葉、式を使っ
て、説明している。 

図・言葉・式を用い
てまとめている。 

10 

自分の考えを実寸の
紙を使って、操作表現
をしている。 
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６ 仮説の検証 

本研究仮説である「学習場面に応じた発問の工夫や、自分の考えを互いに伝え合い、いろいろ

な考え方や表現方法を知ることができるような対話的な学びを行うことにより、数学的な表現を

用いて論理的に説明する力を育むことができるであろう。」について、授業の様子やノートの記述、

検証前後のアンケートおよびテストの結果をもとに検証していく。 

(1) 学習場面に応じた発問の工夫 

児童の思考を促し、考えを広げたり深めるたりすること

で、数学的な表現を用いて論理的に説明することができる

よう、学習場面に応じた主発問や補助発問、ゆさぶる発問

を意図的に行ってきた。検証授業の導入の場面で、台形の

面積を、どのような方法で求めたらよいか考えさせる主発

問を行った。すると複数の児童から「台形の中に線を引い

て、今まで習った形にしてみる」「今まで習った図形の形に

変えて求める」「台形を 2 つ使って、今までに習った形になるか試してみたい」というつぶやき

がでてきた。それを聞いた他の児童が、定規を使って線を引いたり、紙とはさみを使って台形

を切り離したり、２枚の台形を組み合わせたりする操作表現をする姿が見られた（写真１）。 

全
体
共
有 

 

分 

 ７.どんな図形の形に変えて、台形
の面積を求めようとしているか
多様な考えに触れる。 

Ｔ：台形の面積を求める方法の説
明をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 

Ｓ1:D の頂点から B の
頂点に直線を引いて、
２つの三角形に分け
て計算しました。 
① ２×４÷２＝４ 
② ６×４÷２＝12 
４＋12＝16 ㎠ 

 
Ｓ 2:台形の高さを半
分にして、左下に移動
して、平行四辺形に形
を変えて計算しまし
た。 

        式 ８×２＝16 ㎠ 
 
Ｓ 3:台形を２つ組み
合わせて、平行四辺形
に形を変えて、あとで
半分にする方法を考
えました。 
式 ８×４÷２＝16 ㎠ 

 
・ホワイトボードを使って発

表させる。 
 
 
 
 
 
・数学的な表現を用いて説明

があれば賞賛する。 
 
 
 
 
・発表した児童と同じ考えの
時は、黒板にネームプレー
トを貼る。 

・他の考え方が出ない場合
は、教師が紹介する。 

 

ま
と
め
る 

 

分 

４
分 

解
答 

４
分 

ふ
り
返
り
分 

８.共通したやり方、どんな図形を
使ったか確認する。 

【ゆさぶる発問】 
Ｔ：それぞれの考えで、似ている

ところと違うところはどこか
な。 

 
 

 
 
Ｓ1:今までに学習した、図形に形を変

えて面積を求めている。 
Ｓ2：それぞれ、線を引いたり、高さを

半分にして移動したり、同じ形を
組み合わせたりしている。 

 
 
 
 
 
・どの考え方も台形の公式につ
ながることをおさえる。 

９.まとめる。 
Ｔ： 台形の面積はどんな図形の形

に変えたら求めることができた
かな。 

 

 
Ｓ1:平行四辺形に形を変えて求めた。  
Ｓ2:三角形に形を変えて求めた。 
 

 
・めあてをもう一度、確認する。 
・まとめの際は、児童の言葉を

生かす。 
 
 

10.学習をふり返って、今日の学び
をノートに書く。 

Ｔ：今日の授業を通してのふり返
りを書きましょう。 

 
Ｓ:友達の台形を２つ組み合わせて平

四辺形にする考えは参考になっ
た。 

・友達の考えのよさや自分の考
えの深まりなどを記入できる
ようにする。 

 11.練習問題をする。 
 

Ｓ:台形の公式を使って求めてみよう。 ・時間の様子を見て、練習問題
に挑戦させる。 

◎【対話的な学び】いろいろな
考え方や表現方法を知る 

☆【ゆさぶる発問】児童の反応
を見て、違う考えと比較をさせ
たりしながら発問をする。 

◎【数学的な表現】操作表現、図
表現、数式表現、言語表現を用い
て自分の考えに根拠をもって説

明する。 

図や言葉、式を用い
て根拠をもって、自分
の考えを全体に説明し
ている。 

【まとめ】台形の面積は、長方形や平行四辺形、三角形の形に変えれば求めることができる。 

写真 1 操作表現をしている様子 

15 

10 
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また、「図や言葉、式の順で説明をかく

ことができるかな」と、多様な考えを引

き出す補助発問を行ったところ、自分の

考えを図表現や言語表現、数式表現で表

す児童もでてきた（図１）。さらに、全体

共有の場面で、写真２をもとに「説明し

た３人の考えで、似ているところと違う

ところはどこかな」と、考えを比較する

ゆさぶる発問を行った。すると児童から

「今までに学習した、図形に形を変えて

面積を求めている」「それぞれ、線を引い

たり、高さを半分にして移動したり、同

じ形を組み合わせたりしている」という

発言が聞かれた。これらは、児童が数学

的な表現を用いて、自分の考えを広げ深

めることができた根拠だと捉えることが

できる。 

アンケートの結果から分析すると、

「自分の考えを図や言葉、式を使って

ノートにかいていますか」の問いに対

して肯定的に答えた児童は、検証前

54％から検証後 90％と 36 ポイント増

加した（図２）。実際の授業でも、根拠

をもって筋道を立てて説明する姿が

見られた。 

よって、学習場面に応じた発問を工

夫することで、数学的な表現を用いて

自分の考えを表すことができた。 

(2) 対話的な学び 

① ふきだし法の活用 

児童が自分の考えがもてるように、「気づき」や

「つぶやき」をふきだしにして視覚化した。導入の

場面において、１㎠がいくつあるか児童に数えさ

せ、ノートに「14 ㎠、15 ㎠くらいになると思う」

とふきだしを使って予想させることで、おおよその

大きさを捉えることができた。また、面積を求める

ために必要な長さを考えさせる課題からも、「気づ

き」や「つぶやき」をふきだしにしてノートに表現していた（図３）。それをもとに「図・言

葉・式」と自分の考えをまとめ、ペアや全体に対して数学的表現を用いて説明する姿が見ら

れた。それらを毎時間ふきだしにして表現することで、自分の考えをより明確にし、筋道を

立てて説明をする様子もうかがえた。それは、「気づき」や「つぶやき」をノートにかくこと

によって視覚化され、それらをまとめることで、課題に対する自分の考えがもつことができ

た根拠だと捉える。 

よって、課題から予想することと「気づき」や「つぶやき」をふきだしにして視覚化する 

ことで、自分の考えに根拠をもち、いろいろな考え方に触れることができた。 

図３ ふきだし法を使って、視覚化 

写真２ 多様な児童の考え 

図１ 数学的な表現で、表されている児童のノート 

図２ 数学的な表現を用いて、かくことに 
 関するアンケート結果の変容 
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② 互いの考えを説明 

児童が、数学的な表現を用いて論理的に

説明することができるために、児童同士の

対話から様々な考えに触れ、いろいろな考

え方や表現方法を知ることで、自分の考え

を広げたり深めたりすることができる対話

的な学びを毎時間行ってきた（写真３）。 

単元導入で、いろいろな考え方や表現方

法を気づかせるために、「自分の考

えと比べながら、相手の考えも言え

るようにしよう」と確認した。する

と、ペア学習で説明を聞いた相手か

ら「この考え、いいね」という発言

が聞かれた。また、全体共有の場で、

ペアでお互いの考えをまとめたこ

とを協力して説明することで、聞く

側の児童からも、「この考え、わかり

やすい」「こんな方法もあったんだ」

「この考えは、思いつかなかった。

すごいね」等の発言が多く聞かれ

た。これらは、他者の考えに触れ、

いろいろな考え方や表現方法を知

ることで、自分の考えを広げ深める

ことができたからだと考える。 

第１時の平行四辺形の面積を求

める方法の説明では、ノートに書か

れた児童の考えには、操作表現しか

なかった。しかし、第４時の三角形

の面積を求める方法、第８時の台形

の面積を求める方法において対話

的な学びを行うことで、多くの児童

が、図表現や言語表現、数式表現と

数学的な表現を用いて表すことが

できるようになった（図４）。 

図５のアンケートの結果から分

析すると、「友達の考えを自分の考

えと比べながら聞いていますか」

問いに対し、肯定的に答えた児童

は検証前 57％から、検証後 83％と

26 ポイント増加した。また、図６

の「図や言葉、式を使って友達に

説明することができますか」問い

に対しても、肯定的に答えた児童

は、検証前 50％から、検証後 70％

と 20 ポイント増加した。これらの
図５ 互いの考えを比べながら聞くことに 

関するアンケート結果の変容 

図４ 児童のノートの変容 

写真３ 児童同士の対話の様子 
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ことから、児童は自分の考えを筋

道を立てて説明できているとわか

る。したがって、論理的に説明する

力がついたといえる。対話的な学

びを行うことで児童は、いろいろ

な考え方や表現方法を知り、自分

の考えを広げ深めることができ

た。 

(3) テスト結果からの考察 

検証授業の前と後に、同じ問題のテス

トを全児童に行った。６問ある中から図

形の面積の求め方を説明する問題に焦点

をあてて比較する。検証前のテストでは、

正答はしているが、式と答えだけを表現

した児童が 33％いたのに対し、検証後の

テストでは、73％の児童が、図や言葉、

式とともに表現できるようになっていた

（図７）。これは、数の表し方や計算の仕

方を具体物などの操作で表す操作表現、

作図で表す図表現、問題を解決した思考

過程を式で表現する数式表現、自分の考

えを言葉で説明する言語表現を用いて、

表現することができたと捉えることがで

きる。 

よって、学習場面に応じた発問の工夫

や、自分の考えを互いに伝え合い、いろ

いろな考え方や表現方法を知ることがで

きる対話的な学びを行うことで、数学的

な表現を用いて論理的に説明する力を育

むことにつながったといえる。 

 

Ⅳ 成果と課題 

 １ 成果 

(1) 主発問や補助発問、ゆさぶる発問を意識して行うことで、児童の思考を促すことにつながり、

自分の考えを図表現や言語表現、数式表現で表すことができた。 

(2) 児童が、「気づき」や「つぶやき」をふきだしにして視覚化することで、自分の考えをもつこ

とへとつながり、それをもとに筋道を立てて説明をすることができた。 

(3) 対話的な学びを行うことで児童は、いろいろな考え方や表現方法を知り、自分の考えを広げ

深めることができた。 

 ２ 課題 

(1) 自分の考えを数学的な表現を用いて説明することが確実に定着するよう、家庭学習にも取り

入れていく。 

(2) 振り返りを書く時間を十分に確保することができない場合もあったので、問題把握や全体共

有の場での時間配分を意識しながら授業を展開する必要がある。 

 

図７ 同じテストの事前事後の変容 

図６ 数学的な表現を用いて説明することに 
関するアンケート結果の変容 
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