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｢倍 概 念 ｣を 活 用 し た /J→数 の 除 法 の 意 味 車旨導

- 5年 I,｣､数U)わり第Jを通して -

旧l 井 大 介 *

研 究 J) 要 約

小数の除法の意味理解u)指導封ま,小数の乗法の意味理解の指蔀と同じように.｢こ

とばの式｣を導き,｢ことばu)式｣にあてはめただけで,除法が整数場面だけでなく,小

数場面も拡張できたとして進めていく括串が多い.)しかし,小数の除法は,今までの整

数U')除法のよ;)に｢分ける｣では説明がつかないところに難 しさがあり,こU)ような｢ことば

の式｣だけにたよった指導で,除法の意味が小数場h--と拡張ができたと言えるのかは

疑問である｡

そこで,本研 究でH,小数の除浜の.潜':娠理解を深めろために,類推思考を班うだけ

でなく,関係図を用いて倍概念を活用していく指導が有効であるかどうかを本実践を通

して探っていく｡

1 はじめに

2006年度に実施した岡山詐欺･数学教育学

全軍数学力診断プロジェクトによる環牧草力診

断調査において,小数の除法に関する項 目で,

次のような結果が見られたD

2 次の問題を読んで,答を求める式を恕き

ましょう｡

(1)長さ22.4mのロ-プがあります｡二のロー

プを56mずつに切って,紅いロー7-を作

ろうと思いますリ短いロープは何本作れる

でしょう｡

達成率95% (2006年度)

(3)鉄のぽうの委さをはかったら 1.44kgでし

た｡この鉄のぼF)の長さを調べたら 1,tim

でした,,二の鉄rJ)ぼうの1mの董さは,何kg

でしょう｡

達成率68% (2006年度)

* 同山市立鹿 田小学校

左記のように,小数U)除法の立式をPnrJう糊題

において,整数の場合とJp-1様に,｢分けるJで考

えていくことができる小牧÷小数の｢包含†勘 の

間牌の達成率は,前回と1FJl様に95%と達成率

が紅い｡しかし,整数の場合のようにr分けるJで

は説明がつかない小数÷/｣＼数のr等分除｣の問

越の達成率は,68%と,前回と同様に達成率は

高くないO(3)の主なつまずきとして,｢1.44×

1.8｣と乗法の式に表した児故が8%,無害にし

た児童が11%もいる､このことから,小数の除法

の意味理解が不 卜分であると考えられる｡

2 今までの指導の問題点

一般的に教科悪の小数の除法O.)意味理解の
措噂については,乗法の似合と典過点が多いと

言うことで,小数の除法の意味兜岬と計算の仕

方を1時慨で扱うといケ性急な隅戒になってい

る｡そのため,塵故の場合を取り上げて,｢代

金÷長さ-1mの良さ｣などの｢ことばの式｣を薄

さ,主削こそれにあてはめただけで.r除数が小敏
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の場合でも除法が成り立つ｣として授業を進めて

いくことが多い｡｢ことばの式｣にだけにたよって

いて.小数の除法O-)意味珊解を丁 寧に禎ってい

ないことが即題であろC

圭た,r倍概念｣についても,小数())除法o).r15:

味指導のところでの扱いが峰いの車,問題である.

たた,この値概念については,小数の乗法の時

に,僧概念を丁寧に指導しておかないと,小数

の除法では｢倍概念｣を活用しにくいので,乗法

の場合から縦続しての指導が必要であるっ

3 小数の除法の意味理解を深める授業の工

夫

(1) 問題提示の工夫

･除法に廿 等分除と包含除U)二通りの意味

があるが,ここでは,等分除での問題場面

を提ホする5等分除で導入すれば,包含除

は同数累減U)考え真でもどらなくても,｢÷

小数jの考えで進めることができ,｢÷小数｣

の意味が効米的に指せできるっ

･rロm96円のリボンを1rnFL'うと代金は何円

でし上う ｣という条件不足の問題を提示す

る｡ロを変化させていくことで,既習事項で

ある整数の場合から小数/-と発展的に考え

ていけるようにしている｡

(2) 倍概念を活用しやすくする算数的活動の

工夫

小数U)除法にしてよい理由を轡なる｢ことばの

式｣だけの考えに楯るのではなく,関係図を使っ

て考えさせる上:)にする.これにより,別保図の特

徴から除法と信との関係に気づきやすく,2mの

場合は,値段は2倍の逆硫駄だからr÷2｣,3m

の場 合は,値段は3倍の逆演界だから｢÷3｣,

2.4mの場合は,値段は2.4倍の逆演算だから

｢÷2.4｣と言うように.視覚を適して,除法が｢乗

法の逆破算｣になっていろことを理解することが

できるーつまり.｢値｣と吉')概念を活用して,小数

の除法の意 味を捉えろことができるB整数からの

類推のみに頼るのではなく.整数からU)類推に

加え,倍概念を活用して,｢乗法の逆演舞だから

除法になる｣ということからヰ)除法の意味を和解

することができるD

(3) 取り上げる数値の工夫

商が基準EL-より大きくなる純小数よりも,整数

の場合と同じように,商が基畔地より小さくなる帯

小数から散り上げる方が,既門の整数の場合と

閑適づけやすく,整数の除法の延艮線上に,小

数の除法があることを児蓑が捉えることができ

る｡

4 単元構成 ～ 小数のわり第 -
(1) 単元の目標

○ 小数のしくみや計算のきまりを用いて,

小数の除法の計算の仕方を考えようと十

ろ｡

0 小数の除法の意味やその計辞の仕方

について考え,既習o')場 合をもとにした

り,小数のしくみや計算のきまりなどをもと

にしたりして考えることができる｡

○ 小数の除法の計算や唱算をすることが

できる｡

○ 小数U)除法の意味やその計算の仕 )i

を理解する.

(2) 指導計画 (9時間扱い)

第1時 盤数÷小数u)計算の音昧(本嘩)

第2時 弊数÷小数の計算の仕方

第3時 小数÷小数o)引算の仕方

第4･5時 除数が小数の筆算

第6時 小数でわるわり算の商と余り

第7時 乗数･除数と柏･商の関係

第8時 除法U)きまりの活用

第9時 評価と習熟

(3) 指導上の立場

前学年までに,燈数における具体的な場面で

考えていくJLlで,除法には等分除と包含除の~
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つの意味があることや除数が2位敬までの計算

の仕方,及びわり算の性質について学習してい

るOまた,第5学年では,本単元までに,被除数

が小数の場合での計算の仕方やわり進んでいく

計凱 こついて学習してきている｡ここでは,除法

の場面を｢小数÷小数｣にまで広げ,除法の曹

味を拡張していくことがねらいである｡

小数の除法の意味楕導も,整数の場合と同様

に二つの意味指導が鹿本となるcr割合｣を求め

る包含除と｢基準にする大きさ｣を求める等/*除

の二つである｡小数の除法は,これまでの盤教

の除法とは追って,｢分ける｣では説明がつかな

いところに難しさがある｡

5 授業の実際

(1) 本時の評価規準(第1時)

除法の問題場面において,関係図を月jL,＼て

考える釈iEljの中で,放血の関係が同じならば.

除数が小数の場合でも整数の場合と同様に,悼

法の式に表してよいことを説明することができる｡

(2)本時の展開

･等分除の条件不足の問題を提示し,2m

3m,2.4mの場合を取り上げ,わr)算の式

になりそうであるが,風由がはっきりと説明

できないことから,｢わり算の式にしてよい型

Hlを説P)=JLよう｣という本時の浪題を設定~｢

る｡

次のような等分除の条件不足の問題を提示

し,口の中には′どんな教が入るか問いかけた｡

プレゼントにリボンを付けたいと′l削 ､よすD

□mの値段が96HのLJボンをTIいます｡

これを11m買いましたこ

代金は何円になるでしょう｡

T 代金はいくらでしょう｡

C ロmが何なのか分からないからできません｡

T 口が分かればできるの?口が何mだったら

できますか?

C 3m

C 0.5m

C 8m

C 2m

C 1.5m

T いろいろな数字が出たけど,2mならどんな

式になりますか?

C 96÷2です｡

C 賛成です(多数)

T じゃあ,3mならどんな式 ?

C 96÷3です｡

C 賛成です(多数)

C 先生,簡単ですJ

T ふーんDさっきいろいろな数をみんな言った

けど,2.4mの場合,式はどうなりますか?

C -･

C 小数になったら難しいな-･｡

C ぼくは,わり算だと思います｡

C わたしも,同じでわり算になると思います｡

C 口が変わっただけだから,わり算になると思

います｡

T 本当にわり算の式にしていいか説P)lでき

る?

C - ･

このように,条件不足の問題にいろいろな数

値をあて抹める中で,2.4mのように小数の場

令,わり算の式になるであろうが,はっきりと説明

できないことから,木崎のめあてを｢小数のわり

算の式にしてよい理由を鋭明しよう｡｣に駄めたO

倍概念を活用しやすくする算数的活動の工夫

･まず,既習である整数の2mや3mの場合か

ら,わり算の式になる理由を関係図を椎っ
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て説明させるようにする｡

T 小数の場合を考える前に,2mの場合はど

んな式になるか関係図を使って説明できる?

C できろよ｡

写良L, □mが2mの場合,除法0)式になるこ

とを,B!･-1係閲を使って説明しようとして

いる様 7-

C 2LTlが96日で,1mの値段が分からないので

こ/I/存岡｢なりますclmを2mに+るには,｢2

捕Iにすればいいので,lmU)値段を求めるに

はそLJ)逆で｢÷2｣になるかl),｢96÷2｣になり

烹十.

C lr,lLてす,

'r じゃ&),3mならどんな式になるか同じように

関係図を使(て説P)!できますか?

C できますD

写i-J12. LJmが3mの場合,除法0)J=Cになるこ

とを,関係匝卜を使って説明しよ/)として

いる様子

C 3mで96円だから,3mを1mにするには,

｢÷3｣をすればよく,同じように値段をr÷31

にすれば,1mの他段が分かるのでr96÷3｣

になります

T さっきU)2mの場合と今回の3mの場 合,ど

ちらrt)HFlJじわり算u')式の説明にな/つたけど,2

人の鋭明♂)仕方が少し違ったわ ｡どこが違っ

たか分かろ?

c Aさん甘 ｢2m[11mの2倍｣と考えて,Bさ

んは,｢1111は3mを:〕で割ったものだ｣と考えた

ところですo

C 2mの時o)貌別は,2mは1mの2倍だから,

値段を求めるには,関係岡の値段のところが,

2倍の逆でr÷2｣にtl:ろという説明でした1

3mの時の説明は,3mを｢÷3｣すれば1m

になるので,1mの値段を求めるに札 同じ上

うに3mの値段を｢÷3｣すればよいと説明した

ところが違いJiす

T 2人の説明の違いは,関係klでいうと,どこ

のこと?

C 良さのところの矢印です｡

C 2mの場合は,｢2僻｣となって,2mの方に向

いていろけど,3mの場合は,｢÷3｣となって

1mの方にr''T)いているところです .

T そ;)ですれ｡別保凶の中の長さの方の矢印

の向きが違'),巨｡Aさんは長さと値段の関係を

表す矢印の向きが反対だけど,Bさんの関係

図甘 良さと値段の聞係を表す矢印の向きが

同じだねっ(,ql阪U)l淵係図を使って,矢印の

向きを確認するO)

T Bさん0)説明をAさんの説明で言J)とどうな

る?

C 1mを3倍すると3mになるから,1mの値段

を求めるには,3倍の逆だからl÷3｣とわり節
に/ころので,｢96ナ3｣に/J:りますい

取り上げる数値の工夫

･幣数の場合,わり算の式に,/たる.哩rbは,関
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イ系図を使えば説r])｣できることが確認できた

ところで,軽数から小牧-と堀展的に考えさ

せる｡その際,純小数ではなく,llu;･小数であ

る2.4mを放り上げ,各 自で,閥係問を

使ってわり算になる理由を考えさせる｡

I- ____-∫

二二 L イ√

～ 二
■▲

写真3. 口が2.4mの場合,除法の式になる

理由を考えている児髄のノート

T 2.4mの場合は,どんな式になるか説明で

きますか?

C r96÷2.4｣ですoそれは,2.4mは,1mの

2.4倍になっていて,関係図にかくと1mの値

段は,長さの場合と反対向きの央印なので,

｢96÷2.4｣になります｡

C 2mや3mの時と同じように考えたらいいで

す_

T なんで,反対ならわり算の式の｢96÷2.1｣

になるの?

C lmの値段は2-4倍の逆だか｢)ですo

C lmを2.4mにするには,2,4倍すればよ

く,その逆が値段を求める式だから,かけ辞を

逆にしたらわり範になりますo

C ぼくも同じで,2.4mは1mの2.i倍で.そ

の遁だから｢÷2 4｣で｢96÷2.4｣とわり幕の

式になります .

C わたしは,1mは2.4mを｢÷2.4｣したもの

だから,値段も｢÷2.4｣になるので,T96⊥

2.4jになると考えましたo

T lmは2.4mを｢÷2.4｣したものってどうし

てそう思ったのり

C 2.4mは1mの2.4倍だからそcr)逆だか

ら÷2.4と分かります｡そしたら,値段を〉蝉 )

るにはIFりじ矢印の向きだから÷2.4になるU)

で,96÷2.4になると考え吏した｡

T さっきの人と同じように,2.4倍の逆だか

ら÷2.4になると考えたんだわ｡

C はい｡

T 長さが2.4倍になっているので,値段を求

めるには2.4倍の逆だから196÷2.-t｣とわり

算の式になることが説明できるねl

写出4. □mが2.4mの場合,除法の式にな

ることを,関係図を放って税別してい

る様子

･帯小数(2.4m)の場合,わり算の式になる

ことが関係図を使えば説明できることが分

かったところで,1上り小さい純小数を取り上

げた.

T 口が0.4mなら,どんな式になるか鋸係矧を

伴って.矧列できるり

C 0.4mは,1mの0,4倍だから,関係図から

1mのl直段を求めるに.ti,0.4倍の逆になる

のでr96÷0.4｣になります..
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C 関係凶を使えば,かけ貨の逆になることが

分かるので,わり算の式になることが分かりま

+o

T そうだね｡関係凶を使えば,求めたい値段

が何倍の逆の関係になっているということか

ら.小数の場合もわり算の式になるという説明

ができるねO

このよI-)に関係図を使って,r-倍の逆だからJ

という考えを使えば,小数の場合も整数の場合と

同じように,わり第の式になる理由が説明できる

ことを碓鋒して,本時の学習を終えたo

6 授業の考察

(1) ｢問題提示の工夫｣についての考案

間個を条件不足にして惟示し,除数にあたる

良さを2m,3m,2.4mといろいろに変えていく

ことで,整数場面から未習である小数場面-の

思考の流れがスムーズであったD

まで,既習事項である整数の勘合から考えて

いき,除数が小数にな-'ても,整数の場合の立

式の説明をよりどころとして考えていくことができ

たことから,条件不足の問題提示は効果的で

あった｡

(2) ｢倍概念を活用しやすくする歩数的活動の

工夫｣についての考察

｢除数が整数の時,わり第の式で,除数が小

数になっただけだからわり算の式になるJという

頴推思考を用いて説明していくだけでなく,倍

概念を活･用して.｢小数偶の逆の関係になって

い7JかrJっり算U)式になる｣ということが,関係図

を使うことにより視覚を通すことができるので,児

童Lt~と-Jて理解しやすかったっこのことから,闇

係矧使って,倍概念を活用することは′除法U)

意味理解を深めるのに有効であろと考えるO

(3) ｢取り上げる数値の工夫｣についての考察

2mの時代｢十2｣,3m の時は｢÷3｣だから,

2.4mの時は｢÷2.4｣と,児竜が,｢÷整数｣か

ら発展的に｢÷小数j-と考えやすかつたこt:か

ら鮮小牧を取り上げたことはよかった｢

また,児寅にとって,商は,瑛準備よy)小さくな

るというイメージがあることや除数が小数である

除法は初めてであることから,取り上げる数値

は,商が今までと同じlこうに底準冊より小さくなる

純小牧よりも帯小数である方が児童にとってよ

かったと考える｡これらのことから,最初に取り上

げろ数値は,純小数ではなく,帯小数である方

が効果的であると考えられる｡

(4) ｢意味理解の指導で1時間扱うこと｣につ

いての考療

導入の段階で,整数の場合を先に取り上げて

ち,数値が小数Lr)場合になると,盤数と同じよう

に除法〃ノ式になるということがすごく峰味であっ

け,｢小数U)除法になろ説明を考える｣ことのみ

てたっふりと1El利ulかけるこLで.児竜は,関係

図を仕って,小数C/)除法(L,なる塵rhを説明する

ことができるようになった｡こU)ことかtlも,小牧,の

除法の意 味P柳平を深めるために意味理解o)描

導Uつみで1時rtf]を扱うことはよかった｡
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