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研 究の要約

学習指導要領 には,第 6学年 ｢くらJ<方 を考 え よ う｣ 単位iiあた りの学習 にお

いて.その意 味 につ いては 『異 なった 二つの血 の割 合 で とらえ られ る数丑 の指 導

に当た っては, まず ,速 さや 人 口密度 の よ うに,二つの丑の組み合 わせ に よ らな

けれ ば とらえるこ とがで きない丑が あるこ とを知 らせ るD』 ,また,比べ方 につ

いては 『二つの丑がかかわ ってい るので,その一 方 を固定 して他 方の虫 で比較 し

た り,その考 えを基 に数値化 した りす る方鮭が用 い られ る｡』 と明記 して あ る｡

私は. ｢知 らせ る｣ ことよ りも.生活経験 の 中か ら子 どもが 自然に韻種 の 二つ

の血で比べ る場合が あるこ とに ｢気づ き｣ 一 方 を 1と固定 して他方 の免で比 べ

るよさを実感 す る学習 展開 を図 ることが大 切では ないか と考 えた｡

そこで,本研 究では,子 どもが 自然 な.S:職 の流れ で異 なる二つの敦 丑に よっ て

比べ る場合が あ るこ とに気づ き,その比べ方 を小 さな数値 か ら大 きな数値 - と考

えてい くことに よって 1あた りで比べ るよさに気づ きやす くな るよ う単元計 画 を

新 しく構想 した｡

Ⅰ 基本構想

l 子 ども重視の指導

(1)将門性 と学習者

算数 ･数学教育の立場,FLとして 2つ考えられる.

一つは,代数 ･畿何 ･解析などの専門的な知取

を知 らなければ.界数 ･数学が指導できないと

い う立場である｡ もう一方は,学び手である子

どもの発達 .学習心理 ･理解度な ど.学習者の

立場を知 らなければ算数 ･数学が指導できない

とい う立場であるO

専門的な知識がなければ指導はできないとい

うことは周知のことであるが,学び手である子

どもの立場を重要視す ることも忘れてはな らな

い｡本研究では,後者の立場に焦点を当てて進

めていく｡
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(2)学習指噂要領の趣 旨

学習指導要領には,算教科の改善の基本方針

として 『 (イ) ･･･,実生活における様々な

串良 との関連 を考慮 しつつ,ゆとりをもって 自

ら快足巨を見つけ,主体的に闇見亘を解決す る活動

を通 して.学ぶことの楽 しさや充実感 を味わい

なが ら学習を進めることができるようにす るこ

とを韮祝 して内容の改善をLX]るo』 と記述 して

ある｡

これは,第数の学習が進むにつれて抽象化や

形式性 といった教科の特性が表れ るよ うになっ

て くるが,そ うした際にも,学習 した内容を葵

生活に結びつけた り,実生活か ら井数 ･数学の

問塔を兄いだ した りす ることによって算数 ･数

学の意味を明 らかに した り,その有用性 を実感



した りす ることを凝視 しているとい うことであ

る｡

2 私の考 える学習者重視の第政教育

子 どもの+/_椴を凝視 した節敬教育を考える規

合.私は子 どもの意弛o')流れ を大切に したいO

当-括経験の中か ら関越付けて子 どもが 自然に

‡Ai数の課題 があることに気づき,その昔味や よ

さを実感す る学習展開を図ることが子 どもの立

場 を禿祝 した界数教育ではないか と考える｡

n 子 ども皿視の詐欺学習指導の展開法

1 -蝦的な指導 とちが う学習展開は

一般的な指導においては,教師が作 った,漢

たは.教科 曲の間樹が存在 し問題解決学僧が展

開 され るO この時, 7･どもは節数の授菜 とい う

限 られた枠の中だけで思考 しているのではない

か｡生悟 との阻止を窟軌 した指屯が希 櫛になっ

ているのではないか と考える.

一般的な学習触捌法 とはちが う,生活の中か

ら顎数の問越 を見つけ,脱髄 として放 り上げそ

の解決をt亘lる展開法を授姦 したいo生活の中か

ら算数の問潜 を見つけることは,生 活経験 を基

に した小学校段階にふ さわ しい と考える｡

2 期待す る効果

生活の中か ら算数の問越 を見つけ,子どもの

自然な音椛の流れで学習を進 めることによって,

柚無性や形式件 といった教科特性のあるP､1茶 と

案 生活を結びつけた り,その昔味や有用性 もLi;

感 できるのではないかと考えるO

Ⅲ 授業実践研究

1.単元名 くらべ方を考えよ う

(単位 &.あた り)

2 目標

○単位丘あた りの考えの よさが分か り, こ

れ を用いて関連する二 つの丑の大小 を比

べよ うとする｡

○異種の二 つの免で表 され る鬼 について,

単位払あた りで考えることができる｡

○速 さの悪味 とその表 し方が分か '0,速 さ

についての計算がで きる｡

○馴 正in_-あた りの考えを使 った比べ方や表

し方のよさが分か り,理解 している｡

3 従来の単元計画

第 1次

1時 混み ぐあい と単位 品あた りの学習の

軌機 づけ と単位丑あた りの考 えの意味

理解

2時 二つの観点でみたいろい ろな単位 'rIt:

あた り

3時 1-つの観 点でみた単位血あた り

(人 口鹿度の意味理解)

第 2次

1時 速 さの音昧理解

2時 速さを求 める問呈白

3時 道の りを求める問題

4時 時間を求める問題

5時 練習

4一私の考える単元 計画

第 1次

1時 燃興や米の穣れ ぐあい,部屋の

混み ぐあい, 1個 あた りのおか

しの旭段 な ど,韻種の二つの故

で比べ る場合があることに気づ

き,単元の課姫 をつかむ

2時 面積 も中にいる人数 もちが う部

屋の混み ぐあいについて.面積

や人数にそろえて比べる

3時 市や県の人 口と広 さを比べ,軸

任免あた りの考えで比べ るよさ

に気づ く

4時 2台の車の燃滑や 2種頬 のEElの

米の碓れ高について比べ ,単位

盤あた りの考 えで比べるよさを

味わ う
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JL'第 2次以降鯛 じ) ｣｣
国立教育政策研究所教育隈程センタ-が平成

13年度に行った,小中学校教育放提案施状況

訊査報告軒 には.単位丑あた りの比べ方を説明

する間腰の通過率は 37.8%であった｡従来

の指導計画では,単位丑あた りの考えの意味理

解を性急に しすぎているのではないか と考 えた｡

そこで,まず, 1時間 目に異種の二つの丑で

比べる場合があることに ｢気づ く｣時間を設定

したOそ して. 2時間 目にこっの蝉位の どち ら

かに公倍数を使ってそろえて比べた り, 1あた

りを求めて比べた りして異種の二つの丑が関係

する場合を比べる時間を設定 したo

(1)異価の二つの皿で比べる場合があること

に ｢気づ く｣時間を設定す る (1時)

今までの指導では,部屋の混み ぐあいの場合

一例のみで,異種の二つの鹿で比べる勘合があ

ることについて子 どもに気づかせていたo そ し

て 1時間の中で-あた りの考えを牡解するとこ

ろまでを指導 していた｡

本時では,生活の中にあるいくつかの事例か

ら帰納的に考えて異種の二つの丑で比べる場合

があることに気づかせたい｡

(2)二つの単位のどち らかに公倍数を使 って

そろえて比べた り, 1あた りを求めて比べた り

して異種の二つの且が開陳する場合を比べる

(2時)

第 2時では,比べる数値が小 さいので公倍数

の考えで一方の単位丑を他方にそろえることも

可能である｡ もちろん 1あた りにそろえるとい

うことも可能である｡数値が大きくなると公倍

数の考えは計芽が しにくくなるとい う観点か ら

自然な流れで 1あた りで比べるよさが.I/貫き彫 り

になって くる｡

5.指導の実際 (第 1次 第 1時 と第 2時)

①第 1時 ｢生活の中か ら異種の二つの丑で比べ

る場合があることに気づ く｣

〇本時の 目標

生活経験を基に,異種の二つの丑で比べる

場合があることに気づき,単元の探題 をつか

む ことができる｡

〇本時の展開

vTRを視聴 し, どんな比べ方があるか話 し

合い,界稲の二つの量で比べ る場合があるこ

ビデオを視聴する場面

◎ 2種類の庫の走行距離やガ ソリンの丑,2

種類の田の広 さや獲れ高, 2種類の部屋の広 さ

や人数,3種筋のおか しの個数 と値段な ど,坐

活に悦適 した異種の二つの丑で比べる場面が映

ったVTRを視聴 し,気づいたことを話 し合 う｡

T まず,この ビデオをみてくだ さい｡

(vTRを視聴する)

T このVTRには,どんな物が映っていま し

たか｡

C 自動車ですo

c 2台映 っていま した｡

C 大きいの と小 さいのです｡

T 自動車に関連 して映っていた物は何ですか｡
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C メーターです｡

C ガソリンを入れ る機械 です｡

T メーターの中の数値 まで見ていた人はい ま

せんか｡走行距離は何 kmで したか｡

C 大きい方は 280kmぐらい｡

C 小さい方は 390kmぐらいだったかな｡

T よく見ていま したね｡では.ガ ソリンの症

はどうで したか｡

C 大きい方が 50リッ トル以上で した｡

C 小さい方は 40リッ トルちょっと｡

T これで したねO (と育 って耳炎 を貼るO)

これ らの数値か ら気がついたことはないで

すか｡

C 小さい方がた くさん走っている｡

C 大きい方がた くさんガ ソリンが入 る｡

T そ うですね｡実は 2台 ともガ ソリンを満 タ

ンに してからなくなる寸前まで走った距離

です｡

C 小さい方が少ないガソリンでた くさん走っ

ています｡

C 大きい方はガソ リンを多 く使ったのに小 さ

いのより走った距離は少ない｡

T そ うですね｡直は車の大きさを比べること

もあ りますが,令.み なさんが言ったよ う

にどれだけ走れ るかとい う比べ方もあ りま

すね｡膏薬でま とめると ･.･｡

C どちらが 1リッ トルで長 く走れ るか, とい

うことです｡

(板題)

T では, 自動革以外の話題 に移っていきま し

ょう｡何が映っていたかな｡

C 田んぼです｡

(以下,自動車の場合 と同様に して ｢どち

らの田がよくお米が積れ るかJ ｢どちらの

部屋が混んでいるかJ rどの箱が得か｡ ｣

など比べる観点を板甘 した)

気づいたことか ら単元のめあてを設定する｡

生活の中か ら気づ く場面

◎ 板押 した膏薬か ら異種の二つの且が関係 し

ていることを話 し合い,単元のめあてを設定 し

た ｡

T では,みんなが考えた比べる観点には, ど

んな単位が関係 していますか｡

C リッ トル とkmです｡

C 平方メー トル とkgです｡

C 平方メー トル と人です｡

C 個 と円です｡

T どれ も. ･･･.

C 2つの単位が関係 しています｡

T そ うですね｡みなさんの生活の中には この

ような 2つの上'li位が関係 した比べ方があ り

ますね｡

部屋の混み ぐあいについて取 り上げ,次時-

◎ 子 どもにとって身近な事例である広 くて大

人数,せまくて少人数の部屋の混み ぐあいを比

べ る場合について図によって視覚に訴 えなが ら

着 目し,次時のめあては面積 も人数 もちが う2
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つの部屋の比べ方を考えることを確認する｡

部屋の込み具合について考える場面

T この写実のように 2つの部屋の混みぐあい

について質問 します｡ (両村が同 じ図を示 し

ながら)この 2つの図を部屋だと考えてくだ

さい｡ どちらが広いですか｡

C 同 じに見えます｡

T そう,同 じです｡確かめる方法はありませ

んか｡

C 重ねてみると分か ります｡

T では,重ねてみま しょう｡

(ぴったりと重なって一致)

C やっぱ り広さは同 じだ｡

T 人数は ･･･ (図の中に人を表す点が左の

図には 6個,右の図には 5個出現)こうで

すO どちらがこんでいますかo

C 左の方です｡

T なぜですかo

C 面税が同 じなので人数の多い方が批んでい

ます｡

T そのような経験はありますか｡

C バスや屯車などであります｡

T 面積が同 じなので比べられますね｡では,

この 2つの部屋OrJliii合はどうですか｡ (点

が 5個で面積の小さい図が出現)

C 人数が同 じなのでせまい方が混んでいます｡

C 賛成｡

T 人数が同 じだと比べ られますね｡では.こ

ちらとこちらの部屋は比べ られますかO

(面樹も人数もちが う図を2つ班 し,貢Iiね

る｡)

C ･･･｡

C す ぐには比べられそ うにないけど ･･･｡

C 面積がそろえば ･･･.

C l人分を出せば ･･･｡

T では,次の時間に r面積 も人数 もらが う2

つの部屋の鮎み ぐあい｣を調べていきま し

ょう｡

②第2時 r面相か人数のどちらかに公倍数を使

ってそろえて比べた り, 1あた りを求めて比べ

たりして部屋の混み ぐあいを比べる｣

〇本時の 目標

公倍数の考えを使 った り,蝉位且あた りの

考えを使って,広 さと人数の 2鹿の関係 した

場合の比較の仕方を考えることができる｡

(二,本時の,iLHlll

本時のめあてを つ か む

e)上記の間鹿から,まず A室 とB室を取 り 卜

げ面領が同 じことで比べ られることを確認 し.

次にB室 とC基を取 り上げ人数が同 じことから

比べられることを確認するO叔後に,面積 も人

数もちが うA室 とC室を取 り上げることで,本

時のめあてをつかませ るよ うにする｡

(1時でめあてについて話 し合っているので,

めあてを確認 し早速 自力解決に入った｡)

A主 とC室ではどちらがこんでいるかいろい
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自力解決をする

G)B宅の数値 を確認することで 1人分や 】m 2

を求めれば比べ られそ うなことや,面積や人数

を ｢そろえる｣ とい う吉井に芯 日す ることで

公倍数の考 えを使えば比べ られそ うなことに気

づかせ,見通 しを持 って 自力解決 させ るよ うに

-.ll二:-0

T B'r;iをみてくだ さい｡ この部屋の数値 を見

て気づ くことは何ですか｡

C l人/))が術単に求められます｡

C 1m2も求められます｡

T では.面和や 人数をそろえる子 とはできそ

うですか｡

C この前,公倍散の苧･.q'を したのでそれが使

えます｡

T では, 自分の考 えを表 していきま しょ う｡

比べj7-を話 し合 う

G)それぞれ の考えを哉表 したところで,使 っ

ている既習布項やそれぞれの考 えのよさや共通

点 ･相違点な どを話 し合 うようにす る｡

児竜 の反応例

(あ)面概をそろえる

A市は 10×4-40 (m 2)

6X4-24 (A)

C重は 8×5-40 (tⅥ 2)

5×5-25 (人)

同 じ面相で人数が多いのは C宅

だか らC室の方が混んでいる｡

(い)人数をそろえる

A零は 6×5-30 (人)

】0×5-50 (m2)

C重は 5×6-30 (人)

8×6-48 (m 2)

同 じ人数 で面棚 がせ まいのはC室

だか らC室の方が混んでいるO

(ラ) 1人あた りの面桃 を求める

A篭は 10÷6- 1.66･･ (m2)

C室は 8T 5- 1 .6 (m2)

1人あた りの面rfI'がせ まいので

C宴の方が混んでいる｡

(え) 】m2あた りの人iJIを求める

A某は 6÷ 10-0,6 (人)

C室は 5÷8-0.625 (人)

1m2あた りの人数が多いので

C宅の方が混んでいる.

T では.それぞれ の考えについて今まで習 っ

た考えやよさ,共通点や相違点など任委 し

ま しょう｡

C (あ)千 (い)は公倍数の考えを使 って い

ます｡

C くわ しく言 うと面相や 人数のLa.小公倍散 を

求めています｡

C 而･fiTか人数の どちらかがそろ;しぼ,混み ぐ

あいは比べ られ ます｡

T (ラ)千 (え)については どうですか｡

C l人あた りや 1m2あた りを求めて比べ る

方が私に とっては比べやすいです｡

C 私 も 1人分の広 さを出 して.数値が小 さい

)J/いせ まい とい うことの方が分か りやすい

です｡

T (あ) (い) と (ラ) (え)の火遁点や相

遊点はあ りますかo

C どの考 えも ｢そろえて｣比べています｡

(あ)や (い)は面碑や人数をそろえてい

て. (ラ)や (え)は 1にそろえています｡

C (あ)や (い)はかけ算 を使 っていて,

(ラ)や (え)はわ りWJ-を使 っています｡

T どち らの求め方がよ りよいと考 えています

か..

C 私は 1人分を求めるのが分か りやすいですO
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公倍数は数値が大きくなると求めにくそ う

だからです｡

まとめをする
⑤ ｢面積がそろった り｣ ｢人数がそろった り｣

｢1人あた り｣ ｢1m2あた り｣ とい う膏薬が

キー ワー ドにな･･-,ていることを話 し合った り,

どの考えがよりよさそ うか話 し合った りす るこ

とで次時-の課旭 を探 りなが らまとめとす る｡

6,授某実践研究の省頼

○考舞 と耽舶

本岬元の指導後,子 どもにアンケー トを取っ

た｡その中に.r生活の中に 2種類の中位で比

べることが結構あることに驚いた｡｣ ｢自動心

は大きければよく走ると思っていま した｡ でも.

同 じガソリンの丑では小 さい方が長い距離 を点

れることが分かったC｣ r部屋の混み ぐあいは

人数や面積によって変わってくる｣などと生活

に関連付けた感想が多 く見 られた｡

また, ｢面積や人数をそろえるには公倍数の

考えが使えるが,数が大きくなると使えない｡

1あた りはわ り算で求められていつでも使 え

る｣｢人 口密度や米の種れ高,乾の燃費など数

の大きい場合は 1あた りを求めることの方が冊

蝉｣などと粒位 丘あた りの考えのよさを実感 し

た感想が多く見 られた｡

本英掛 こ取 り組み上記のよ うな児虫の言兼が

得 られ.算数の内容 と生活 との関連をこれか ら

も大切に していきたい と考えた｡VTRには修

学旅行など児戯の生活の様子 を映像 として活用

したが.そのよ うな努力 も続けていきたい｡

従来の指導計画に比べ 1時間増えることが耽

超 としてあげられ る｡屯卓などを使 って計昇の

手間を省 くなど時間や活動の柑選を していかな

ければならないと考える｡
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Ⅳ 本研究の省蕪

1 本研究の成果

伝時間の凝 り返 りで.子 どもは学習後の自分

の考えの中に,今の生活や将来の 自分 と関連付

けた内容 を甘 くよ うになった｡ これは算数の学

習 と芙生活の結びつきを強めた結果 であると考

える｡

2 本研究の課題

本研究は,客観的なデータを取 りながら+ ど

もの変容をとらえたわけではないo今後の狭恩

として,継続的な評価の方法を考え検証 してい

かなければならないと考える｡
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