
算数文章題の解法学習に対する複数解法説明活動の効果
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本研究では，算数授業において発表された複数の解法を，各自がそれでなぜ答えが求まるかを説明す

ることによる学習促進効果を検討した。小学５年生を対象に算数文章題の授業を行い，実験１では，解

法提示後に聞き手の児童に説明を求める条件と単に評価を行う条件，および，非規範解法と規範解法と

いう複数解法を提示する IF条件と規範解法のみを提示するFF条件とを組み合わせ，IF-説明条件，FF

-説明条件，IF-評価条件，FF-評価条件の4条件を比 した。授業前後のテスト結果より，規範解法の意

味を高い割合で記述できるようになった児童が IF-説明条件では有意に多く，FF-説明条件では有意に

少なかった。評価条件には複数解法提示の効果が見られなかった。実験2では，説明活動をペアで行う

IF条件とFF条件を検討し，転移課題に複数解法提示の効果が見られた。この結果から複数解法提示

は，各自が内的に説明を考える活動と考えた結果を外化してペアで話し合う活動という内外相互作用の

二要素を伴うときに最も学習促進効果を持つことが示唆された。説明活動が複数解法の対比を促し，規

範解法の重要な構成要素の把握を容易にするメカニズムをプロセスデータから考察した。
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問 題

算数授業における複数解法の検討

本研究は，算数授業において「なぜその解法で答え

が出るか」を説明する活動を複数の解法について行う

ことが，単一の解法のみを対象とする場合に比べ，高

い学習成果をもたらすかを，実証的に検討する。

日本の算数授業には，共通の課題に各自が取り組み，

解法をクラスで発表して検討する「練り上げ授業」と

呼ばれる形態があり，国際比 上は解法の概念理解を

促進するものとみなされてきた（Stigler & Hiebert,

1999）。確かにこの形態では，児童らが考えた解法を発

表し合うため，「解法のバリエーションの集積」という

協調場面の利点が生じやすい。しかし，解法が共有さ

れるだけでは，必ずしも一人ひとりの解法の吟味過程

は保証されない。実際，練り上げ授業の詳細な観察か

らは，授業終盤の解法の検討が一部の児童と教師間で

行われがちで，学習成果も全員には共有され難いこと

が報告されている（佐藤,2006;白水,2008）。

さらに，算数教育の専門家の中には，正しい解法を

安定して使える段階にない児童にとって，その他の解

法の聴取はさらなる混乱につながると懸念する声もあ

る（菊池,2006）。確かに，単に正しい解法を覚えるので

あれば，繰り返し１種類の解法を提示する方が有利で

あるかもしれない。

実験室研究からは，同一問題に対する「複数解法提

示」と「単一解法提示」の効果の差異は，学習者の要

因によって異なることを示唆するものがある。具体的

には，同一問題に対する正誤両解法の提示が，正解法

のみの提示よりも有効であるのは，学習者が正解法の

基礎となる知識を持つなど，検討対象の解法を比 的

熟知する場合である（Große& Renkl,2007;河﨑,2006）。

その場合には，正誤両解法の手続きを対比しながら，

下位手続きに分解し，いずれが解の導出を可能にする

原理であるのかという，一つの解法を吟味するだけで

は得られがたい重要な構成要素への理解を深められる

からだと解釈される（Crowley,Shrager,& Siegler,1997）。

しかし，これらの研究には，解法の提示と検討方法を

共に操作したものはない。検討対象の解法を熟知する

学習者でなくとも，解法手続きを比 して，構成要素

が吟味できる機会を保証すれば，規範的な解法のみを

提示する場合より，非規範的な解法と共に提示する方

が学習の促進につながる可能性は残されている。

以上のように，複数解法検討の問題点の指摘は，複
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数解法をいかなる活動で検討するかとセットで論じら

れていなかったという点で議論の余地がある。学校現

場では，解法発表後に「どれがわかりやすかったか」

など主観評価の自己報告を求める方法が広く使われて

おり，そのような検討方法を前提とした複数解法検討

が，効果を疑問視する見解を招いている可能性もある。

これらを踏まえると，クラス全体でのバリエーション

の集積というクラスサイズの協調活動の利点を生かす

こと，すなわち複数解法を検討することが，単に規範

的な解法を繰り返し検討する場合を超えて，学習者一

人ひとりの解法の学習の深まりに寄与するのは，解法

をいかなる活動で検討する場合であるかを検証する研

究が求められているといえよう。

上記の課題に答えるための研究枠組みの一つは，同

一課題の解法例として「異なる２つの解法を提示する

条件」（複数解法提示条件）と「同種の解法を２度提示する

条件」（単一解法提示条件）とを設け，前者が後者を上回る

学習成果をもたらすのは，解法提示後，学習者にどの

ような検討を求めたときかを検証するものである。そ

こで，本研究はこの枠組みのもと，複数解法の有効な

検討方法を検証する。

一方で，複数解法検討の効果を高めるために，解法

発表前の個別の課題解決の段階から支援することもも

ちろん考え得る。発表される解法を個別の課題解決で

各学習者が使用するよう促せば，その解法の手順と機

能は既知のものであり，類推から他の解法の特徴を把

握しやすくなることを期待できる 。これについては，

藤村・太田（2002）が導入課題を操作することで，個別

の課題解決の成功を高めると同時に，解法発表で提示

される解法の一つを多くの児童にとって既知の解法で

あるようにすることにより，その解法を含まない複数

解法検討に比べて，児童の参加や学習成果が高まるこ

とを示している。

これに対して，解法発表後の検討方法に改善を加え

るだけでも効果を高めることは可能であろうか。この

ような試みは，解法の検討段階でクラス議論から小グ

ループ活動に「もどす」方法（佐藤,2006）や，解法の発

表者が式や図などの解法を部分的に発表し，どのよう

に考えたかを他の児童らが推理する方法（文部科学省,

2002;山口,2008）など実践的にはある。しかし，このよ

うにいったん全体の場で発表された解法を個々が引き

取り説明を試みる活動の有効性は検証されておらず，

本研究において検討する意義は大きいといえる。

以上より，本研究は，規範解法のみを提示する条件

と，非規範解法と規範解法を提示する条件とを用意し，

後者がより学習促進効果を持ち得るという複数解法提

示効果が，解法発表後にどのような活動を児童に求め

た場合に生じるかを検討する。具体的には，比 検討

する価値のある解法が出やすい算数の「混み具合」課

題を題材として，その理解に役立つ解法の外化物（図）

を準備した上で，「なぜ答えが出るのか」を説明する機

会を与えることの効果を明らかにする。

内包量比較に対する説明活動の効果

本研究で用いた混み具合比 課題は，内包量比 課

題の一種であり，例えば，「５mに25本の花が咲いて

いる花壇と，７mに28本の花が咲いている花壇のど

ちらが混んでいるか」の判断を求めるものである。規

範的には，

25本÷５m＝５本＜ 28本÷７m＝４本 ……①

といった公式で単位あたりの量（1mあたりの花の本数）を

求め大小比 する「単位あたり解法」で解かれる。こ

れを図示すればFigure 1aのようになるだろう。これ

に対し，未習の児童は

７m－５m＝２m，28本－25本＝３本 ……②

という同種の量の差を求めて答えを導こうとする「ひ

き算解法」を取りがちであることが知られている（藤村,

1993,1997 ;日野,1998）。割り算よりも使いやすいひき算

だけで操作が済むこと，および，異種の量より直感的

にわかりやすい同種の量同士を関係づけられる点が解

法選好の理由であろう。求めた差をどう比べれば，大

小判断できるかが難しいが，この解法を取る児童には

「２mも広いのに３本しか増えていない（ので後者の花

壇がすいている）」という回答がよく出ることが知られて

いる（河﨑,2006）。この推論過程を図示すれば，Figure
 

2aのように２つの花壇で揃えた左部分と差分の右部

分とを比 して混み具合を判断していると言えよう。

このようにひき算解法は，単位あたり解法に比べて非

規範的な解法でありながら，その活用の仕方によって

は，単位あたり解法を学習するためのリソースになり

うると考え，本研究で取り上げた。

混み具合比 課題の解決過程は，大きく関係表象過

程と比 過程に分けられ，前者はどのような数量を取

り上げてその間の関係を表象するかという過程，後者
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こうした意図の実践として，基礎知識を教えて挑戦的な課題

に多様な解法が出るようにした上で効率的なものを選別させ

る「教えて考えさせる授業」（市川,2008）や，既有知識を活用

できる課題を用いることで，多くの子どもが個別の課題解決に

成功するよう導く方法（藤村・太田,2002），個別解決時の机間

指導やヒントカードの使用などで一つの解法を確実に使える

ように促す方法（矢部・呉市立坪内小学校, 2005）などがある。



はその結果を比 する過程を指す（藤村,1997）。上記の

例で言えば，前者は７m，５m，28本，25本という

４つの数量から２つを選んで２項関係を形成する過程

であり，上記の２解法はこの時点から異なると言える。

したがって，両解法でなぜ答えが導かれるかを説明し

ようとすると，課題場面に立ち戻ってその関係の表象

を再検討することが求められる。このように関係表象

としていかなる要素を取り上げ，それをどう関係づけ

て「公式」化するかの吟味は公式自体の意味の理解と

保持を促すと考えられる。近時の学習科学研究は，関

係表象について吟味する活動が転移可能な概念理解を

可能にすることを示唆している（Clement 2008;Schwartz,

Chase,Chin,& Dppezzo,2009 ;Schwartz & Martin,2004）。

そこで本研究では，ひき算解法と単位あたり解法の

説明活動に次の２点で学習促進効果が見込まれると考

えた。第１の点は，単位あたり解法の理解レベルとし

て，「花の本数を面積で割って得た商を大小比 すると

いう手続きの運用」だけでなく，「計算の目的，商の意

味（1mあたりの花の数）の理解」に到達することである。

ひき算解法の説明活動において「２mに３本」をFig-

ure 2aの中に同定することで「ある面積に花の数を割

り当てる」関係づけ方の事例が蓄積されることが，単

位あたり解法の「１mに５本╱４本」という事例の特

殊性（1mにそろえて比 していること）の認識を高め，学習

成果として，新たな問題にも手続きの意味（単位あたり

解法の計算の目的や商の意味）を説明した上で活用できる

ような解決の仕方を促進する可能性がある。

説明活動中のこうした分節化の過程は，Figure 1b，

2bに示したような図への分割線を描き込んで「２m

に３本」や「１mに５本╱４本」を視覚的表象として

同定する描画，あるいは面積と花の本数への言及など，

面積と花の本数を関係づけようとする言動に表れると

考えられる。

第２の点は，単位あたり解法の公式指導の問題点と

して，公式の運用は達成できても，「÷」が均等操作（な

らす）の概念を表し，その結果「密度」は「全体量ある

いは土台量の多少にかかわらず一定の強さ（詰まり具合）

を表す」ことの理解までには到達しにくいという指摘

（麻柄,1992）と関係する。例えば，Figure 3のような図

に対して「西公園の花壇の方が混んでいる」と判断す
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Figure 1 単位あたり解法の説明活動で提示した図（左）と面積の分割例（右）

Figure 2 ひき算解法の説明活動で提示した図（左）と面積の分割例（右）

Figure 3 転移課題１で示した図



ることは「誤り」だと指摘できることに均等操作の理

解は表れるだろう。単に１mあたりの花の数で混み具

合が比 可能と理解していれば，唯一違いの見られる

最も左側の区画にだけ注目して，正しく判断できない

可能性がある。

この点にもひき算解法の説明活動が有利に働く可能

性がある。具体的には，差分に集約された余剰スペー

スの総量で混み具合を判断するひき算解法は，「混み具

合は空きスペース╱隙間の総量で判断される」という

数学的な原則にのっとったものである。この原則は当

然単位あたり解法にも当てはまる必要があるが，「均等

分布」している場合は，１mあたりの花の数を比 す

るだけでよい。逆に１mあたりの花の数を求めること

の背後に均等操作が前提として伴われており，それが

単位あたり解法で答えを出せる理由であることに気づ

くには，ひき算解法の説明活動において認識した混み

具合比 の原則に照らし，１mあたりの隙間を花壇全

体分足し合わせて比 しても確かに同じ答えになると

いった検証を踏むことが有効に働く可能性がある。

このプロセスとして，ひき算解法の説明活動中に，

「スペースの有無」を混み具合判断に結びつける気づ

きが生じやすく，また，単位あたり解法の説明活動中

に，「スペースの有無」への注目や「同一花壇の中で花

が一定の割合で敷き詰められていること（均等分布）」を

混み具合判断に結びつける説明が現れると考えられる。

またこの学習成果として，単位あたり解法の手続きの

意味を説明できるだけでなく，Figure 3のような混み

具合比 にも正答できると推測されよう。

以上をまとめると，ひき算解法の説明活動を行った

上で単位あたり解法の説明活動に臨んだ場合には，以

上２点の利点が享受できるプロセスを経て，単位あた

り解法の意味説明や均等分布の理解においてより高い

学習成果が得られると考えられる。

本研究の目的

本研究は，混み具合比 課題を用いた実験授業を行

い，ひき算解法と単位あたり解法という複数の解法を

学習者自身で説明することが単位あたり解法の学習を

促進することを示す。対象は，小学５年生とする。こ

の学年は単位あたり解法を未習であるが，１量共通の

内包量比 であれば差の関係に基づいて正答できる発

達段階にある（藤村,1997）。

実験操作は，２度の解法提示のうち，１回目に提示

する解法の種類で行う。ひき算解法を提示し，単位あ

たり解法を提示する条件（Informal-Formal;IF条件）と，

単位あたり解法を２回提示する条件（Formal-Formal ;

FF条件）である。これを解法提示後の活動と組み合わ

せ，実験１では，IF-説明条件，FF-説明条件，IF-評

価条件，FF-評価条件の４条件を設けた。さらに実験１

の結果を受け，実験２として説明活動をペアで行う

IF-ペア説明条件，FF-ペア説明条件の２条件を実施し

た（後述）。なお，先述した説明活動の効果を実現するた

めに説明条件には図を提供したが，評価条件は現実の

授業での解法への主観的評価活動を模すために提供し

なかった。その点で実験１の両者の比 は一要因の因

果を検証するためよりも，IF-説明条件で望ましい効

果が起きることを確認し，詳細なプロセス分析に値す

るデータを同定するために行った。

実 験 １

方法

参加者 公立小学校５年生４クラス計132名（男子

71名,女子 61名）。内包量の算出や比 方法は未習。

課題 課題内容は以下の通りである。

⑴ 混み具合比較課題 課題の教科・単元は，小学

６年生の算数「単位量あたりの大きさ」（内包量）を選

び，課題には，２つの花壇の混み具合を比べる課題を

使用した。例えば，「あさひ公園の花壇は，面積が５m

で，25本の花が咲いています。みどり公園の花壇は，

面積が７mで，28本の花が咲いています。どちらの花

壇の方が，混んでいますか」と問う課題であった。「あ

さひ公園の花壇」，「みどり公園の花壇」，「どちらも同

じ」から１つを選んで○をつけ，そう考えた理由を言

葉や式や絵などでできるだけ詳しく書くよう求めた。

⑵ 転移課題１ それぞれ「面積が３mで７本」，

「面積が５mで10本」の花が咲いている東公園と西

公園の花壇の混み具合を比 する問題に対して，Fig-

ure 3の図を描き「西公園の花壇の方が混んでいる」と

答えを出したＣ君の答えを正しいと思うかどうかを

「ア.正しい」，「イ.正しくない」の２択でたずねた。

そう思う理由もたずねた。均等分布の理解を検討する

ことを目的とした。正答は，イの「正しくない」であっ

た。

⑶ 転移課題２ 花壇Ａに，Ａと同じ混み具合の花

壇Ｂをくっつけました。くっつける前の花壇Ａと比べ

て，くっつけた後の花壇全体の方が，混んでいますか

どうですか 」という問題に対して，「ア.くっつけた

後の方が，混んでいる」，「イ.くっつけた後の方が，

すいている」，「ウ.くっつける前と後で，変わらな

い」，「エ.計算しないと，わからない」の４択から選

択を求めた。問題文，２つの花壇を表す図（ただし花は
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描き入れない），および選択肢を黒板に掲示し，掲示後１

分間でテスト用紙に回答を記入させた。内包量保存の

理解（麻柄,1992）を検討することを狙った。正答は，ウ

の「変わらない」であった。

採点基準 混み具合比 課題に関しては，児童の解

答は，単位あたり解法に関する２つのレベルで採点し

た。正しい答えを選んだ上で，単位あたり解法の式を

正しく使用し，手続きの意味（共通単位1mあたりの花の数

を求めていること）の説明も行った場合を「単位あたり

-意味」とし，答え，式は同様に正しいが，意味説明に

ついては行わなかった場合を「単位あたり-式」とし

た。意味説明の具体例は「１mあたりで考えると，25÷

５＝５，28÷７＝４で，あさひ公園の方が１mあたり

の数が多いから答えはあさひ公園だと思います」など

である。転移課題１に関しては，正答を選び，かつ理

由として，均等分布していないことを指摘したり（例 :

はじめの花壇の数が違うから」），花の移動を図に描き込ん

で均等分布させると東公園の方が混むことを示した児

童の割合（理由つき正答率）を算出した。転移課題２に関

しては，正答とその他の選択肢を選んだ児童の割合を

それぞれ算出した。

ビデオ 解法提示には事前に作成したビデオを使用

した。調査対象の児童らと同年代の児童が，解法を説

明するものであった。IF条件の１人目（Table 1の a），

FF条件の１人目（Table 1の c），両条件の２人目に提示

する３種類を作成した（Table 1の b）。FF条件の１人目

の解法説明は，意味説明を含むものの２人目よりは簡

潔にし，かつ「１mあたりの花の数を求める」という

計算目的を割愛したものとして，２人目の説明と対比

可能なものとした（詳細は河﨑,2010）。いずれのビデオで

も，児童１名が黒板の前に立ち解法を説明した。黒板

には，説明する解法で使われる式が予め板書されていた。

条件別活動 本研究の目的」に記した説明条件，評

価条件でそれぞれ以下の条件別活動を行わせた。

⑴ 説明活動 例えば，ビデオでひき算解法を提示

した後，「Ａ君の解き方で，どうして『あさひ公園の方

が，混んでいる』という答えが出るのかな 図も使っ

て考えよう。『Ａ君のかいた図』にかきこみたいことが

あったら，自由にかきこんでください」と自由記述を

求めた。教示を印刷した用紙の解答欄には，式や言葉

が自由に記述できるスペースと，ビデオに出てきた児

童の描いた図としてFigure 1aまたはFigure 2aを記

載した。

⑵ 評価活動 ビデオで解法を提示した後，まず「Ａ

君が発表で言っていたことを，なるべく全部思い出し

て，書いてみて下さい」と自由記述を求め，「Ａ君の考

え方がどのくらいわかったか」，「Ａ君の考え方でどの

くらい正しい答が出せると思うか」，「Ａ君の考え方を

どのくらい使いたいか」を４件法でたずねた。いずれ

も１が最も否定的，４が最も肯定的なものとした。

手続き プレテスト（8分），解法提示－条件別活動（20

分），ポストテスト（10分）の順に実施した。各条件すべ

ての手続きを同一実験者が実施した。４条件を設け，

１クラスずつ割り当てた。IF-説明条件（34名），FF-説

明条件（33名），IF-評価条件（29 名），および，FF-評価

条件（36名）であった。

⑴ プレテスト 導入課題を２問実施した後，花壇

の混み具合比 課題を１問実施した。混み具合比 課

題は，課題の例にあげた「面積５mで花25本の花壇と

面積７mで花28本の花壇」の比 を求める課題で

あった。これを「事前-混み具合比 課題」とする。導

入課題２問はそれぞれ「面積３mで花12本の花壇と

面積３mで花15本の花壇」，「面積３mで花12本の花

壇と面積４mで花12本の花壇」の比 であり，いずれ

も１量の大小比 で答えが出せる問題であった。

⑵ 解法提示 上記の事前-混み具合比 課題を解

法提示―説明活動の対象として用いた。問題文と答え

の選択肢，および式を黒板に示した。
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Table 1 ビデオの内容

a.IF条件 １人目（ひき算解法） b.IF条件，FF条件 ２人目（単位あたり解法） c.FF条件 １人目（単位あたり解法）

答えは，アです。（丸をつける）

なぜアかと言うと，まず，あさひ公園の花壇と

みどり公園の花壇の，面積をひき算します。

7－5で，２㎡になります。

次に，あさひ公園の花壇とみどり公園の花壇の，

花の数をひき算します。

28－25で，３本になります。

それで，みどり公園の花壇の面積は２㎡も広いの

に，花は３本しか多くないから，あさひ公園の方

が混んでいると思いました。

私は答えは，あさひ公園の花壇の，アだと思いました。（丸をつ

ける）

なぜかと言うと，１㎡あたり，に，何本花が咲いているか，調

べるために，まず，あさひ公園の花壇を，25÷５をしたら，５

になるので，えっと，１㎡あたり，５本，になるので，１㎡あ

たりに，花が，５本咲いていることになりました。

同じように，みどり公園の，花壇も，28÷７をしたら，４にな

るので，１㎡あたり，に，花が４本咲いていることになります。

あさひ公園の，方が，１㎡，あたりに，たくさん咲いているこ

とになるので，えっと，あさひ公園の方が，混んでいると思い

ました。

答えはアです。（丸をつける）

なぜかと言うと，

まず，あさひ公園の花壇は25÷５をしたら，

５になるので，

同じようにみどり公園の花壇は28÷７をしたら，

４なので，

あさひ公園の方が，１㎡あたりにたくさん咲いて

いることになるので，あさひ公園の方が混んでい

ると思いました。



まず１人目の解法を説明するビデオを，続けて２度

提示した（所要時間3分）。この間，児童にはメモを自由

にとらせた。この１人目の解法提示に関して，ひき算

解法か単位あたり解法かを条件操作した。ビデオを提

示し終わると，説明活動（または評価活動）を７分間行わ

せた。説明活動（または評価活動）が終了すると，２人目

のビデオを，続けて２度提示した。２人目の解法提示

および説明活動（または評価活動）の実施手続きは，「A

君」の箇所をすべて「Ｂさん」に変更した以外，１人

目と同じであった。

⑶ ポストテスト 事後-混み具合比 課題」とし

て，「面積２mで花10本の花壇と面積３mで花12本

の花壇」の比 を求める混み具合比 課題１問を実施

した。さらに転移課題１，２も実施した。

結果と考察

混み具合比較課題 事前，事後の混み具合比 課題

における解法変化の内訳を条件ごとにTable 2に示し

た。条件によって事前の意味説明に正答した児童の人

数に違いが見られたため，これを除いた115名の児童

を分析対象とした（IF-説明条件31名,FF-説明条件31名,IF

-評価条件23名,FF-評価条件28名）。

事前に「単位あたり-意味」解法を用いなかった115
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Table 2 解法変化の内訳 (N＝132)

IF-説明条件(N＝34)

事後

事前 単位あたり-意味 単位あたり-式 ひき算 その他の誤り 計

単位あたり-意味 3 3

単位あたり-式 1 1 2

ひき算 1 1 2 4

その他の誤り 13 5 2 5 25

計 18 7 4 5 34

FF-説明条件(N＝33)

事後

事前 単位あたり-意味 単位あたり-式 ひき算 その他の誤り 計

単位あたり-意味 1 1 2

単位あたり-式 5 1 2 8

ひき算 1 1 2

その他の誤り 4 12 1 4 21

計 5 18 3 7 33

IF-評価条件(N＝29)

事後

事前 単位あたり-意味 単位あたり-式 ひき算 その他の誤り 計

単位あたり-意味 6 6

単位あたり-式 1 1 1 3

ひき算 5 2 2 9

その他の誤り 3 2 2 4 11

計 15 5 4 5 29

FF-評価条件(N＝36)

事後

事前 単位あたり-意味 単位あたり-式 ひき算 その他の誤り 計

単位あたり-意味 7 1 8

単位あたり-式 3 3 6

ひき算 1 1

その他の誤り 6 10 5 21

計 17 14 0 5 36

注) には事前-混み具合比 課題を倍数関係で正答した１名も含む。

には事前および事後-混み具合比 課題を倍数関係で正答した1名も含む。



名について，事後-混み具合比 課題における「単位あ

たり-式」，「単位あたり-意味」，その他の人数を集計

し，Figure 4に示した。「単位あたり-式」と「単位あ

たり-意味」を足した割合，すなわち，単位あたり解法

を適用した児童の割合は4条件で大きくは異ならな

かったが，その内訳である「単位あたり-式」と「単位

あたり-意味」の偏りが異なった。χ検定の結果，人数

の偏りは有意であり（χ(6)＝15.6,p＜.05），残差分析の結

果，IF-説明条件の意味説明正答者数とFF-説明条件

の式正答者数が有意に多く，IF-説明条件の式正答者

数とFF-説明条件の意味説明正答者数が有意に少な

かった。IF-説明条件で意味説明が促進されたと言え

る。

さらに，事前に「その他の誤り」解法を用いた児童

に絞って，同様の分析を行ったところ，人数の偏りは

有意であり（χ(6)＝12.9,p＜.05），IF-説明条件の意味説

明正答者数，FF-説明条件の式正答者数，IF-評価条件

の「ひき算・その他の誤り」解法者数が有意に多かっ

た。また，IF-説明条件の式正答者数が有意に少なかっ

た。IF-説明条件の意味説明促進効果が広範な児童に

も効果を及ぼすこと，一方でFF-説明条件は，効果が

形式的な「式」利用促進にとどまること，評価条件で

は複数解法提示の効果が見られないことが示唆された。

説明活動 上記結果に至るプロセスを検討すべく，

両説明条件における説明活動の詳細を分析した。

１人目の解法ビデオ提示後の説明活動で，面積と花

の数を合わせて記述（言語化）した人数（IF-説明条件は「2m

と 3本」,FF-説明条件は「1mと 5本または4本」への言及)，「面

積の分割」を行う花壇の枠への「区切り」を描画した

人数（Figure 1b, Figure 2b）を集計し，Table 3に示し

た。IF-説明条件は全体の58.1％が少なくとも言語化

か描画を行ったが，FF-説明条件では全体の29.0%し

か行わず，直接確率計算による比 の結果，有意な差

が見られた（p＜.05）。特にFF-説明条件では，言語化し

た児童の割合が12.9%と小さかった。

次に，規範解法が発表された２人目の解法提示後の

説明活動について，ワークシートに単位あたり解法の

意味説明を記述した児童としなかった児童の比率を算

出し，Figure 5に示した。記述率について直接確率計

算により比 したところ，有意な差が見られ，IF-説明

条件（51.6％）の方がFF-説明条件（19.4％）よりも多かっ

た（p＜.05）。

以上より，IF-説明条件では，FF-説明条件に比し

て，１人目の解法説明時から積極的な言語化や描画が

見られ，２人目の解法説明時に単位あたり解法の意味

が記述される傾向が見られた 。
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Figure 4 事後-混み具合比 課題における回答分布（実験1）

Table 3 １人目の説明課題の記述（N＝62）

面積と

花の数

の記述

面積の

分割

IF-説明

条件

FF-説明

条件

○ ○ 3 4

○ × 7 0

× ○ 8 5

× × 13 22

（人）

どのような記述もなかったのは１人目，２人目の順に IF-説

明条件で４名，１名，FF-説明条件で３名，８名で，ほとんど

の児童は何らかの描き込みを行った。基準に満たない記述や描

画であっても創意工夫の形跡が見られることから，言語的説明

や図が提供されてもそれがストレートに解法の核心の指摘へ

とはつながりにくいことが示唆されるとともに，各自のわかる

ことや知っていることを持ち込み思考する様子が窺えた。



転移課題１ 以上の条件の効果の質を転移課題の結

果から検討する。転移課題１の理由つき正答率は，IF-

説明条件で12.9%，FF-説明条件で9.68%，IF-評価

条件で13.0%，FF-評価条件で17.9%だった。χ検定

の結果，正答者数の偏りは有意でなかった（χ(3)＝0.72,

n.s.）。

転移課題２ 正答「ウ」の選択率は，IF-説明条件で

29.0%，FF-説明条件で 32.3%，IF-評価条件で

47.8%，FF-評価条件で32.1%だった。４つの条件に

おける正答率に有意な偏りは見られなかった（χ(3)＝

2.36,n.s.）。どの条件も50％以下と，課題の難しさがう

かがえた。

以上より，事後-混み具合比 課題において，単位あ

たり解法の意味まで記述した正答率は，ひき算解法と

単位あたり解法という複数の解法を説明する活動を

行った IF-説明条件で他の3条件より高かった（Figure
 

5）。一方，解法を単に評価するだけの評価条件では，複

数解法の提示効果は見られなかった。また，複数解法

提示による学習妨害効果への懸念（菊池,2006）は支持さ

れなかった。上記以外の誤解法を事前に用いていた児

童だけを対象とした分析からも，同様の結果が得られ

た。混み具合比 課題は，単位あたり解法の獲得を測

定しており，意味説明を付加するか式のみかは，客観

的には表現形式の違いだと言える。しかし，どの条件

でも事後課題として同種の課題を実施し，かつ，最も

直前に提示した解法説明は同一であり，また，どの条

件でも理由を「できるだけ詳しく書くよう」求めてい

た。したがって，IF-説明条件でのみ意味を付与する表

現が有意に多かった結果を，例えば表現の単純な模倣

のみに帰属させる場合，なぜ他の条件では模倣が促進

されなかったのかを説明しにくい。また先行研究（藤

村・太田,2002）では，意味説明をした児童は後に単位あ

たり解法を継続して使用する傾向があり，単位あたり

解法の学習に一定の意義を持つことが示唆されている。

IF-説明条件が他の３条件より単位あたり解法の学習

を相対的に促進したと解釈できるだろう。

具体的には，ひき算解法を自分で説明するという分

析的な活動が，［問題］で想定したように「面積-花の

数」という関係表象レベルでの２つの解法の対比を準

備したと考えることができる。複数解法を説明した

IF-説明条件では，１人目の解法の説明活動中に，FF

-説明条件に比べ有意に高い割合で，花壇の一部分の

「面積-花の数」という括り方を言語や描画で外化して

いた（Table 3）。なおかつ，２人目の解法の説明活動で

も，意味説明の記述率が有意に高かった（Figure 5）。IF

条件では，１人目のひき算解法の説明活動において異

種量を結びつける気づきが，２人目の単位あたり解法

を聴取あるいは説明する際に「今度の解法はどのよう

に面積と花の数を結びつけるか」という把握を可能に

し，事後-混み具合比 課題で意味説明を表現すること

につながった可能性が考えられる。以上より，複数解

法の対比による単位あたり解法の意味抽出の促進が示

唆された。

しかし転移課題の成績に条件差は見られず，実験１

の支援では複数解法の検討の効果が限定的であるとい

う結果も得た。転移課題の低成績から推測すると，そ

のプロセスとして均等分布の気づきに至るような説明

活動が展開されなかったことが考えられる。さらに，
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Figure 5 ２人目の説明活動における意味説明の記述率と事後-混み具合比 課題との関係（N＝62）



説明活動に条件差は見られたが，基準に該当する言語

化・描画ができた児童の全体数は多くなかった。これ

らの原因として，実験１では説明活動が単独で行われ

たことが抑制的に働いた可能性を考え得る。説明活動

が話者自身の理解を促す効果について検討した伊藤・

垣花（2009）では，単に説明を生成することのみに効果

は見られず，聞き手の頷きの有無や返事などの否定的

フィードバックを契機に意味・解釈の付与やそれを繰

り返す発話が増え，理解を促すと考えられた。本研究

でも転移課題に正答するには，［問題］で述べたように

説明活動において，「スペースの有無」や「同一花壇の

中で花が一定の割合で敷き詰められていること」への

言及といった意味や解釈を付与する説明が必要となる

と想定しており，他者の存在はこれを促進する手段の

一つであると考えられた。

そこで実験２では，複数解法提示の学習促進効果が

より機能する説明活動として解法の説明活動を２名で

行う IF-ペア説明条件とFF-ペア説明条件の効果を検

討した。２名での説明を求めることは，学級で一斉に

実施する本研究の文脈でも自然に導入でき，より多く

の児童が話し手として説明活動に従事できると共に，

単独で説明する以上の効果が期待できると考えた。

実 験 ２

方法

参加者 実験１の参加者とは異なる，公立小学校５

年生２クラス57名（男子25名,女子 32名）。内包量の算出

や比 方法は未習。

課題 実験１と同じであった。

ビデオ 実験１の IF-説明条件およびFF-説明条件

と同じであった。

ペアでの説明活動 実験１の説明活動を隣の席の２

名で行ってもらった。班や隣席で話し合うなど授業で

日常的に用いられる手続きを模して非意図的なペアリ

ングを行った。事前の混み具合比 課題に「単位あた

り-意味」解法を用いた児童が含まれたペアは，IF-ペ

ア説明条件で15組中５組，FF-ペア説明条件で13組

中３組と，両条件で大きな偏りはなかった。分析では，

後述の通り，事前の「単位あたり-意味」解法使用者を

除外した上で，解法提示数の影響を検討した。

手続き 次の１点を除いて，実験１の IFおよびFF-

説明条件と同じであった。説明活動のときのみ隣の児

童と机を近づけてペアを作り（IF-ペア説明条件 :計 15組,

うち 1組のみ3名で構成,FF-ペア説明条件 :計 13組），説明活

動の用紙をペアにつき1枚配布し，提示した解法で「あ

さひ公園の方が，混んでいる」という答えが出る理由

を話し合い，考えたことを書くように求めた。各ペア

の発話はすべて，ICレコーダで録音した。なお，各ペ

アの会話は互いに聞こえないよう机同士の距離を置い

た。

結果と考察

混み具合比較課題 事前の混み具合比 課題に「単

位あたり-意味」解法を用いなかった IF-ペア説明条件

26名，FF-ペア説明条件23名の，事後-混み具合比

課題における解法をFigure 6に示した。χ検定の結

果，人数の偏りは有意でなかった（χ(2)＝0.50,n.s.）。な

お，実験１の IF-説明条件，FF-説明条件を含めた4条

件を比 すると人数の偏りは有意であり（χ(6)＝20.4,

p＜.01），残差分析の結果，IF-ペア説明条件の意味説明

正答者数とFF-説明条件の式正答者数が有意に多く，

FF-説明条件の意味説明正答者数が有意に少なかった。

転移課題１ 理由つき正答率は IF-ペア説明条件

30.8%（N＝26）で，FF-ペア説明条件4.4%（N＝23）

と比べて有意に高かった（直接確率計算, p＜.05）。なお，
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Figure 6 事後-混み具合比 課題における回答分布（実験2）



実験１の IF-説明条件，FF-説明条件を含めた４条件

を比 すると，χ検定の結果，人数の偏りは有意であ

り（χ(3)＝8.15,p＜.05），IF-ペア説明条件で理由つき正

答率が有意に高く，誤答率が有意に低かった。

転移課題２ 正答「ウ」の選択率は，IF-ペア説明条

件で38.5%，FF-ペア説明条件で30.4%だった。両条

件における正答率に有意な差は見られなかった（直接確

率計算,n.s.）。この課題は他の課題と異なり，高度に抽象

的な定性的思考を要するためと考えられる。

説明活動 転移課題１の結果から均等分布の理解に

対するペアによる複数解法説明活動の効果が示唆され

た。いかなる要因が均等分布の理解につながったのか

を検討するために，全ペアの説明活動を分析した。実

験１と同様の基準で，１人目の解法ビデオ提示後の説

明活動での用紙への記述・描画を集計した結果，IF-ペ

ア説明条件では15組中12組が，FF-ペア説明条件で

は13組中７組が，少なくとも基準に該当する言語化か

描画（Figure 1b, Figure 2b参照）を行っていた。また，

２人目の解法提示後の説明活動では，IF-ペア説明条

件では15組中13組が，FF-ペア説明条件では13組中

８組が，単位あたり解法の意味説明を記述していた（例 :

1mあたりに5本と 4本で,5本の方がギュウギュウ」）。

さらに発話データを分析した。特に，用紙への記述・

描画には表れていない意味・解釈を付与する発話に注

目した。具体的には［問題］で述べたように，転移課

題１の正答に到達するためのプロセスとして想定され

た「スペースの有無」への言及（以下［スペース］」）や「同

一花壇の中で花が一定の割合で敷き詰められているこ

と」への言及（以下［均等分布］」）を確認した。

まず，IF-ペア説明条件における，ひき算解法の説明

活動中の［スペース］出現数を確認した結果（例 :「残

りの面積が少ないということは,こっちの方が混んでるっていう

ことやろ」），15組中14組に見られた。

次に単位あたり解法の説明活動中の［スペース］出

現数を確認した（例 :「ここはすいている感じで,ここは5つ

あるから,こっちの方が埋まっている感じがして」）。IF-ペア説

明条件で15組中６組に見られた。FF-ペア説明条件で

は１人目でも２人目でも該当する言及は見られなかっ

た。

最後に，単位あたり解法説明中の［均等分布］出現

数を確認した（例 :「1m 4本入っているから,少しその分ス

ペースがあるけど,こっちは5本だから,1mにあまりスペースが

なくなるから,それ掛ける7と 5だから,こっちの方が混んでい

るように見える」）。IF-ペア説明条件で15組中５組に見

られた。FF-ペア説明条件では１人目の説明時には見

られず，２人目の説明時に13組中１組に見られた。

以上のように，［スペース］および［均等分布］の出

現は，FF-ペア説明条件ではほとんど見られなかった。

繰り返し単位あたり解法を説明する機会を与えても，

手続きやその意味説明を超える単位あたり解法の妥当

性の説明へと発展しにくかったことが示唆される。転

移課題1の正答率の低さとも一致する結果と言える。

さらに，［スペース］および［均等分布］の出現が想

定された通り転移課題1の解決に寄与したかを検討す

るために，IF-ペア説明条件で転移課題１に正答した

ペアでそれ以外のペアに比べ，［スペース］および［均

等分布］により多く言及したかを検討した 。Table 4

に示した通り，転移課題１に正答したペアでは２人目

の単位あたり解法説明時に，［スペース］出現数が多い

傾向にあり（t(8)＝1.52,p＜.10），また［均等分布］の出

現数が有意に多かった（t(8)＝1.94,p＜.05）。１人目のひ

き算解法説明活動における［スペース］出現数は同程

度であった（t(11)＝-0.66,n.s.）。想定した理解プロセスを

一定程度支持する結果を得たといえる。

以上をまとめると，記述・描画の結果から窺えるこ

ととして，ペアで説明活動を行うことで解法発表の内

容やそれが図とどう対応するかの確認をより多くの児

童が経験し，事後-混み具合比 課題に意味説明して正

答する児童が説明解法の複数・単一によらず見られた

と考えられる。しかし，単位あたり解法を繰り返し説

明するだけでは均等分布への気づきがほとんどのペア

で生じなかったことから，これにはひき算解法という

非規範的な解法に内蔵された「空きスペースの有無」

という混み具合比 の視点への着目が前提となりやす

いことが推察される。この着目自体は均等分布の理解
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ペアの発話データから話者個人を特定することが困難であ

るため，ペア単位で分析を行った。ここで転移課題１に正答し

たペアとはペアの内１名以上が正答した場合を指す（2名とも

正答は7組中 1組）。なお，事前-混み具合比 課題の意味説明

正答者が転移課題１に正答したペア１組は分析から除いてい

る。

Table 4 説明活動における各言及数の平均（実験２)

［スペース］ ［均等分布］

転移課題１の結果 １人目 ２人目 ２人目

理由つき正答（N＝7）
3.1

(2.2)

3.6

(3.8)

0.9

(0.8)

その他（N＝7）
4.1

(3.0)

1.0

(1.6)

0.1

(0.3)

注）カッコ内はSD



に至る原初的な理解に過ぎないが，引き続き，単位あ

たり解法の説明活動において単位あたり解法の発表が

直接言及しなかった側面から意味・解釈を付与しよう

と試みる中で，上記の原初的理解の再構成を行い得た

ペアにおいて，転移課題１にも利用可能な均等分布の

理解への到達がなされやすかったと解釈できる。

総 合 考 察

本研究は，混み具合比 を題材に，ひき算解法と単

位あたり解法という複数の解法を説明することの効果

を検討した。実験１では，IF-説明条件が他の３条件に

比べ，単位あたり解法の学習をより促進する結果が得

られ，実験２では，限定的ではあるが，ペアでの説明

活動がそれを一層促進する可能性が示唆された。具体

的には，複数解法の説明活動を個人で行った場合（実験

1），その学習促進効果は，事後の混み具合比 課題の意

味説明率において現れた（Figure 4）。説明活動をペアで

行った場合には（実験2），均等分布の理解を測定する転

移課題１の理由つき正答率に差が現れた。単独での説

明活動では解法の学習が進み，ペアでの説明活動では

一部の児童でそれ以上の学習が可能になったと言える。

以上の結果より，複数解法というバリエーションの

存在は，その解法でなぜ答えが求まるのかについて図

を用いて説明を考える活動とペアで話し合う活動とい

う内外相互作用の２つの要素を兼ね備えるときに，最

も学習促進効果を持つことが示唆された。以下ではそ

の学習促進メカニズムについて考察し，今後の課題を

検討する。

複数解法の説明活動による学習促進メカニズム

本研究で用意したひき算解法と単位あたり解法とい

うバリエーションは，花の数と面積という要素間の関

係に立ち戻って対比的に吟味できれば，単位あたり解

法の原理である「同じ面積での花の数で比べれば混み

具合を比 できる」という点を理解するのに役立つも

のだった。実験１における図への区画の描画やその言

語的記述データから，本実験参加者においても，面積

と花の数を結びつける活動が自然に促され，単位あた

り解法の操作の意味理解に役立ったことが示唆された。

図は，それ自体面積と花の数を併置できる表象であ

り，なおかつそこに自ら記号を描き加えることでダイ

ナミックに再表象できる対象である。さらに，説明活

動とは本質的に説明すべき対象の再構成を要請するも

のである。それゆえ，図も用いて複数の解法を説明し

ようとすることで，要素をどのように関係づけるかを

視覚的にも吟味せざるをえなくなり，要素をダイナ

ミックに組み合わせてみることが単位あたり解法の計

算目的や商の意味の学習を進めたと解釈できる。これ

が，本研究で示唆された複数解法の説明活動による学

習促進のメカニズムの一つである。

一方で，本研究がFF条件に用意した２つの単位あ

たり解法も計算目的や商の意味がそのまま抽出できる

はずのものであった。しかし，FF-説明条件で意味説明

正答者が少なく，式正答者が多かった結果は，単に解

説を二度繰り返して図を提供しただけでは，むしろ説

明が簡潔化する方向で抽象化が起きてしまう可能性が

示唆されたと言えよう。

以上より，適切な対比を促すバリエーションは学習

に有効だと考えられる。しかし，実験１の評価条件で

はこのバリエーションの効果が得られないことも示さ

れており，解法を説明するなど学習者本人の能動的な

学習活動とバリエーションとが組み合わされるべきこ

とも明らかになった。

ペアの複数解法説明活動による学習促進メカニズム

本研究の実験２の結果，ペアによる複数解法説明活

動が単に解法の意味記述を促進するだけでなく，１人

での複数解法説明やペアでの単一解法説明に比べれば，

転移課題１に理由つきで正答すること，すなわち，均

等分布の理解を促しやすい可能性が示された。

これは一つには，自分の説明に反応する他者がいる

というペアの状況が，単独での説明に比べて，意味・

解釈の付与を促進する（伊藤・垣花,2009）という利点が

作用した結果と考え得る。単一解法条件でも実験２で

は単位あたり解法の意味説明記述が多く見られた結果

はペア説明による全般的な説明促進効果に帰せられよ

う。

しかしこうした効果をもってしても，単一解法条件

では複数解法条件ほどには，単位あたり解法の意味づ

け・解釈の厚みを増すには不十分であった。バリエー

ションの無いFF条件では協調的説明活動の効果は限

定されることが明らかになった。これは，均等分布へ

と単位あたり解法の理解が到達するには，ひき算解法

から引き出し得る視点が重要な起点となる，という本

研究の想定に合致する結果である。複数解法条件では，

ペアによる説明活動の促進により，一人での説明では

至りにくいレベルにまでひき算解法の解釈が進み，単

位あたり解法の均等分布を理解する上での足掛かりと

なる原初的な理解を引き出すことが促され，それを単

位あたり解法の説明活動に利用することで転移課題1

に適用可能な均等分布の概念理解に到達する児童がみ

られたと考えられる。
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以上が想定されるペアの複数解法説明活動による学

習促進メカニズムの一つである。しかし，ペアの複数

解法説明活動によって転移課題の正答を促進された児

童の割合は決して高いものではなかったことはさらな

る検討を要する。促進効果を高め，転移課題に正答す

る児童のデータをより多く収集することにより，本研

究が想定するメカニズムの明確な検証が可能になると

考えられる。さらに，視点の実験的な操作や個別面接

なども併用することで，一人での説明活動では解法間

の差異の検出や視点の抽出・適用がどの程度可能かを

検討することもペアの効果を精緻に同定する上で重要

であろう。

紙幅の都合上詳述はできなかったが，IF条件におけ

るペアの発話を追うと，ひき算解法という非規範的な

解法について，まず解法のビデオ解説を逐語的に模倣

した説明から始めるが，説明してみて自ら混乱を感じ

たり，相手の同意を得られなかったりすることで，図

と結びつけた再説明を試み，解法の理由づけを含むよ

り詳細な説明へと，様々な説明レベルを螺旋的に進む

ことが多かった。Miyake（1986）の「話し合うことでわ

かったつもりのことがわからないことがわかる過程」

や，Shirouzu, Miyake, & Masukawa（2002）の「図

的表象など外的リソースを用いながら理解を再吟味す

る過程」が再現されたといえる。ひき算解法の説明が

完全にはできずとも，その理解のための活動を単位あ

たり解法時も引き続き行い，逆に単位あたり解法の理

解にひき算解法時の原初的な理解を結びつけることが

転移可能な理解を可能にするとも考え得る。つまり，

非規範解法の説明活動では，規範解法を聞いた時にそ

のエッセンスを理解することができる知識や意味の

ネットワークを準備するとも言える。実際，最近の学

習研究は，学習者が規範的な説明を自力で完遂できず

とも，自分たちで説明を試みた後に規範的な説明や学

習資料が提供されることで，初めからそれらに触れる

より学習が深まる可能性が高いことを示唆するものが

出ており（Martin& Schwartz,2005;Schwartz&Bransford,

1998;Schwartz et al.,2009 ;Schwartz&Martin,2004），本研

究の協調過程をより詳細に分析すれば，こうした研究

に新たな知見を加えることができるであろう。

教室におけるペアでの説明活動の意義

本研究の問題意識は，解法バリエーション提供とい

うクラスサイズの協調の利点が有効に機能するには，

解法発表後にどのような支援が可能かという点にあっ

た。その手段として，図付きのワークシートという外

化物および説明活動という機会の有効性を検討し，特

に実験２では，直接相互作用というペアレベルの協調

活動を組み合わせた。いずれも，学習者が自らの知識

を使うことを促す支援方法を試みたため，その効果は

児童の説明活動に依存したが，学習が促進されるプロ

セスの一端を観察し得た。そこには，図やそれに対す

る外化結果，あるいは他者という外的リソースとの相

互作用を介して推論の妥当性を繰り返し吟味しながら

自ら知識を構成するメカニズムが発揮されたと考えら

れる。以上は，一人ひとりの思考を私的に記述するこ

と（自力解決）やクラス全体に向けて公的に発話して共

有する（全体交流）だけでなく，途中の思考も表現しや

すいペアレベルの「半」私的・公的な発話使用の機会

を充実させる有効性を示唆する。他方，本研究の評価

条件に類似した活動，発表した児童がクラスに賛同の

有無を問いかけ他の児童が即座に応答するルーティン

では，必ずしも「複数の意見を聞いて理解を深める」

ことにつながらない危険性が示唆された。また，そも

そもバリエーションの無いFF条件では協調的説明活

動の効果は限定的であることも示された。

今後は，解法の組み合わせや提示の順序性が持ち得

る効果の検討や説明途中の気づきを外化しやすくする

ツールの提案など，複数解法検討の効果の一般性およ

びそれをより強力に支援する方法を明らかにすること

が課題となる。これらを通じ，教室での協調学習理論

と実践の深化のために，多様な解法からの学びとして

起こり得る個人の認知過程をさらに明らかにしていき

たい。
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How Explanatory Activities Promote Children’s Learning from
 

Multiple Solution Methods
 

MIHO KAWASAKI (DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY,OTEMON GAKUIN UNIVERSITY)AND HAJIME SHIROUZU (SCHOOL OF INFORMATION SCIENCE
 

AND TECHNOLOGY, CHUKYO UNIVERSITY) JAPANESE JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 2011, 59, 13―26

 

The present study examines the impact of explanation activities on children’s learning from multiple
 

solution methods to mathematics problems. Participants were 189 fifth-grade students. In Study 1, the
 

children learned how to compare intensive quantity by either(a)explaining multiple solution methods,that
 

is, an informal solution method and a formal one, (b) explaining the formal solution method twice, (c)

evaluating the multiple(informal and formal)solution methods,or(d)evaluating the formal solution method
 

twice. The children in the (a)condition in which they explained the multiple solution methods showed
 

better performance on the posttest in understanding the formal solution method than did the children in
 

condition (b)who had explained the formal solution method twice. In Study 2, explaining the multiple
 

solution methods with a partner led to greater transfer performance. These findings suggest potential
 

mechanisms related to explaining multiple solution methods. Explaining seems to result in the children
 

comparing the two methods,differentiating the core unit of each solution procedure from its irrelevant units,

and appreciating the essence of the formal method.

Key Words :multiple solution methods,explanation activities,mathematics classroom methods,col-

laborative learning,elementary school children
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