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算数 1　日常生活の事象を数量の関係に着目して捉えること
� （オリンピック・パラリンピック）
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１．出題の趣旨

　日常生活の事象における量の大きさを実感をもって捉えるために，数量の関係に着目し，
数学的に表現・処理することができるかどうかをみる。
・二つの数量の関係に着目し，数学的に表現・処理すること。
・量の単位や測定の意味，測定の仕方について理解していること。

　日常生活において，算数で学習したことを基に，数量の関係に着目して事象を考察し，量の
大きさを実感をもって捉えることが重要である。
　そのために，例えば，ある量を児童にとってより身近な量に置き換えて解釈することや，目
的に応じた単位で量の大きさを的確に表現したり比べたりすることなど，日常生活の事象を数
量の関係に着目して捉え，数学的に表現・処理することができるようにすることが大切である。
　そこで，本問では，走り高跳びのオリンピック記録の高さや国立競技場の面積を捉えるため
に，自分の身長や学校の校庭の面積を基に考察し，数学的に表現・処理する文脈を設定した。
また，長距離走の種目の走る距離を比較するために，長さの単位をそろえる文脈も設定した。
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２．調査問題の活用に当たって

（１）本問において大切にしたいこと

「量の大きさを実感をもって捉える」
　 1（１）において，男子走り高跳びのオリンピック記録239cmの高さを実感をもって捉える
場面がある。
　次の場面は，オリンピック記録についての教師と児童の会話である。ここでは，オリン
ピック記録の高さを，教師の身長や床から天井までの高さなどの身の回りのものの長さと
比較し，実感をもって捉えようとしている。

教師
男子走り高跳びのオリンピック記録は，239cmです。

　このように239cmがどのくらいの高さなのかを考えた上で，オリンピック選手の身長を
基にしたオリンピック記録の割合を用いて，自分の身長だったら何cmの高さを跳んだこと
になるのかを調べる活動が考えられる。

オリンピック記録を出した選手の身長は184cmだそうです。
自分の身長だったら，何cmの高さを跳んだことになるのかを考えてみましょう。

　児童は，オリンピック記録を床から天井までの高さと比較したり，自分の身長とオリン
ピック記録との関係について，割合を用いて「自分だったら」という視点で考察したりす
ることで，オリンピック記録の高さを実感をもって捉えることができると考えられる。
　量の大きさを捉えることは，直接比較から間接比較，任意単位による測定，普遍単位に
よる測定という一連のプロセスを通して学習する。その際，普遍単位による測定で表され
た量の大きさを実感をもって捉えることが難しい場合がある。しかし，例えば，学校から
ある地点までの道のりが約 1kmであるといった経験を踏まえ，10000mをkmという単位を
用いて10kmと表すことによって，10000mの長さを実感をもって捉えることができると考
えられる。また，一辺の長さが 1 m の正方形を作るなどして面積の大きさについての感覚
を豊かにすることで，教室の面積を単位正方形の面積の幾つ分として実感をもって捉える
ことができると考えられる。
　このように，身近な量に置き換えたり，適切な単位を用いたり， 1 mや 1 ㎡といった
量の大きさについての感覚を豊かにしたりして，量の大きさを実感をもって捉えることが
大切である。

　オリンピック選手は身長が高いから，そのくらい高く跳ぶことができるの
ではないでしょうか。

　とても高いですね。先生の身長が180cmくらいだったら，239cmは床から天
井までの高さくらいかな。
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（２）各設問における学習指導の工夫

設問（１）
　量の大きさを実感をもって捉えるために，数量の関係を捉えて立式することができるよ
うにする
　〇�　問題場面から基準量，比較量，割合について，数量の関係を捉えることができるようにす

る���ことが重要である。
　　�　指導に当たっては，例えば，男子走り高跳びのオリンピック記録の高さを実感をもって捉

えるために，自分の身長を基準量とし，オリンピック記録を出した選手の身長を基にしたオ
リンピック記録の割合を用いて，比較量を求める活動が考えられる。その際，下のように数
直線を用いるなどして，数量の関係を捉え，立式することができるようにすることが大切で
ある。

　このような活動を通して，量の大きさを実感をもって捉えることができるようにすること
が大切である。

設問（２）

設問（３）

　目的に応じた単位で量の大きさを的確に表現することができるようにする
　〇�　長さの単位について，目的に応じた単位で量の大きさを的確に表現したり，比べたりする

ことができるようにすることが重要である。
　　��　指導に当たっては，例えば，10000m とマラソンの 42. 195kmを比べる活動が考えられる。
　　�その際，目的に応じた単位で量の大きさを的確に表現することで，10000m は10kmであるこ

とから，マラソンの走る距離のおよそ４分の１の長さと捉えることができるようにすること
が大切である。さらに，測定する対象の大きさに応じた単位を選択することができるように
することも大切である。

　面積を表す数値について理解することができるようにする
　〇　 �面積の単位と測定の意味について理解できるようにすることが重要である。
　　�　指導に当たっては，例えば，72000㎡ の大きさは，単位面積 1㎡の72000個分であること

を捉える活動が考えられる。その際，一辺の長さが 1m の正方形の面積といった単位とする
大きさを決めると，その幾つ分として面積の大きさが数値化できることを理解できるように
することが大切である。

　　�　なお，はがきの面積や校庭の面積などの大きさを捉えるために， 1㎠や 1㎡といった量
の大きさについての感覚を豊かにすることも大切である。

-38-



設問（４）

設問（５）

　面積の求め方について理解し，面積を求めることができるようにする
　〇�　 長方形の面積の求め方について理解し，面積を求めることができるようにすることが重要
　　である。
　　�　指導に当たっては，例えば，長方形の面積について，単位正方形を敷き詰めてその個数を

求める活動が考えられる。その際，単位正方形が幾つ並ぶかは，長方形の縦の長さと横の長
さが分かればよいということに気付くことができるようにすることが大切であ。るさらに，
辺にそって単位正方形が規則正しく並んでいるので，乗法を用いると，その個数を手際よく
求めることができるよさに気付き，計算を用いて面積を求めることができるようにすること
も大切である。

　　�　なお，三角形，平行四辺形，台形，ひし形，円などの面積の求め方を見いだす際も，図形
の構成要素に着目し，面積を求めるために必要な部分の長さを考えることができるようにす
ることも大切である。

　ある量を身近な量に置き換えて解釈し，分かりやすく表現することができるようにする
　〇�　普遍単位による測定で表された数値から量の大きさを実感をもって捉えることが難しいと
きには，ある量を児童にとってより身近な量に置き換えて解釈できるようにすることが重要
である。

　　�　指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，国立競技場の面積を捉えるために自分の学
校の校庭の面積を基に考察する活動が考えられる。その際， 校庭の面積が4000㎡であるこ
とを基に，国立競技場の面積は，72000 ÷ 4000 ＝ 18で，校庭の面積の18個分であると解釈で
きるようにすることが大切である。また，校庭を同じ向きで縦と横に並べたとして考えるこ
とで，国立競技場の面積を分かりやすく表現することができるようにすることも大切である。
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（３）授業アイディア例

〈実施対象学年〉
第４学年

「量の大きさを実感をもって捉えよう」
～身近な量に置き換えて，分かりやすく表現する～

【指導のねらい】
　ある量を児童にとってより身近な量に置き換えて解釈することや，目的に応じた単位で
量の大きさを的確に表現したり比べたりすることなど，日常生活の事象を数量の関係に着
目して捉え，数学的に表現・処理することができるようにする。

①　ある量の大きさを，身近な量の大きさを基に捉える。

②　ある量の大きさを捉えやすくするために，身近なものを並べたとする場面を考える。

左の写真は，東京2020オリンピック・
パラリンピックの会場になっている
国立競技場の写真です。

国立競技場の面積は, 約72000㎡ だそうです。

どのくらいの広さなのかな。

私たちの学校の校庭の面積の何個分なのかな。

校庭の面積は 80×50＝4000 で, 4000㎡です。

校庭の面積を基にして考えると，
国立競技場の面積は，72000÷4000＝18 で，
校庭の面積の18個分です。

校庭の面積の何個分かを考えると分かりやすいですね。
国立競技場の面積72000㎡は，
校庭の面積の何個分かを考えてみましょう。
校庭は，縦80m，横50mの長方形です。

　日常生活における量の大きさを実感をもって捉えるために，児童にとってよ
り身近な量に置き換えて解釈できるようにすることが大切である。

校庭の面積の18個分もあるなんて，国立競技場は広いですね。

校庭18個を横一列に並べたとして考�えてみると，このような感じかな。

教師

ポイント
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国立競技場の形は，そのような形ではないと思います。

校庭を同じ向きで並べたとして考えてみると，縦240m，横300mの長方形になりました。

どのように並べるのですか。

縦80m，横50mの長方形を同じ向きで並べたとして考えてみると，
どのようにしたら縦240m，横300mの長方形になりますか。

右のように並べたとして考えてみると，
縦に並べる個数は，240÷80＝3 で，3個です。
横に並べる個数は，300÷50＝6 で，6個です。
だから, 縦に3個，横に6個並べます。

③　ある面積の大きさを，実感をもって捉える。

国立競技場の面積は，校庭を縦に3個，横に6個並べたとして
考えてみたときと同じ広さなのですね。
実際には，どのくらいの広さなのでしょうか。
学校の3階から見てみましょう。

校庭を縦に3個並べたとすると，
縦240mは，だいたいあの大きな木までです。
校庭を横に6個並べたとすると，
横300mは，だいたいあのマンションまでです。

国立競技場は，
こんなに広いのですね。

　ある面積の大きさを捉えるために，身の回りのものを並べたとする場面を考
え，実際にどのくらいの広さなのかを確かめて，量の大きさを実感をもって捉
えることができるようにすることが大切である。

３×６＝18 なので，
縦に３個，横に６個並べたとして考えてみると，
縦の長さは，80×３＝240 で，240ｍです。
横の長さは，50×６＝300 で，300ｍです。
だから，縦に３個，横に６個並べることができます。

ポイント 　ある面積の大きさを捉えるために，身の回りのものを並べたとする場面を考
え，実際にどのくらいの広さなのかを確かめて，量の大きさを実感をもって捉
えることができるようにすることが大切である。
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（４）�他学年・他教科等における活用例

〇�　 量の大きさを実感をもって捉えるためには，１m�や１㎡といった量の大きさについ
ての感覚を豊かにすることが大切である。その上で，単位とする大きさの幾つ分として
量の大きさを捉えることができるようにすることが大切である。

（例）第３学年「１kmを歩いてみよう」（長さの単位）

中央公園に行きます。
学校から公園までは5kmあります。

５kmは遠いのかな。歩くと何分くらいかかるのかな。

５kmは1kmの５つ分ですね。
１kmはどのくらいの長さなのかな。

実際に歩いて，１kmはどのくらいの
長さかを確かめてみましょう。

中央公園
　５km

（例）第５学年「プールの容積の大きさを調べてみよう」（体積の単位）

プールの容積はどのくらいかな。

372㎥です。

372㎥がどのくらいの大きさかよく分からないな。

教室の容積と比べて，どちらの方が大きいのでしょうか。

直接比べることはできないですね。

１㎥はどのくらいの大きさなのかな。

長さが１mの棒やものさしをつなげて，
体積か１㎥ の立方体を作りましょう。

プールに入る水の体積は，この 1㎥が372個分あるということですね。

教室の容積は何㎥かな。 長さを測って計算で求めてみましょう。
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（５）�家庭学習における活用例

　任意単位を用いて，距離や時間などを見積もることができるようにすることが大切で
ある。その際，�量の大きさを実感をもって捉えることができる単位を用いることができ
るようにすることが大切である。例えば，下のように，散歩のコースや町探検のコース
を考える活動が考えられる。

〇

（例）第２学年以上「散歩のコースを考えよう」
山公園や中央川の近くを通る散歩のコース（・・・・�）を考える場面である。

散歩のコース �（�-�…��-�）を歩くと，1時間で家に戻ることができるかな。

　ほかにも，自分の町の地図で散歩のコースや町探検のコースを作る活動が考えられ
る。

予想した時間と同じになるか，
実際に歩いて確認してみよう。

家から学校まで10分間
かかるということが
使えないかな。
地図でみると，
家から学校までは
　　の 2 つ分です。
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算数 2　 図形の構成要素や性質を基にした考察（角柱と円柱の側面）

-44-



-45-



　算数の学習では，具体的な操作を通して，図形の構成要素や性質を基に考察したり，問題の
解決のために必要な数量を見いだしたりすることが重要である。
　そのために，例えば，立体図形の辺と辺，辺と面，面と面のつながりに着目して立体図形を
捉え，�図形の構成要素である辺の数や面の数，辺の長さなどを基に立体図形と式とを関連付け
て説明することができるようにすることが大切である。また，日常生活の中で，ある数量を調
べようとするときに，それと関係のある数量を見いだし，それらの数量との間にある関係を把
握して，�問題解決に利用することができるようにすることが大切である。
　そこで本問では，角柱や円柱に紙を貼る活動を通して，三角柱や円柱について考察したり，
示された長方形の紙の横の長さを求める式を，四角柱と関連付けて説明したりする文脈を設定
した。また，エナメル線のおよその長さを求めるためには，ストローに巻いてあるエナメル線
の一巻きの長さのほかに，どのような数量が必要かを見いだす文脈も設定した。

1 . 出題の趣旨

　図形の構成要素や性質を基に考察したり，問題の解決のために必要な数量を見いだした
りすることができるかどうかをみる。
・基本的な立体図形について理解していること。
・図形の構成要素や性質を基に，立体図形と式とを関連付け，表現すること。
・円周率について理解していること。
・日常生活の問題の解決のために必要な数量を見いだすこと。
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2�.���調査問題の活用に当たって

（１）本問において大切にしたいこと

「図形の構成要素や性質を基に考察する」
2�（２）�において，四角柱の全ての側面に紙を貼ろうとしている場面がある。

　あいりさんは，四角柱の構成要素に着目して，�それぞれの側面に 1 枚ずつ紙を貼るので
はなく， 4 枚の側面をつなげた図 3 のような 1 枚の大きな長方形の紙だけで，全ての側面
に貼ることはできないかと考えている。このような合理的に考えを進めようとする態度が，
問題を解決していく際の原動力になると考えられる。

５×４ 「５cm
「５cm

５×５や５×６

「５×４＝20 20cm

　続いて， 2（3）において，あいりさんは，円柱に発展させて考察する。角柱の場合は，
底面の一辺の長さを基にしたが，円柱の場合は，底面の直径の長さを基にして，側面に貼
る長方形の紙の横の長さを求める。円柱の底面の構成要素である直径の3. 14倍が円周の長
さであるという性質を用いて，側面に貼る長方形の紙の横の長さを，計算によって求める
だけでなく，直径の３倍より少し大きい長さであると捉える�。
　これまでのことを振り返り，角柱と円柱はどちらも側面に貼る長方形の紙の横の長さが
底面の周りの長さと等しいことに気付き，角柱と円柱を統合的に捉えることができるよう
になることが考えられる。
　このように，図形の構成要素や性質を基にして考察することが大切である。

５×４ 「５cm
「５cm

５×５や５×６

「５×４＝20 20cm
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　指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，底面が一辺５cmの正方形で，高さが10cmの
四角柱について，立体図形の構成の仕方を考察し，全ての側面を貼る一枚の大きな長方形の
紙の横の長さの求め方を式で表現したり，解釈したりする活動が考えられる。その際，長さ
の求め方について，「５×４＝20」などと式で表現した場合には，「５×４はどのようなこ
とを表していますか。」や「５や４は何を表していますか。」などと学級全体に問いかけ，
数の意味や演算の意味などを，図形の構成要素や性質と関連付けて説明することができるよ
うにすることが大切である。
　なお，例えば，第 4 学年や第 5 学年などにおける，長方形を組み合わせた図形の面積や直
方体を組み合わせた図形の体積の求め方を考える場面や，角柱や円柱の構成要素の数を求め
る場面で，図形と式とを関連付け，求め方について説明し合う活動も考えられる。

（２）各設問における学�習指導の工夫

設問（１）
　基本的な立体図形について，観察や構成などの活動を通して理解できるようにする
〇　図形の構成要素に着目して考察し，基本的な立体図形について理解できるようにすること
� � が重要である。
　　指導に当たっては，例えば，三角柱の全ての面に紙をぴったり貼る活軌が考えられる。そ
　の際，どのような図形の紙が何枚ずつ必要であるかを予想し，実際に紙を用意して三角柱の
　面に貼ることで，予想を確かめることが大切である。さらに，三角柱の構成要素である底面
　や側面に着目し，それぞれの個数や形について理解できるようにすることも大切である�。

設問（２）
　示された図形の辺の長さの求め方を解釈し，求め方について説明することができるよう
にする
〇　図形の構成要素や性質を基に，図形の辺の長さなどの求め方を解釈し，求め方について説
　明することができるようにすることが重要である。
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　指導に当たっては，例えば，コイルのストローに巻いてあるエナメル線のおよその長さを
求めるために，それと関係のある数量を見いだす活動が考えられる。その際，コイルのスト
ローに巻いてあるエナメル線の長さを，一つ分の大きさの幾つ分かに当たる大きさと捉える
ために，一巻きの長さと巻き数といった数量を見いだすことができるようにすることが大切
である。また，ストローの長さやコイル全体の重さといった，ほかの数量を提示するなどし
て，見いだした数量が問題を解決するために適切かどうかを考察することができるようにす
ることも大切である。このような活動を通して，日常生活の中で算数を利用することのよさ
を実感できるようにすることが大切である。

設問（３）
円周率が円周の直径に対する割合であることを理解できるようにする
〇　円周率について学習する際には，単に直径の長さから円周の長さを計算によって求めるだ
　けでなく，円周率が円周の直径に対する割合であることを理解できるようにすることが重要
　である。そして，円周率を用いて問題を解決する場面で，円周率の意味について再度確認す
　ることも重要である。

設問（４）
日常生活の問題の解決のために，必要な数量を見いだすことができるようにする
〇　 日常生活の中で，ある数量を調べようとするときに，それと関係のある数量を見いだし，
　それらの数量との間にある関係を把握して，問題解決に利用することができるようにするこ
　とが重要である。

　指導に当たっては，例えば，身の回りにある円の形をした幾つかのものについて，円周の
直径に対する割合を調べる活動が考えられる。その際，直径の長さと円周の長さの関係に着
目し，円周の長さが直径の長さの何倍になるのかについて見通しをもつことができるように
することが大切である。その上で，（円周の長さ）÷（直径の長さ）を計算して，いつでも円
周の長さが直径の長さの約3. 14倍になっていることに気付くことができるようにすることも
大切である。
　さらに，例えば，本設問を用いて，円柱の側面に長方形の紙をぴったり貼る活動も考えら
れる。その際，�円周率の意味について再度確認することが大切である。その上で，長方形の
紙の横の長さについて， 5 ×3. 14＝15. 7などと立式して求めるだけでなく，コンパスを用い
て直径の長さを測るなどして，直径の 3 倍より少し大きいことを捉えることができるように
することが大切である。また，円柱の側面に貼る長方形の紙の横の長さが，底面の円周の長
さと等しいことを捉えることができるようにすることも大切である。
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（３）�授業アイディア例

「立体図形の構成要素に着目して長さを求めよう」 〈実施対象学年〉
第 5 学年

【指導のねらい】

①　柱体の面の個数や形を捉える。

いろいろな形の無地の鉛筆立てがありますね。

周りに色紙をはって，きれいな鉛筆立てにしたいな。

どのような形の紙を何枚用意すればよいでしょうか。

鉛筆立ては，それぞれ四角柱，三角柱，円柱として
考えることができますね。

底面を調べると，それぞれ正方形，正三角形，円になっていますね。

三角柱と四角柱は，どちらも，すべての側面が合同ですね。

四角柱だったら，側面については，
長方形の紙が４枚必要です。

三角柱だったら，側面については，
長方形の紙が3枚必要です。

円柱だったら，1枚の長方形の紙だけで，側面に紙をはることができます。

　図形を観察するなどの活動を通して，角柱や円柱の構成要素である面の個数
や形を捉えることができるようにすることが大切である。

～図形と式とを関連付け, 説明する～

　図形の辺の長さを求める際に，立体図形の構成要素に着目して，求め方を式に表した
り，式の意味を解釈したりすることを通して，角柱や円柱についての理解を深めること
ができるようにする。

ポイント

教師

-50-



②　辺と辺，辺と面，面と面のつながりを調べる。

三角柱や四角柱も， 1 枚の紙で，すべての側面に紙をはることができると思います。

どういうことですか。

それぞれの側面に1 枚ずつ紙をはっていくのは大変そうてすね。
�1枚の大きな長方形の紙だけて，すべての側面に紙をはることかてきると思います。

この四角柱の形をした鉛筆立てで説明しましょう。

このようにすれば�，
�1 枚の大きな長方形の紙だけで，
すべての側面に紙をはることが
できますね。�

すべての側面を覆うような， 1 枚の大きな長方形の紙の縦の長さと横の長さを，
それぞれ何cmかが分かるように，図や式に表してみましょう。

③　示された図形の辺の長さの求め方を解釈し説明する。

四角柱の場合は，

10cmは，四角柱の

高さです。
縦の長さは，四角柱の高さと同じです。

長方形の紙の横の長さは，
5×4＝20 で，20cmです。

横の長さは，式で求めることができるのですね。

5 は， 1つの側面の横の長さ� 横の長さは，

4 は，側面の数を表しています。

縦の長さは10cmですね。
長方形の紙の

どの部分の長さですか。

5× 4 は，どのようなことを表していますか。

を表しています。� 四角柱の側面の横の長さの 4 つ分
と同じ長さであるということを表しています。
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四角柱の場合は，

三角柱の場合も，同じように考えることができると思います。

四角柱の場合は，

側面の数をかけるところが同じですね。�

三角柱と四角柱の場合は，同じように式に表すことができましたね。

底面が正五角形の五角柱の場合は，

底面が正六角形の六角柱や，底面が正七角形の七角柱の場合も，
同じように考えることかできますね。

底面が正多角形の角柱について，長方形の紙の横の長さは，
側面の横の長さがいくつ分あるかを考えて，

三角柱や四角柱に続けて，

三角柱� � �5� �����×� ����� 3� ����＝� ����������������15

四角柱� � �5� �����×� ����� 4� ����＝� ����������������20

五角柱� � �5� �����×� ����� 5� ����＝� ����������������25

六角柱� � �5� �����×� ����� 6� ����＝� ����������������30

七角柱� � �5� �����×� ����� 7� ����＝� ����������������35

（側面の横の長さ）×（側面の数）＝（長方形の紙の横の長さ）

　図形と式とを関連付けて説明することで，問題場面の構造をより簡潔・明瞭・
的確に捉え，明らかになった式の意味をほかの図形の場合についても適用し，
発展的に考察することができるようにすることが大切である。

縦の長さが10cmで，横の長さが20cmの
長方形の紙を用意すればよいということですね。

同じとは，どういうことですか。

横の長さは， 5×4 で，
三角柱の場合は，
横の長さは， 5× 3 だから，
同じです。

側面か 5 つだから，
横の長さは， 5× 5 ＝25 で，25cmです。

（側面の横の長さ）×（側面の数） で求めることができますね。

五角柱などの場合を考えたことがすばらしいですね。

ポイント
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④　円柱の場合の長さの求め方についても考え，角柱の場合との共通点を見いだす。

円柱の場合は，側面にはる長方形の紙はどのようになるのかな。

円柱の場合は，（側面の横の長さ）×（側面の数） で求めることができないな。
どうすれば求めることができるのかな。

底面の周りをちょうど 1周巻いていると考えれば，
求めることができそうです。

円柱の場合は，横の長さは，底面の周りの長さと同じです。

円柱の場合は，横の長さは， 5×3.14＝15.7�で，�15.7cmです。

円柱の場合は，横の長さは，（底面の直径の長さ）×�3.14 で求めることができます。

円柱の場合は，底面の直径の長さが分かれば，横の長さを求めることができましたね。
角柱の場合も，底面をみて，横の長さを求めることはできるでしょうか。

角柱の場合は，底面の 1 辺の長さが分かれば，�横の長さを求めることができます。

角柱の場合は，横の長さは，（底面の 1 辺の長さ）×（底面の辺の数）で求めることができます。

どうしてですか。わけを説明しましょう。����

角柱の場合も，円柱の場合のように，横の長さは，底面の周りの長さと同じだからです。

　円柱の場合の長方形の紙の横の長さについて考えることで，角柱の場合も横
の長さが底面の周りの長さと同じであることを捉えるなどして，図形の見方を
深めることが大切である。

ポイント

-53-



⑤　学習の過程と成果を振り返り，よりよく問題解決できたことを実感する。

長方形の紙の横の長さについて式に表して考えましたが，
学習を通して，どのようなことが分かりましたか。

円柱の場合は，

角柱の場合も円柱の場合も，底面の辺などの長さを基に，
横の長さを求めることができました。

どのように考えることで，言葉の式で表すことができたのですか。

三角柱や四角柱の場合の式を並べてみることで，
五角柱などの場合についても，考えることができました。

式の中の数は図形のどの部分の長さや数に当たるのかを考えることで，�
言葉の式で表すことがてきました。

式の意味を考えたり，発展させようとしたりすることで，
言葉の式で表すことかできましたね。

横の長さが底面の周りの長さと同じであることに気付くことができたので，
角柱の場合について， 2 通りの言葉の式で表すことができました。

　学習の過程と成果を振り返り，構成要素に着目して，� 求め方を式に表したり，
式の意味を解釈したりすることを通して，角柱や円柱についての理解を深めた
ことを実感できるようにすることが大切である。

（底面の直径の長さ）×3.14 で，（底面の１辺の長さ）×（底面の辺の数）さ）
横の長さを求めることができました。で，横の長さを求めることができました。

角柱の場合は，

ポイント
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（４）�他学年・他教科等における活用例

〇�　三角柱や四角柱の構成要素の個数を式に表し，�式の中の数の意味を図形の構成要素と
関連付けることで，�六角柱や七角柱の場合についても調べることができるようになるな
ど，発展的に考えることができるようにすることが大切である。

（例）第5学年「角柱と円柱」

三角柱の頂点の数はいくつですか。

6個です。 1 つの底面に頂点が 3つあって，底面が 2 つあるから，
3 × 2 という式に表して，数えることができますね。

三角柱の辺や面の数も調べたいです。

四角柱の頂点や辺，面の数も
調べたいです。

〇�　複数の展開図に共通することを見いだし，構成要素に着目して捉えることで，�式に表
して説明することができるようにすることが大切である。

（例）第4学年「直方体と立方体」

立方体の辺は12本ありました。12本の辺のうちの何本かを切って展開図にします。
立方体の辺を何本切れば展開図になりますか。

辺を 3本切っても� 続けて辺を切って，� 全部で 7 本切ったら，
展開図になりました。

私も辺を7 本切ったら，私も辺を7本切ったら，
展開図になりました。

なぜいつも，辺を7 本切るのかな。

なぜいつも 7本なのかを考えるために，展開図をもっとよく見てみましょう。

どの展開図も，立方体の面は どの展開図も，周りの辺は
14本あります。

立方体の辺は12本あります。
立方体には 6つの面があり�，

展開図の周りの辺は14本あります。
立方体の辺を 1本切ると，
展開図の周りの辺が 2本できるので，

展開図になりません。�

右の展開図になりました。

5本の辺でつながっています。

5 本の辺でつながっているので，
12－5 ＝7 で，
7本の辺を切るのだと思います。

14÷ 2＝ 7 で， 7 本の辺を切ると
考えることもできますね。

展開区になりました。
右の展開図になりました。

-55-



算数 3 計算の仕方の解釈・検討と統合的な考察（分数の加法と小数の加法）
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1 . 出題の趣旨

　計算の仕方を解釈して検討したり，統合的に考察したりすることができるかどうかをみ
る。

　算数の学習では，計算が確実にできるとともに，解決過程や結果を振り返ったり，統合的・
発展的に考察したりすることが重要である。

・分数の加法の計算をすること。
・分数の加法における量の大きさを表す分数について考察すること。
・�分数の加法や小数の加法について，数の相対的な大きさを用いて，整数の加法に直して
処理すること。

　そのために，例えば，分数の加法や小数の加法について，計算の仕方を解釈して検討したり，
数の表し方の仕組みや数を構成する単位に着目し，整数の加法に帰着して考察したりすること
ができるようにすることが大切である。
　そこで，本問では，分数の加法の計算をしたり，分数の加法の計算の仕方における量の大き
さを表す分数について考察したりする文脈を設定した。また，分数の加法や小数の加法につい
て，ある数の幾つ分と考え，整数の加法に直して処理する文脈も設定した。
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2 . 調査問題の活用に当たって

「計算の仕方を解釈 · 検討する」
　3（２）において，友達の意見を聞き，友達の立場に立って，�異分母の分数の加法につい

（１）�本問において大切にしたいこと

　図を用いて計算の仕方を考察することを通して，自分の考えのどの部分が正しくて，ど
の部分が誤っているのかに気付き，�正しい計算の仕方を見いだすことができる。具体的に
は，はなこさんは，上の図のように， 2 等分した一つ分と 4 等分した一つ分を合わせるこ

て話し合う場面がある。

「　�L26

とから， 6 等分した二つ分であると捉え，答えを　 L と求めた。そして，はなこさんは，2
6

�【ようたさんの考え】を解釈し，【はなこさんの考え】と比べ，【はなこさんの考え】で

は�� � L の大きさと� � L の大きさが等しく表されているが，【ようたさんの考え】では�� �L

の大きさが� � � L の大きさよりも大きく表されているといった，二つの図の相違点に気付く

ことで，誤りに気付いたり，�修正したりしていく。ここで，【ようたさんの考え】を解釈
する際には，１Ｌという元の大きさを揃えて図に表さなければならなかったことに気付く
ことが大切である。
　このように，計算の仕方を解釈・検討する際，�児童が友達と考えを比べて自分の考えを
修正することで，学び合ったり，学習の過程と成果を振り返り，よりよく問題解決できた
ことを実感したりすることが大切である。

1
2

1
4

1
4

1
2

　はなこさんは，誤って　　　ではないのかな。」と考えた。そして，分数の意味や大き

さに着目して，�得られた結果の妥当性を検討している。

「　�L26
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「ある数の幾つ分かを考えて，統合的に考察する」

3�（3）において，�������＋ ����について，はなこさんが次のように考えている場面がある。�1
2

1
4

　はなこさんは，通分を用いた計算の仕方を形式的に知るだけでなく，既習の同分母の分
数の加法に直すことができないかと考え，【はなこさんの計算の仕方】のように，図を用

いて考えている。ある数の幾つ分かを考えて，�一つ分の大きさを　に揃えることで，� 2 ＋

1 ＝ 3 という整数の加法に表すことができるということに気付いている。
　 3（４）�において，はなこさんとようたさんが次のように考えている場面がある。

1
４

　ようたさんは，【はなこさんの説明】を聞き，�0. 75＋0. 9について，�0. 75は0. 01が75個集
まった数とみた上で，�0. 9は0. 1が９個集まった数ではなく，�0. 01が90個集まった数とみる
ことで� 0. 01という共通の単位の幾つ分の集まりと捉え，整数の加法に表して答えを求め
ようとしている。このように，末尾の揃っていない小数の加法では，被加数と加数の末尾
の位に着目して一つ分の大きさを決めることで，整数の加法に表し，答えを求めることが
できるようになると考えられる。
　さらに，本問では，３（3）の異分母の分数の加法と 3（4）の小数の加法を関連付けて提示
している。その意図は，分数の加法と小数の加法を統合的に捉えることができるようにす

ることにある。具体的には，　　＋　について，　�の幾つ分かを考えると，2 ＋ 1という整

数の加法に表すことができることと，0.75＋0.9について，0. 01の幾つ分かを考えると，
75＋90という整数の加法に表すことができることを統合的に捉えることを意図している。
　このように，�分数の加法や小数の加法について，数の表し方の仕組みや数を構成する単
位に着目し，整数の加法に帰着できるという共通点を見いだし，統合的に考察しようとす
ることが大切である。

１
２

１
４

１
４
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（ 2 ）�各設問における学習指導の工夫

設問（１）
異分母の分数の加法，�減法の計算を確実にできるようにする
〇　異分母の分数の加法，減法の計算では，通分の意味の理解の上に立って，その計算が確実
　にできるようにすることが重要である。
��������指導に当たっては，例えば，異分母の分数の加法の計算の仕方を考える活動が考えられる。
　その際，同分母の分数の加法，減法の計算はできることに気付くことができるようにするこ
　とが大切である。その上で，�異分母の分数の大小を比べる学習を振り返るなどして，通分す
　ることによって単位分数の幾つ分として考えることができ，同分母の加法，減法の計算に直
　して処理することができることを理解できるようにすることも大切である。このような活動
　を通して，単位を揃えて計算することが加法や減法の計算の基本となる考え方であることに
　ついての理解を深めることができるようにすることが大切である。

　量の大きさを表す分数についての理解を基に，異分母の分数の加法の計算の仕方につい
て考察することができるようにする
　〇　異分母の分数の加法について，分数の意味や大きさに着目して，あらかじめ結果の大きさ
　　について見積もったり，得られた結果の妥当性を検討したりすることができるようにするこ
　　�とが重要である。また，�分数の意味や表現に着目し，�計算の仕方について考察することがで
　　�きるようにすることも重要である。

　　　�指導に当たっては，�例えば，�����L と���L を合わせた量について考え，計算の結果を振り返っ

　　�て確かめる活動が考えられる。その際，��� �＋　�について，分子どうし，分母どうしをそのま

　����ま足して　などと答えを求めた場合には，　「　と　はどちらが大きいですか。�」などと問いか

設問（２）�

け，分数のおよその大きさを捉え，それを基に大小を判断できるようにすることが大切であ

る。その上で，���「 ��＋�� �と�� �はどちらが大きいですか。」などと問いかけ，�計算の確かめを

することができるようにすることが大切である。

　さらに，例えば，加法の計算をするために被加数の　と加数の　を図に表す活動が考えら

れる。その際，　�の元の大きさと　の元の大きさを揃えず図に表した場合には，��1 L といっ

た量を意識することを通して，�下のように， 1�L の大きさを揃えて表した図に修正すること
が必要であることに気付くことができるようにすることが大切である。

　このような活動を通して，分数についての理解を深めることができるようにすることが大
切である。
　なお，友達と考えを伝え合うことで，自分の考え方との共通点や相違点に気付き，よりよ
く問題解決しようとする態度を育てることも大切である。

２
１ １

４
１
２

１
４
２ １

２
２
６

1
２

1
４

1
2

１
２

１
４

1
2

1
4

６
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設問（３）
　通分して単位分数の個数に着目することによって，異分母の分数の加法を整数の加法に
直して処理することができるようにする　
〇　計算をする過程では，形式的に処理するだけでなく，既習の内容を基にしながら計算の仕
　方を考えることができるようにすることが重要である。その際，分数の加法は整数の場合と
　同様に処理できることに気付くことができるようにすることが大切である。

　指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，����と���を通分して���と ��にし，単位分数で

ある　の個数に着目することによって，　��＋　を整数の加法に直して処理する活動が考えら

れる。その際，　　と　を図に表すなどして，通分することによって同じ単位分数の幾つ分と

して考えることができることに気付くことができるようにすることが大切である。さらに，

１
４

１
2

1
４

２
４

1
４

２
４

１
４

２
４

１
４

2 ＋ 1 という整数の加法の計算の結果である 3 が，単位分数の幾つ分かであることを確認し，

���＋ ���の計算の結果を求めることができるようにすることも大切である。１
２

１
４

設問（４）
　数の相対的な大きさを用いて，小数の加法を整数の加法に直して処理することができる
ようにする
○　小数の加法について，0. 1や0. 01の幾つ分かを考えるなど，数の相対的な大きさを用いて，
　小数の加法を整数の加法に直して処理することができるようにすることが重要である。
　指導に当たっては，例えば，0.75＋0. 9について，整数の加法に表すためにはどの位の単
位に着目してその幾つ分とみればよいのかを説明する活動が考えられる。その際，0. 75は0. 01
の幾つ分かを考えると75個分と整数で表すことができることから，0. 9も0. 01の幾つ分かを
考え，0. 01の90個分とみることができるようにすることが大切である。さらに，「なぜ0. 01
の幾つ分かを考えるのですか。」や「どのようにして一つ分の大きさを決めるとよいですか。」
などと学級全体に問いかけ，小数の加法を整数の加法に表すために，被加数と加数の末尾の
位に着目して一つ分の大きさを決めることができるようにすることも大切である。
　なお，例えば，3000＋4000などの大きな数の加法についても，1000の幾つ分かを考えると，
３＋４＝７といった簡単な整数の加法に表すことができたことなどを振り返り，数の相対的
な大きさを用いて，大きな数の加法や小数の加法などを簡単な整数に直して処理してきたこ
とを確認するなど，加法を統合的に捉える活動も考えられる。
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（3）授業アイディア例

　「ある数の幾つ分かを考えよう」
～数の表し方の仕組みや数を構成する単位に着目し，

整数の加法に帰着して考察する～

〈実施対象学年〉
��第 5 学年

　【指導のねらい】
�� � �分数の加法や小数の加法について，数の表し方の仕組みや数を構成する単位に着目し，
整数の加法に帰着して考察することができるようにする。

①　示された加法に表して，答えを求めることができるかどうかを予想し，確認する。

5＋2 というたし算に表して，答えを求めることができる計算はどれですか。

教師

50＋20 については，10のいくつ分かを考えると，
5＋ 2 に表して，答えを求めることができると
思います。

0.5＋0.2 については，0.1のいくつ分かを考えると，
5＋ 2 に表して，答えを求めることができると
思います。

500＋20 については，0をとって，5 ＋ 2 と表してもよいのかな。

500は100の5つ分で，20は10の2つ分なので，
何のいくつ分かを考えているかが違います。
だから，500＋ 20 については，5＋ 2 に表して，
答えを求めることはできません。

同じ数のいくつ分かを考えていないので，
5 ＋ 2 というたし算に表すことはできないですね。

ポイント 　何十の加法や小数の加法について，被加数と加数を同じ数の幾つ分の集まり
と捉えることで，数の相対的な大きさを用いて処理することができることに気
付くことができるようにすることが大切である。

みんなの予想

　　できる　　　　　できない

500＋20
50＋20

500＋20

0.5＋0.2
２　５
１　１

500は 100　の５つ分
20は　 10　の２つ分

同じ数ではない。

＋
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②　分数の加法について，数の表し方の仕組みや数を構成する単位に着目し，示された加法に
　表すことができるかどうかを考察する。

１
2

１
５　＋ 　については，5＋2 に表して，答えを求めることができるのかな。

分数のたし算についても，
5＋ 2 に表して，答えを求めることができると思います。

　�は 　の 1つ分で，　���は 　の1つ分で，１
２

１
２

１
5 5

１

同じ数のいくつ分かを考えていないので，できないと思います。

１
２

１
５�＋　　について，計算の仕方を振り返って，

5＋ 2 に表して，答えを求めることができるかを考えましょう。

１
2

１
5

１
2

１
5

5
10

2
10 10

１＋　　＝　　＋　　　なので，　���のいくつ分かを考えると，

＋　　については，通分すると，

10
75 ＋ 2 に表して，答えを　��と求めることかできます。

ポイント 　異分母の分数の加法について，通分することによって同じ単位分数の幾つ分
として考えることに気付くことができるようにすることが大切である。

③　学習の過程と成果を振り返り，よりよく問題解決できたことを実感する。

�5 ＋ 2 に表して，答えを求めるためには，
どのように考えればよかったでしょうか。

50＋20 については，10のいくつ分かを考えました。

0.5＋0.2 については，0.1のいくつ分かを考えました。

１
2

１
5

１
10＋　　�については，　�のいくつ分かを考えました。

この3つの考えについて，共通していることは何ですか。

ある数のいくつ分かを考えて，5 ＋ 2 に表すことができます。

50＋20

0 .5＋0.2

１
２

１
５

５
10

２
10＋　　＝　　＋

ある数のいくつ分かを考えると，整数のたし算に表すことができる。

10のいくつ分かを考えると，　�5 ＋ 2

0.1のいくつ分かを考えると，����5 ＋ 2

のいくつ分かを考えると，5＋ 2１
10
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5 ＋ 2 というたし算に表して，
答えを求めることができる計算について学習しましたが，
整数の計算に表すことができるのは，たし算だけですか。

ひき算もできるのかな。

ある数のいくつ分かを考えると，5 － 2 というひき算に表して，
答えを求めることができるひき算はありますか。

50－20 があります。
10のいくつ分かを考えればよいです。

0.5－0.2 があります。
0.1のいくつ分かを考えればよいです。

ある数のいくつ分かを考えると，
整数のひき算に表すことができます。

ポイント 　学習の過程と成果を振り返り，分数の計算や小数の計算について，数の表し
方の仕組みや数を構成する単位に着目することで，整数の計算に帰着できるこ
とに気付くことができるようにすることが大切である。
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（４）他学年・他教科等における活用例

（例）第4学年「四角形」
　　第 4 学年では，第 2 学年での正方形や長方形の学習を基に，平行四辺形，台形，ひ
　し形を学習する。
　　このとき，平行が何組あるかという視点から既習の四角形について振り返り，統
　合的にみることが肝要である。正方形，長方形は，二組の向かい合う辺が平行であ
　ることから，平行四辺形と同じ性質をもっている図形として捉え直すことができる。
　また，辺の長さも加味して考察すると，正方形は，二組の平行な辺の長さが全て等
　しいことから，ひし形と同じ性質をもっている図形として捉え直すことができる。
　さらに，対角線の長さや位置関係に着目することで，正方形，長方形を捉え直すこ
　ともできる。

○　　「統合的に考察する」ことは，異なる複数の事柄をある観点から捉え，それらに共
　通点を見いだして一つのものとして捉え直すことであり，算数の学習で大切にすべき
　ものである。小学校学習指導要領解説から，下の二つの例を紹介する。

（例）第3学年「わり算」
　　除法が用いられる具体的な場合として，大別すると次の二つがある。
　　一つは，ある数量がもう一方の数量の幾つ分であるかを求める場合で，包含除と
　呼ばれるものである。他の一つは，ある数量を等分したときにできる一つ分の大き
　さを求める場合で，等分除と呼ばれるものである。
　　このとき，包含除と等分除を統合的に捉える場面が考えられる。
　　例えば，12個のものを 3 人に等しく分けるという等分除の操作において，まず 1
　人に 1 個ずつ配ると 3 個必要になり，もう一度 1 個ずつ配ると 3 個必要になる…と
　いうように等分除の操作を行うとき，この操作は，包含除の12個のものを 3 個ずつ
　配ることができる回数とみることができる。このことから，どちらも同じ式で表す
　ことができることが分かるようにする。

正方形と長方形も，〓の部分がそれぞれ平行なので，
向かい合う二組の辺が平行ですね。

正方形

長方形

平行四辺形
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算数 4 　資料について様々な観点で考察すること（緑のカーテン）
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　日常生活の問題の解決のために，資料の特徴や傾向を読み取ったり，その資料をほかの
観点で考察したりすることができるかどうかをみる。
�・百分率について理解していること。
�・示されたグラフについて，目的に応じてほかの観点で考察し，適切なグラフを判断して，
　その判断の理由を表現すること。
�・グラフから，資料の特徴や傾向を読み取ること。

　日常生活の事象について，百分率を活用して数学的に解釈したり，資料を様々な観点で考察
したりすることが重要である。
　そのために，例えば，割合をなるべく整数で表すために，基準量を100として，それに対す
る割合で表す方法が，百分率であることを理解できるようにすることが大切である。また，資
料の特徴や傾向をある観点から読み取ることができるようにするとともに，目的に応じてその
資料をほかの観点で考察することができるようにすることも大切である。
　そこで，本問では，まいた種の個数に対する芽が出た種の個数の割合について考察する文脈
を設定した。また，ヘチマの成長の様子や緑のカーテンについて，グラフから資料の特徴や傾
向を読み取ったり，目的に応じてほかの観点で考察したりする文脈も設定した。

1．出題の趣旨
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　資料をグラフに表し，グラフから資料の特徴や傾向を読み取る際には，「ヘチマが成長
して夏をすずしく過ごすことができそうかどうかを判断するために，ヘチマの成長の様子
について知りたい」といった必要感をもつことができる場面を設定することが大切である。
その際，「くきの長さがいちばん長いのはいつか。」や「くきは，何月がいちばんのびた
のか。」といった問いを明確にすることが必要である。そして，目的に応じてグラフのど
の部分に着目すればよいかを考え，読み取った資料の特徴や傾向について考察していくこ
とができるようにする。
　例えば，「くきは，何月がいちばんのびたのか。」という問いについて，「くきは， 8 月
１日から 9 月 1 日までが，いちばんのびた。」と考えた場合には，それでよいかどうかを
確認する。その際，860cmが何を意味しているのかを考え，種をまいた日から 9 月 1 日ま
でにのびたくきの長さであることに気付くことができるようにする。 1 か月間にのびたく
きの長さを調べることが目的であることを再確認することで，くきの長さの差に着目する
ことができるようになると考えられる。
　このほかにも，例えば，緑のカーテンがある教室は本当にすずしいのかどうかという疑
問をもって，緑のカーテンがある教室と緑のカーテンがないとなりの教室について，同じ
時刻の気温を調べることで，緑のカーテンがあるとどのくらいすずしいのかを考察するこ
とができるようになると考えられる。
　このように，必要感をもった上で，目的を明確にし，目的に応じて，資料を収集したり，
グラフに表したり，様々な観点で考察したりすることが大切である。

2．調査問題の活用に当たって

（１）本問において大切にしたいこと

「目的に応じて，様々な観点で考察する」

　 4（２）において，ヘチマが成長して夏をすずしく過ごすことができそうかどうかを判断
するために，ヘチマの成長の様子について知りたいと思い，グラフから資料の特徴や傾向
を読み取る場面がある。
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〇�　折れ線グラフから変化の特徴を読み取る際には，一方の数量が増加するときの他方の数量
の増減の様子を視覚的に捉えることができるようにすることが重要である。

�　�　指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，二つの教室の気温の変化について知るため
に，二つの教室の気温の変化を一つのグラフ用紙に表し，変化の特徴を読み取る活動が考え
られる。その際，折れ線の傾きの大小に着目することで，変化の大きさを読み取ることがで
きるようにすることが大切である。また，グラフの部分の変化の特徴だけでなくグラフの全
体の変化の特徴に着目して考察することができるようにすることも大切である。さらに，二
つの教室の気温を一つのグラフ用紙に表すことで，二つの教室の気温の変化の特徴が比較し
やすくなることを実感できるようにすることも大切である。

（２）� 各設問における学習指導の工夫

設�問�（１）　

設�問�（２）　

設�問�（３）　

基準量と比較量の関係を表している図を基に，百分率を求めることができるようにする

　目的に応じて，様々な観点で資料の特徴や傾向を読み取り，考察することができるように
する

○�　（比較量）÷（基準量）で割合を求め，百分率を用いて表すだけでなく，図をかいて百分率
を視覚的に捉えることができるようにすることが重要である。

　�　指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，芽が出た種40個は，まいた種50個の何％か
を，図をかいて求める活動が考えられる。その際，まず，40個と50個のどちらを基準量とす
るかを明確にした上で，基準量を100とすることを確認し，比較量がどれだけに相当するの
かを捉えることができるようにすることが大切である。次に，図を基に，まいた50個を100
％とすると目盛り一つ分が20％であることから，その四つ分が80％であることを捉えること
ができるようにすることが大切である。その上で，図を基に求めた百分率が，（�比較量）÷（基
準量）の計算を基に求めた百分率と一致していることを確かめ，百分率についての理解を深
めることができるようにすることが大切である。

〇　��　資料の特徴や傾向を様々な観点から読み取ることができるようにするとともに，資料を目
的に応じて表やグラフに表すことができるようにすることが重要である。

�������　�　指導に当たっては，例えば，本設問を用いて，「ヘチマが成長して夏をすずしく過ごすこ
とができそうかどうかを判断するために，ヘチマの成長の様子について知りたい」などの必
要感をもてるような場を設定した上で，棒グラフを提示し，資料の特徴や傾向を読み取る活��
動が考えられる。その際，�数量の大小や差など，様々な観点から資料の特徴や傾向を読み取
ることができるようにすることが大切である。

　�　さらに，読み取った資料の特徴や傾向を分かりやすく伝えるために，ほかのグラフに表し
て説明する活動も考えられる。その際，表やグラフから資料の特徴や傾向を捉えたり，考察
したりしたことを，表やグラフのある部分に着目し関連付けて，友達にも分かりやすく伝え
ることができるようにすることが大切である。

折れ線グラフから変化の特徴を読み取ることができるようにする
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　日常生活における問題を見いだし，問題を解決するために必要な資料を集め
ることができるようにすることが大切である。

（３）授業アイディア例

～資料の特徴や傾向を読み取り，新たな棒グラフに表す～
「目的に応じて，様々な観点で考察しよう」 〈実施対象学年〉

第 3学年

【指導のねらい】
　日常生活から算数の問題を見いだし，棒グラフから数量の大小や差を読むことができる
ようにするとともに，読み取った資料の特徴や傾向などを分かりやすく伝えるために，新
たな棒グラフに表すことができるようにする。

①　身近な興味や気付きなどから，考察したい事象を問題場面として設定する。

教師

夏をすずしく過ごすために，ヘチマを育てて，緑のカーテンを作ることに
していましたね。ヘチマは順調に育っていますか。

�6月1日にヘチマを観察
したときは，くきの長さ
が10cmでした。

9月までに緑のカーテンはできるのかな。

緑のカーテンが教室をおおうためには，
ヘチマのくきの長さは何cm必要なのかな。

緑のカーテンが教室をおおうためには，
約8m，つまり，約800cmの長さが必要です。

あと3か月間で本当に約800cmまでのびるのかな。

去年のヘチマの成長の様子はどうだったのでしょうか。

去年の資料があったらいいな。

ポイント
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くきの長さの差に着目しました。
８月１日のくきの長さは560cm,
７月１日のくきの長さは120cm
なので，７月１日から８月１日
までにのびた�くきの長さは，
560－120＝440 で，440cmです。

②　グラフから資料の特徴や傾向を読み取る。

去年のグラフを見ると，９月１日までには
緑のカーテンができたことが分かりますね。

いつの間にこんなにのびた
のでしょうか。いちばん
くきがのびたのはいつか，
グラフから分かりますか。

棒の長さがいちばん長いのが
860cmだから，９月１日が
いちばんのびたと思います。

860cmは，種をまいた日から
９月１日までにのびたくきの
長さということではないで
しょうか。

１か月間に440cmもくきが
のびた月がありますよ。

　目的に応じて，数量の大小に着目したり，差に着目したりして考察できるよ
うにすることが大切である。

③　グラフのどの部分に着目して読み取った数値なのかを，グラフと関連付けて説明する。

440cmという数値はグラフにかかれていません。

440cmは，グラフのどの部分に着目して分かった数値ですか。

グラフのこの部分 �（　）に着目した
のではないでしょうか。
この部分は，７月１日から８月１日
までの１か月間にのびたくきの長さを
表していると思います。

ポイント
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　示された棒グラフから読み取ったことを分かりやすく伝えるために，新たな
棒グラフに表すことができるようにすることが大切である。

④　差に着目した観点で，新たな棒グラフに表す。

でも，１か月間にのびたくきの長さがすぐに分かるようなグラフはないのかな。

それでは，１か月間にのびたくきの長さがみんなに分かりやすいように，
新たな棒グラフに表しましょう。

７月１日から８月１日までの場合と同じように差を求めれば，
１か月間にのびたくきの長さが分かりますね。

新しく表した棒グラフを見ると，
７月１日から８月１日までに
のびたくきの長さがいちばん
長いことが分かりやすいですね。

そのほかにも，
７月１日から８月１日までに
のびたくきの長さは，
６月１日から７月１日までに
のびたくきの長さの約４倍である
ことが分かりました。

棒グラフに表すことで何倍といった新たな見方もできましたね。

＜板書計画＞

去年のヘチマの成長の様子はどうだったのだろうか。

1か月間にのびたくきの�
長さをグラフに表すと… 7月1日から8月1日までが，

いちばんヘチマのくきが
のびた。

・�����������6月1日から7月1日まで　
120－15＝105
　105cm

・�7月1日から8月1日まで
560－120＝440
　440cm

・�8月1日から9月1日まで
860－560＝300
���300cm

440cmは，7月1日から8月1日
までにのびたくきの長さ

860cmは，種をまいた日から
9月1日までにのびたくきの長さ

グラフのぼうの長さが
何を表しているのかを
考えることが大切！

ポイント
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（４）　他学年・他教科等における活用例

〇�　二つの地点の気温を一つのグラフ用紙に表すことで，二つの地点の気温の変化の特徴が
比較しやすくなることを実感できるようにすることが大切である。

（例）��第5学年「私たちの国土」（折れ線グラフ）

日本でいちばん気温の高い都道府県はどこでしょうか。

沖縄県だと思います。 でも，埼玉県だと聞いたことがありますよ。

調べてみると，いちばん高い気温を
記録した都道府県は埼玉県でした。
沖縄県は20位以内には入っていませ
んでしたよ。

埼玉県は，夏の気温だけが
高いのではないでしょうか。

沖縄県那覇市と埼玉県熊谷市の
月ごとの気温を調べてみましょう。

このグラフからは，埼玉県の方が，気温が高いのは何月かが分かりづらいですね。

１つのグラフ用紙に表して，
比べてみましょう。

埼玉県と沖縄県では，冬の平均
気温の差は大きいですが，
７月と８月の平均気温はほとんど
同じですね。

沖縄県の方が，
月ごとの平均気温が
高い月は多いですね。

観測史上の順位

最高気温の高い方から

順位 都道府県
観測値

地点
℃ 起日

1
2

埼玉県
岐阜県
岐阜県
高知県

熊谷
美濃
金山
江川崎

41.1
41.0
41.0
41.0

2018年7月23日
2018年8月8日
2018年8月6日
2018年8月12日

（気象庁　歴代全国ランキング　 2019年現在）

沖縄県（那覇市）の平均気温（2018年）

（気象庁　過去の気象データ検索） （気象庁　過去の気象データ検索）

埼玉県（熊谷市）の平均気温（2018年）

沖縄県（那覇市）の平均気温と
埼玉県（熊谷市）の平均気温（2018年）
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〇�　目的に応じて資料をほかの観点で考察することができるようにすることが大切である。
例えば，グラフから新たに読み取った情報をより的確に伝えるようにするために，目的に
応じて新たなグラフに表す活動が考えられる。

（例）第5学年「食料生産とわたしたちのくらし」（帯グラフと円グラフ）

先日，農業で働く人の高齢化が進んでいるというニュースを聞きました。

では，農業で働く人の65才以上の人数が多くなっているのでしょうか。

グラフを見ると，全体の人数が
減っていることが分かりますね。

65才以上の人数を見ても，
減っているように見えますよ。

本当に農業で働く人の高齢化が
進んでいるのでしょうか。

農業で働く人の年代別の人数の割合について考えてみましょう。

65才以上の人数の割合が増えていることが分かります。
2010年と2015年は，65才以上の人数の割合が６割をこえていますね。

農業で働く人数

農業で働く人の年代別の人数の割合

（農林水産省　農林業経営体調査報告書 -総括編-）
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（５）　家庭学習における活用例

〇�　グラフによる資料の特徴や傾向の捉えやすさから，日常生活の中で，実態とは異なる印
象を与えるようにグラフが用いられる場合がある。そこで，資料について疑問を見いだし
た際には，目的に応じて，別の資料を収集したり，グラフを作り替えたりすることが大切
である。

（例）第3学年「宣伝を見て」

水族館の来館者数を，
棒グラフに表して考えてみよう。

新聞からは，○○水族館は
来館者数が２倍以上に
増えたように感じます。

宣伝の棒グラフをみて，来館者数が
たくさん増えていると思いましたが，
改めて棒グラフに表してみると，
宣伝の棒グラフよりは，来館者数が
たくさん増えているという印象を
受けませんね。

グラフの表し方によって，
増え方の印象がずいぶん変わりますね。

○○水族館　来館者数
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どのような人に聞いたのかな。
この商品を何度も買っている人に聞いたとしたら，
90％の人が満足と回答するのは当然かもしれません。

（例）　第5学年「商品のポスターを見て」

90％ということは，
多くの人が満足している
商品なのですね。

何人に聞いたのでしょうか。
10人くらいだけに聞いたなら…。
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