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今月の指導 ６月

初等教育研究所 山 﨑 憲

「÷小数」の指導

水泳指導が始まっています。梅雨の季節の本格化でなかなか日程が消化で

きない，そんな時期も過ぎ，夏本番ですね。各教科の学習の計画も崩れがちだったものを

取り戻す，そしてまもなく評価で頭を悩ますのは算数科も同じですね。じめっとした空気，

その後の酷暑の中で，すきっとした授業ができれば，気分は梅雨空から晴天に変わります。

大いに教材研究してよい授業を目指しましょう。

今回は，５年の「整数÷小数」「小数÷小数」などのいわゆる「÷小数」を取り上げて

みました。先月の「分数×分数」では５年生の既習内容である「小数×小数」の考え方が

大切であると述べました。同様に「÷小数」の単元で学習する内容は，「÷分数」の解決

のための大切な既習事項になります。また，「÷小数」の既習事項はどのようなことなの

でしょうか。既習事項を如何に活用するか，一緒に考えてみましょう。

１，計算の学習の流れ

前回も申し上げましたが，新しい計算に出会ったとき，私たち教師は子どもたちの思考

を促すために次のような順で発問していきます。

①なに算になりますか。

②それはどんな式ですか。

③なぜそのような式になるのですか。

④その計算の仕方を考えましょう。

⑤どんな場合もその計算の仕方でできるか確かめましょう。

⑥「パッ」とできる簡単なやり方を見つけましょう。

⑦練習して計算の仕方をマスターしましょう。

その際，子どもたちの思考を助ける道具（数のモデル）として，割合の考え方，数直線

による数の関係把握，関係図，４ます図などが活躍します。子どもたちは，自力解決する

際の手段として，また友だちに説明する際の根拠を示すものとして用いています。このよ

うな数のモデルをマスターすることは非常に大切です。数と計算の指導領域では折に触れ

て指導し，子どもたちが使えるようにしておく必要があります。

今回は，それらの数のモデルをもとにした演算決定や，小数の意味をもとにした計算方

法などに着目して考えてみましょう。

２，演算決定する

①割合の考え方による演算決定

小数×小数の学習から，もとにする量×割合＝割合に当たる量ですから，この問題か

２．５mのひもの重さは３００gでした。

このひも1mの重さは何gですか。
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ら，もとにする量，割合，割合に当たる量を見つけます。

１ m あたりのひもの重さ□ g ……もとにする量

２．５ m ……割合

３００ g ……割合に当たる量

すると， もとにする量×割合＝割合に当たる量だから □×２．５＝３００ になり

ます。

②数直線による演算決定

もしこの問題の数値が全て整数で，例えば次のような問題だとしたら，子どもたちは

「このように数直線で表され，□×３＝３００ になり，□は３００÷３で求められる。」

と答えるでしょう。さらに，これを参考にもとの問題を数直線に表すと，次のようになり，

整数の場合と数の位置関係は同じ

なので，□×２．５＝３００

だから □は ３００÷２．５

と立式できると考えます。

①も②も「数値が全て整数の場合」から類推して考えることも大切です。そのため，初

めから問題そのものを，右のように□を使った

ものにしてそこにどのような数値が入れられ

るか考えさせる方法もあります。

このようにして立式ができたら，ちきんと立式の根拠が述べられるように指導すること

が大切です。

式 ３００÷２．５

※演算決定の根拠となる事柄は，数直線に限りません。他の数のモデルや割合の考え方な

どで，二重三重に述べることも大切なことです。

３mのひもの重さは３００gでした。

このひも1mの重さは何gですか。

□mのひもの重さは３００gでした。

このひも1mの重さは何gですか。

２．５mのひもの重さは３００gでした。

このひも1mの重さは何gですか。
数直線をかいてみると，この

数の関係は

□×２．５＝３００のように

なります。

だから３００÷２．５だと

思います
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３，計算方法を考えよう

計算方法を見出していく場合の留意点として，次の事柄を意識しましょう。

既習事項をどのように活かすか

とにかく答を出してみる

それぞれの答の出し方を価値づける

よりよい求め方を追求する

・共通する方法はどんなことか

・まとめられないか

・パターン化できないか

つまり，計算方法にめどがついたら，

○その方法で他の場合もできるか確かめる。（帰納する）

○一般化し，習熟する。

○形式的処理方法を見つける。（アルゴリズム化）

○形式的処理方法で習熟する。

のように進めます。

よく，授業の際，問題を提示した後，「今日のめあては，整数÷小数の計算の仕方を考

えることです。」と示す例を見かけます。しかし，本時では，まず「３００÷２．５」の

計算方法に繰り組むのであって，一般化された「整数÷小数」をするのではないはずです。

その，言わば一般化は上に述べたように次の段階と考えましょう。もちろん，「色々な数

でもやってみましょう。」として練習問題的に扱い，その後一般に「整数÷小数では…」

とまとめるのもよいでしょう。

それでは，具体的に「÷小数」の計算方法について考えてみましょう。

小数の２つの意味があります。その１つは「２．５は０．１の２５倍」という意味です。

またもう１つは「２．５は２５÷１０」ということです。「÷小数」の計算方法は基本的

にはこの２つの意味をもとにして見つけられるのです。

(1) 基準量を求める場合

「２．５は０．１の２５倍」ですから，①具体的な場面に即して考えると，

２．５mは，０．１mの２５倍だから，０．１mの値段は，３００÷２５

１mは０．１mの１０倍だから，３００÷２５×１０

「２．５は０．１の２５倍」ですから，②計算の性質を使って考えると，

３００÷２．５＝３００÷（０．１×２５）

＝（３００÷２５）÷（０．１×２５÷２５）

＝（３００÷２５）÷０．１

＝（３００÷２５×１０）÷（０．１×１０）

＝３００÷２５×１０

このことから，次のような計算方法にまとめられます。

ⓐ３００÷２５のように割る数を整数にして，後で１０倍する。
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また「２．５は２５÷１０」ですから，①具体的な場面に即して考えると，

２．５mは，１０倍すると２５mになるから，２５mの値段は３００×１０

だから１mの値段は，３００×１０÷２５

また「２．５は２５÷１０」ですから，②計算の性質を使って考えると，

３００÷２．５＝３００÷（２５÷１０）

＝（３００×１０）÷（２５÷１０×１０）

＝３００×１０÷２５

このことから，次のような計算方法にまとめられます。

(2) 割合を求める場合

(1)では，

のように

１ m あたりの量，つまり基準量を求める場合（等分除）の計算方法でした。わり算には

もう１つの意味，「割合を求める場合」（包含除）があります。例えば次のような問題の場

合です。

数直線で数の関係を表すと右

の図のようになる場合です。

式は １．５×□＝９から

９÷１．５ になります。

この計算方法を，(1)と同じように考えましょう。

「１．５は０．１の１５倍」という小数の意味から，①数直線上で考えると，

０．１を単位にすると１．５と９はそれぞれ１５と９０。従って９０は１５の何倍か

を求めることになるので ９０÷１５

同じように「１．５は０．１の１５倍」の意味から，②具体的な場面に即して考えると，

０．１㎏を単位とすると９㎏はその９０倍。１．５㎏はその１５倍だから

９０÷１５

同じように「１．５は０．１の１５倍」の意味から，③形式的に計算の性質を使って考え

ⓑ３００×１０÷２５のように割る数を整数にするために１０倍するから，割られる数も１０倍する。

２．５mのひもの重さは３００gでした。このひも1mの重さは何gですか。

９㎏のあさりがあります。１袋に１．５㎏ずつ入れると，

何袋に分けられるでしょうか。
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ると，

９÷１．５＝（０．１×９０）÷（０．１×１５）

＝（０．１×９０×１０）÷（０．１×１５×１０）

＝９０÷１５

このことから，次のような計算方法にまとめられます。

「１．５の１０倍が１５」という小数の意味から，①数直線上で考えると，

１．５の１０倍が１５だから，９は１５の何倍かをみる。

そこで１０を１とみると □＝９÷１５

基準を１にもどすと □＝９÷１５×１０

「１．５の１０倍が１５」という小数の意味から，②具体的な場面に即して考えると，

１．５㎏は１５㎏の１／１０。９㎏と１５㎏を比べると，割合は９÷１５。

これは１／１０を基準にしているからもどして

９÷１５×１０

「１．５の１０倍が１５」という小数の意味から，③形式的に計算の性質を使って考え

ると，

９÷１．５＝９÷（１５÷１０）

＝９÷（１５÷１０×１０）×１０

＝９÷１５×１０

このことから，次のような計算方法にまとめられます。

つまり，計算方法ⓐでは，

「割る数を１０倍，１００倍して整数にして計算し，答えの小数点を右に１つ，２つ移す」

計算方法ⓑでは

「わる数を１０倍，１００倍して整数にしたら，割られる数も１０倍，１００倍して，

小数÷整数，整数÷整数の形にする。」

と，まとめられます。つまり，いずれにしても最終的には，「わる数を整数にするために，

わる数とわられる数を１０倍，１００倍，…すればよい」ことがわかるのです。この考え

方がわり算の筆算に直接結びつきます。

ⓑ９×１０÷１５のように割る数を整数にするために１０倍するから，割られる数も１０倍する。

ⓐ９÷１５のように割る数を整数にして，後で１０倍する。
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４，「÷小数」の力を確かなものにするために

左のような問題を提示したら，

子どもたちはどのように考えるで

しょうか。

前の項３で学習した計算方法が

役に立つ場面です。数直線などで

関係を明らかにして，計算しなく

ても答えが出せる面白さを味わわ

せることにより，計算方法を学習した意味も高められます。もちろん，その答えが正しい

かどうか，計算してみることも忘れてはいけませんね。

① 7.6 ÷ 95

＝(76 ÷ 10)÷ 95

＝ 76 ÷ 95 ÷ 10

＝ 0.8 ÷ 10

＝ 0.08

② 76 ÷ 9.5

＝ 76 ÷(0.1 × 95)

＝(76 ÷ 95)÷(0.1 × 95

÷ 95)

＝ 0.8 × 10

＝ 8

③ 7.6 ÷ 9.5

＝(7.6 × 10)÷(9.5 × 10)

＝ 76 ÷ 95

＝ 0.8

数直線や式変形，具体的な場面に即して考えるなど，色々な方法で求められます。この授

業の評価に使えるかも知れませんね。

※参考文献：算数教育の新しい体系と課題４

数学的な考え方を育てる「乗法・除法」の指導 片桐重男著 明治図書

今回の学習内容は「÷小数」でしたが，その解決のためには「小

数の意味」を利用することがポイントでした。実際の授業では系統

的には出てこないアイディアでしょうが，子どもたちから出たアイ

ディアをまとめたり価値づけたりすることが大切です。演算決定や

計算方法について，まず指導者が深く理解し，子どもたちの発見や

説明に価値付けできる，そのような教師を目指しましょう。

７６÷９５＝０．８が分かっているとき，

計算しないで次の式の答えを見つけられな

いでしょうか。

①７．６÷９５

②７６÷９．５

③７．６÷９．５

①７．６÷９５の場合
０ 7.6 76 95

□ 0.8 １

７６÷１０＝７．６ だから ０．８÷１０＝０．０８

②７６÷９．５の場合
０ 9.5 76 95

0.1 0.8 １
１ □

９５÷１０＝９．５ だから ０．８×１０＝８

③７．６÷９．５の場合
０ 7.6 9.5 76 95

０ 0.08 0.1 0.8 １
□ １

７６÷１０＝７．６ だから ０．８÷１０＝０．０８
９５÷１０＝９．５ だから ０．０８×１０＝０．８


