
小学校１年 算数 ペア学習のようす

時間 児童 教師

○問 とおるさんは９０えんもっています。４０えんのあめを１こかいました。
そのあと，おとうさんから１０えんもらいました。

お金ははじめよりなんえんすくなくなりましたか。

・それでは，今日はちょっといじわ
るな問題をします。よく問題を読
まないと駄目だよ。

全：はい。 ・しっかり見てください。
（問題掲示）読んでもらおうか。

全：読む。 という問題です。
1:27 ・皆さんに考えてもらって，今まで

にお勉強したいろんなやり方ある
でしょう。それを使ってぜひこの
問題の答えを見つけてください。

・いいですか。最初にやることは，
確認ね。
はい，初めていいですよ。どうぞ。

2:56 （１組目のペア）
Ａ：何とか－何とか＋答えってなるんだよね。

引いて足すって感じだから，まず，９０円から
Ａ：ちょっと待って。９０－４０＋１０は，さあてどうす

るか。これ，式とか使いたい。
Ｂ：ねえこれ，右の方が全部０じゃん。だから，９－４＋

１もできるんじゃない。
それができればできると思うよ。

Ａ：そっか。そうだね
Ｂ：そうやってみよう。
Ａ：式。小さいとか大きいとかって，書いてあったほうが

分かりやすいんじゃないかな。
Ｂ：うん。

4:06 （２組目のペア）
Ｄ：ちょっと待って，５０でしょう。
Ｃ：うん。
Ｄ：その後，おとうさんから１０円だから，ここもういっ

こ１０円増えるでしょう。でも，これ入る。
Ｃ：わからない。
Ｄ：入らない。どっちだろう。
Ｃ：うん。
Ｄ：どっちなんだろう。それがわからない。あ，でも多分

もらいましただから。
Ｃ：うん。
Ｄ：多分これも入れちゃっていいんじゃないかな。
Ｃ；確かに，お父さんからさ，１０円もらった。
Ｄ：こうしたら，なくなっちゃうでしょう。
Ｃ：これは，引く足すだから，引く足すなんだろう。
Ｄ：そっか，そうだね。ちょっと待って。式を書いてみよ

う。Ｃちゃんも書いてみて。
Ｃ：はい。
Ｄ：９０－４０＋１０だから。
Ｃ：こうなると変。
Ｄ：こうでいいんじゃない。だって，とおるさんは，９０

円で９０でしょう。４０円で，あめを１個買いました
で，１個買うからなくなちゃうでしょう。

Ｃ：そうか。
Ｄ：だからひき算になって，その後お父さんから１０円も

らいました。だからたし算でしょう。だから１０。
１０やって，ここで９０－４０は９－４をまず考えて
５でしょう。だから１０をつけて５０だから。５０に
１０で

Ｃ：６０だね。
Ｄ：だから６０。だから，ここも６０だから
Ｃ：確かに。これ意地悪問題だね。
Ｄ：５０か６０かどっちかわからない。
Ｃ：とりあえず，これで
Ｄ：６０だとして，じゃブロックで
Ｃ：ブロックでどうやってやるの。
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Ｄ：ええと始めに。
Ｃ：９０個だから，１０個とこれを８個でいいんじゃない。

6:50 Ｄ：これはいらなくて，この１０はいらない。

（ペア学習中）
8:00 Ｊ：これは９だよね。それで４引くから

Ｃ：１０書いてみていい。
Ｄ：式は，９０－４０＋１０＝６０だから，答えは６０だ

と思う。
8:43 ・そろそろいいですか。みなさんの

考えは，やり方はね，いろいろな
んだけれども，考え方は同じみた
いなの。
いいかな。教えてもらってもいい
でしょうか。

・さあ，どんなふうに考えたのか見
てください。

9:28 Ｅ：９０－４０＋１０
・さあ，Ｅさんはどんなふうに考え

たと思いますか。お話してもらえ
るといいと思うんです。
Ｂさん，どうぞ。

Ｂ：問題にはとおるさんは９０円持っていましたから，一
番最初に９０って書いて，４０円のあめを１個買いま
した。だから引くから，引く４０にして，そしてお父
さんから１０円もらったから，足す１０にしたんだと
思います。

・みなさんも同じような考えですか。
全：はい。

これじゃないよっていうお友達い
る。じゃ，Ｇさん。

Ｇ：４０－１０
Ｇさんの考えってどう思う。

11:25
全：みんなと違う。

ちょっと違う。
・どんなふうに考えたのかしら。
・２つ出たでしょう。まず上のある

９０－４０＋１０ていうの。一つ
ずつ考えていこう。あれって，さ
っきこんなふうに考えたんだよっ
てお話してくたじゃない。ね，答
えをだしたお友達いる。どうやっ
てやったかお話できる。
Ｚさん。

12:20 Ｚ：やり方は，まず とおるさんは９０円持っていて，４０
円のあめを１個買ったから，４０を引いて，それから，
あとお父さんから１０円もらって，９０から４０引い
たら５０になるから。
ここに
答えは

Ｚ：＝６０。それから，お父さんから１０円もらって，５
０に１０を足すと６０だから。６０だと思います。
だから，答えは （こたえ６０円）

・だと思うのね。他のお友達もみん
な同じ考えかな。

○全 ：はい。
・じゃ終わっちゃったじゃない。

○全 ：あら。
・この二人違うの書いてるよ。

○全 ：本当だ。 ・この二人の考えは，みんなどうや
４０－１０だ。 って考えたと思うって言ったら，
３０になってる。 お話できなかったじゃない。Ｇさ

んとＨさんは，どんなふうに考え
たんだと思う。お友達とお話し合
いしてごらん。
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14:59 （ペア）

Ｂ：４０－１０だと３０になちゃう。
Ａ：そうだよね。４０のかたまりはあって，そこから引い

ちゃって１０だから。
Ｂ：わかった。９０円持っていました。いらなかったから

４０－１０にしたっちゃんじゃない。
Ａ：そうなのかなあ。でも，わかんないよ。
Ｂ：じゃ，なんであれ引くしたんだろう。
Ａ：わかんない。９０円いらなっかたのかなあ。
Ｂ：入れなかったのかなあ。あれは，お父さんとお母さん

が持ってたものって考えたのかな。
Ａ：４０のかたまりから，１０とると３０でしょう。９０

円がさ，はじめのお金がないといけないじゃない。
Ａ：９０円持っている。９０円最初持っていた。
Ｂ：４０－３０＝１０
Ａ：９０－４０，９０最初の数がなしにして４０－１０に

したんじゃないかな。でもなんかおかしいんだよな。
・何がおかしい。

Ｂ：４０－１０は３０になっちゃうから。
Ａ：９０がないとちょっとおかしい。 ・そう思うんだ。これ間違っちゃた

の。
ＢＡ：うーん。

18:28 （ペア学習中）
・みなさん，一生懸命考えていたね。

全：全く出なかった。
・だったら，いいか６０円で，終わ

りにしようか。
全：だめ，だめ。

・ＳさんとＴさんはわからないとこ
ろがあるんだって。話してもらっ
ていい。

Ｓ：（机上のプリント差し）ここの。
全：ここじゃわからない。

どこがわからないの。
Ｓ：（黒板へ）はじめより何円すくなくなりましたかがちょ

っとわからない。
・そこがわからないんだって。なる

ほどね。さあ，誰か助けてくれな
いかな。Ｌさんお願いします。

19:48 Ｌ：あの，お金ははじめより何円少なくなりましたかは，
ね。

全：がんばって。
Ｌ：９０－４０＋１０＝６０で，Ｇさんたちは，それをず

らして，９０はなくなって足すも出来なくなるから，
４０－１０にして。お金は何円少なくなりましたかっ
て書いてある答えにしたんだと思います。

・そうなのね。
・Ｘさん，どう。

全：がんばって。
Ｘ：はじめより何円少なくなりましただから，９０－４０

＋１０は，４０＋１０でたし算してるからひき算だけ
だと思って，４０－１０にしたんだと思います。

・気づいているお友達ほかにもいた
でしょう。もう一回読むしかない
かな。

全：あらら。 ここから読むよ。
22:00 全：お金ははじめより何円少なくなりましたか。

・少なくなるのは，減っちゃうこと
をいいます。ちょっと言葉難しか
ったかなあ。

わあ。 少なくなるっていうのは，お金が
なくなっちゃうこと。減っちゃう
ことをいうんです。 聞かれている
こと，今までと同じですか。

全：違う。
ううん，何か違う。
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・そしたら，どうすればいい。さあ，

もう一回どんな答えがいい。
全：何となくこんがらがっちゃう。
Ｂ：９０－４０＋１０って，少ないのから・・・。
Ａ：ああ，そういうことある。

（ペア学習中）
Ｆ：たぶんここの数字が違うんだ。
Ｅ：はじめより・・。やっぱり６０。

24:56 Ｄ：９０円持っています。なんだろう，わからない。
Ｃ：ちょっといい。９０－４０＋１０だったら，簡単なほ

うがいいじゃない。
Ｄ：簡単でも間違えてたらどうする。
Ｃ：４０－１０があったら，答えが同じ
Ｄ：ええ，そうかな。

・どこがわからなくなった。
Ｄ：４０－１０は９０－４０＋１０・・・。

25:46 Ｐ：９０円あるでしょう。最初に４０円使って，５０円で
しょう。それで１０円もらったら

ＯＪ：１０，２０，３０，４０，５０，６０円じゃない。

Ｐ：だから，６０円じゃないの。
じゃあＧさんは，４０円あるでしょう。１０円引いた
ら３０円になるでしょう。

・じゃそろそろ，いいですか。
27:45 Ｄ：９０円持っていて，４０円あ，９０－４０＋１０じゃ

なくて，今それで６０だから
９０は６０とあと３０だから，４０－１０の方がいい
かなと思いました。

・みんなわかる。
全：速すぎる。

・速すぎた。もう一回どうぞ。
Ｄ：９０－４０＋１０で６０だから。お金ははじめより何

円少なくなりましたか。少なくなりましただから，今
持っているお金のことじゃないから，９０はあと６０
と３０で出来てるから４０－１０＝３０だから，４０
－１０のほうがいいと思います。

・６０円て何のお金ってお話してた。
全：最初のお金。

・最初のお金。最初６０円持ってい
たの。

Ｒ：ひらめいたんだけど，使っちゃったお金のあまりとお
とうさんからもらったお金のこと。

・最初いくら持っていたの。
全：９０円

・最初９０円持っていたでしょう。
いくら使ったの。

全：４０円。
・使っちゃたんだって。１０円もら

ったんだって。だから，これは今
持っているお金なんじゃないかな
っていうお友達がいます。さあ，
他の考えとかある人。

Ｒ：最初から，困っていることがある。
・最初から，困っていること。

Ｒ：昨日みたいに，本当に最初に何かを買っちゃってない
かなと思って。

・９０円のほかに。買ってない，買
ってない。今日は余計な物は買っ
てない。
４０円しか買ってないから。いじ
わるしていない。ごめんね。混乱
させちゃったね。

・困ったな，どうする。誰か，何か
言ってみる。Ｃさん。
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Ｃ：４０－１０は，Ｇさんの式で，お金ははじめより何円

少なくなりましただから，４０－１０のほうがいいと
思います。

31:30 ・うん。そうか。そしたら，お金を
持っているお友達。先生あまり作
らなかったのよ。おさいふから，
お金を出します。

全：ちっちゃい。 ちょっと小さいね。
全：１０，２０，３０，４０，５０，６０，７０，８０，

９０。
・それでどうしたんだっけ。

全：４０円使った。
・使ったのは，これどうするの。

Ｑ：（黒板へ）４０円下へ移動。
・使っちゃったんだって。それで，

いくらもらったの。
全：１０円。

・１０円もらったからこの１０円ど
うすればいいの。

全：足す。
・どこに。（使ったところに置く。）

全：違う。上。
・ということね。今いくら持ってる

の。
全：６０円。

・そう，とおるさんが持っているん
だね。だから，問題の答えは６０
円。

全：違う。
・違うの。まず，Ｇさん。どうやっ

たかお話してもらってもいい。
Ｇ：（問題文を指さして）ここ見て。

・みんな分かる。
全：わからない。

・Ｌさん助けてください。
Ｌ：ここの１０円を。

ここの下の１０円を上に持っていって，あまった数を
かぞえればいい。

全：あ。おおー。
ねえ，わかんないだけど。

・わからない人がいるから，誰か続
けていけない。じゃもう一回おと
なりとどうぞ。

34:54 Ａ：４０－１０じゃない。
Ｂ：５０－１０なら出来たよ。だって下に５０あって。
Ａ：ちょっと待って。昨日出た問題を考えたんじゃないか

な。
Ｂ：ううん。
Ａ：でも，その問題と違うから。
Ｂ：違うんだよね。

37:46 （ペア学習中）
Ｚ：Ｇさんは，まず９０円あって それから４０引いて，引 ・みんな混乱してるね。まず，Ｚさ

くから使っちゃうけど，その引いた分の数で式を表し んからお願いします。
たんだと思います。

Ｒ：違うかもしれない，引いた分の数で式を
・どこから引いたの，ここから

Ｚ：ここから１０引いた。
Ｒ：ああ，４０円は使っちゃったから，もうない。

・Ｕさんお願い。
Ｕ：９０－６０＝３０

・この６０って何。
全：９０は，最初のお金。

ああ。
・６０ってどこから出てきたってい

ったら，これは。Ｒさん。
Ｒ：６０は，あまったお金から出てきたんだと思います。

・あまったお金ってどれ。
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Ｒ：（黒板を指して）答えの６０。

・これのことなのね。
・最初持ってたお金から

全：６０引く
・そしたら

全：３０
・っていう考え方も出来る。

Ｚ：そうやってと思ってた。
・こうやって考えたお友達も出てき

ました。
Ｒ：ああ，それもありえるかもしれない。

・こうしたら，どう。
全：答えは３０円。

・Ｇさんこれでいいと思う。
Ｇ：いい。

・あともう一つあったじゃない。こ
っちは（４０－１０）

全：３０。両方いい。全部いい。
Ｇさんのほうがわかりやすい。

・こっちはだめなの。
全：だめではない。

わかりやすいからそっちにしたんだと思う。
・全部使ってやるのも大切だけど。

必要なとこだけ見つけ出すのも大
切と思うよ。

・どっちが簡単だった。

○全 ：４０－１０
・どちらでもいい。でもやっぱり先

生は６０じゃないかと思うんだけ
ど。

44:30 ○全 ：ない。
６０にするには４０－１０＋３０
違う。

・答え変わっちゃった。

○全 ：３０円。
・こういう考えもあるのでまた使え

そうじゃない。

○全 ：うん。
・ちょっと，書いておいてもらって

もいい。




