
第５学年 算数科学習指導案 

指導者        

１ 単元 「平均とその利用」 

 

２ 指導観 

 〇 本単元は、平均の意味や平均を求める方法について理解し、平均を用いて、身近な事柄について考

えたり、表現したりするよさを捉えることをねらいとしている。平均という言葉は、「平均気温」や

「平均点」など日常的によく使用される言葉であり、児童にとっても身近なものである。平均には、

「いくつかの異なる数量を同じ数にならした１つあたり数量」という意味と「集団の特徴を表す代表

値」という意味がある。ここでは、前者の「測定した結果を平均する方法」について学習するととも

に、後者の「代表値の考え」の素地づくりとして、資料を見て分布している集団について考察する学

習も行う。いくつかの異なる数量を「ならして同じに見る」という理想化した考えから、数量を概括

的に捉えたり、真の値を予測したりしていく。これまで児童は、第３学年の「わり算」で、ある数量

を等分すればどれも同じ大きさになるという考え方や第４学年の「概数とその計算」で、四捨五入を

することによって数量を概括的に捉えるよさについて学習してきている。これらの上に立って、第５

学年では、「ならして同じに見る」という見方を使って、平均を求める方法を考える。また、部分の

平均を使って全体の平均を求めたり、仮平均を使って平均の求め方を工夫したりして、平均を利用す

ることのよさが捉えられるようにする。このことは、１あたり量に着目して異種の２つの量を比べる

という「単位量あたりの大きさ」の学習へとつながる。そして、第６学年の「速さ」で、単位量あた

りに進む道のりとして速さを捉えたり、表したりする学習へと発展し、「資料の調べ方」で、資料の

代表値としての平均について学習し、理解を深めることとなる。 

 〇 本学級の児童は、砂場の砂を平らにしたり、ジュースや給食のおかずを平等に分けるために、多い

ほうから少ないほうへ移したりする経験をしてきている。しかし、実態調査の結果、「平均」という

言葉を知っている児童は多いものの、その意味を「真ん中の値」や「ふつうの値」などと捉え、正し

く理解できている児童はいなかった。わり算については、約９割の児童が立式はできているものの、

図を使って除法の意味を説明できている児童は約５割しかいなかった。また、算数アンケートの結

果、「自分の考えを式や図、言葉などを用いて説明すること」については、「よくできる」または「で

きる」と回答した児童が約７割いた。しかし、「既習を使って見通しをもつこと」と「自分と友達の

考えを比較してよさに気づくこと」については約２割しかおらず、課題があることが分かった。そこ

で、既習内容と関連付けたり、具体的操作をさせたりしながら、平均の意味を明確に理解させ、平均

を用いて問題解決をするよさを味わえるような平均の学習を位置付ける。  

〇 本単元の指導にあたっては、総合的な学習の時間との関連を図り、「○○町 PR大作戦」として地域

にあるリンゴ園を PRするという単元を貫く目的意識をもたせる。児童が問題解決に必要な要素とそ

れらの関係について着目し、平均の意味を捉えたり、平均の求め方を考えたりすることができるよう

にする。そのために、一連の学習活動において色やマークを工夫して、着目点と問題解決の方法を明

確させ、キーワードとして掲示していく。また、多様な観点から問題解決の方法や結果を考察するこ

とができるように、友達の考えの根拠を読み取ったり、自分と友達の考えを比較・検討したりする学

び合いの場を位置付ける。 

第一次では、リンゴから搾れるジュースの量という連続量を扱う。同種のリンゴでも搾れる量には

ばらつきがあることから、リンゴジュースの量を表すためには、幾つかの平均を求めなければならな

いという必要感をもたせる。それぞれのリンゴから搾れるジュースの量をならして同じ量にすると

いう操作活動を十分に行い、概括的に見る平均の意味やよさを捉えさせていく。そして、操作活動を

グラフや式、図などと関連付けて説明することによって、平均を計算で求める方法へとつなげ、一般

化を図っていく。また、リンゴ園の来場者数を表す資料から、０を含む場合の平均の求め方や平均値

が小数になる場合について考察し、合計÷個数という式の意味理解を深めたり、計算で求めるよさに

気付いたりできるようにする。 



第二次では、平均の求め方を工夫したり、部分の平均から全体の平均を求めたりすることができる

ようにする。まず、大きな数値の平均を求めるためには、同じ数量に着目し、きりのいい数値や一番

小さい数値を基準値とした仮平均を用いればよいことに気づかせる。表やグラフを基にどこを基準

とするか考察、判断することによって、数値の大きさに応じて、平均の求め方を工夫する方法につい

て捉えさせる。次に、部分の平均から全体の平均を求める学習では、部分の平均を使って平均値を求

めた誤答場面を提示し、間違いの根拠を説明する活動を通して、全体の合計を求めてから平均を求め

るという方法について理解できるようにする。 

第三次では、平均を利用して問題を解決したり、平均の裏にある個々の数値に着目したりして、平

均への理解を深めていく。まず、リンゴ園の外周の距離を知るために、歩幅を使って概測する活動を

仕組む。真の値に近づくために、平均を利用してどのように歩幅を求めたらよいのか、また、歩幅を

用いてどのようにおよその距離を求めたらよいのかについて話し合い、実際に概測する中で、そのよ

さに気付かせていく。そして、本時では、測定した数値の平均値が同じ三人から代表者を選出する活

動を仕組む。平均の求め方を知ると、形式的な計算・処理になってしまい、平均が形骸化されてしま

う。測定値を均等化する考えとして平均を扱うが、どのような数値が均等化されているかには、目が

向けられにくい。平均が等しくなるという既習の学習が使えない場合に、平均の背景にある個々の数

値を考える必要性が生まれ、多面的に考察していく中で測定値を均等した平均という考えがより深

まっていくと考える。 

 

３ 目標 

〇 平均を用いることのよさに気づき、新たな問題場面や生活場面で活かそうとする。 

【関心・意欲・態度】 

  〇 測定した数値を平均する方法や平均の考えを用いて真の値に近い値を求める方法を考察し、表や

グラフ、式、図などと関連付けて説明することができる。           【思考・判断・表現】                                               

  〇 測定した数値の平均を求めたり、平均を使って概測したりすることができる。       【技能】 

〇 平均の意味や平均を求める方法について理解することができる。            【知識・理解】                        

 

４ 単元計画（全７時間） 

次 時 主な学習活動 主体的・対話的で深い学びの視点に立った手立て  

一 １ 〇１つのリンゴからどれだけのジュースが搾れる

かを紹介するために、ジュースをならして、平均

する方法を考え、説明する。 

操作活動を取り入れ、驚きや発見等

を生み出し、課題につなぐ場の設定 

           

 

目的意識や相手意識を明確にした

課題の設定    

１ 〇リンゴ園の１日あたりの来場者数を紹介するた

めに、測定した結果に０が入る場合や平均値が小

数になる場合の平均の求め方を考え、説明する。 

二 １ 〇３種類の品種それぞれの１個あたりの重さを紹

介するために、仮平均を使って、大きな値でも簡

単に平均が求められる方法を考え、説明する。 

複数の考えを比較・関係付ける場の

設定          

 

思考をゆさぶり、学びの過程を再考

する場の設定      １ 〇大,中,小のリンゴを同じ値段で売るために、部分

から全体の平均を求める方法を考え、説明する。 

１ 

本

時 

〇リンゴ園のイベントに出場する代表者を選出す

るために、平均値以外の個々の数値の特徴や傾向

に着目し、代表者を判断する方法を考え、説明す

る。 

 

 

（
生
成
） 

 

（
深
化
） 

 



５ 本時（第三次の３） 

（１）主眼 

  代表者を選出するために、平均の背景にある個々の数値に着目し、平均値以外の代表値や隔たり、変

わり方などを比較、検討する活動を通して、結果を多面的に考察し、平均についての理解を深めること

ができる。 

（２）授業仮説 

  平均が同じ集団から代表者を選ぶ方法を考える学習場面において、平均値以外の代表値や数値の隔

たりなどを考察し、比較、検討する活動を仕組めば、児童は、平均の背景にある個々の数値の特徴や傾

向に着目し、結果を多面的に考察して、平均についての理解を深めることができるであろう。 

（３）準備 

  ビデオメッセージ、記録表・棒グラフ（黒板掲示用・自力解決用・解説用）、電卓、ヒントカード、

解説ボード、推薦状用紙 

（４）展開（７／７） 

     学 習 活 動        指導上の留意点（◇評価） 

１ 本時の学習問題を知り、めあてを立てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 課題解決の見通しをもつ。 

 

 

  

 

 

 

 

３ 平均以外の方法から代表者を判断し、選ん

〇 リンゴ園のイベントを知らせるチラシや園の

方からのビデオメッセージを見て、本時の問題 

場面を把握させ、関心を高める。 

 

 

〇 個々の記録の特徴の違いに気付くように、一

人ずつ順に記録を提示するようにする。 

〇 既習から三人の記録の平均を求めて解決しよ

うとするが、同じ値になるという困り感から、本

時の課題をつかませる。 

             

 

〇 計算間違いによる結果のズレを起こさせない

ために、電卓を準備しておく。 

 

〇 「平均が同じということは、みんな実力が全く

同じなのか」とゆさぶり、「どこが違うのか」と

発問して、個々の記録の違いに着目させる。 

 

 

 

 

 

〇 全員が一応の着目点をもって見通しの交流が

できるように、現時点で誰を代表として選ぶの

か挙手させ、どこを見て判断したのか問う。 

〇 解決の見通しがもてるように、掲示している

キーワードを参考にしながら、マークを使って

着目点と問題解決の方法を明確にする。 

 

 

〇 判断した理由を表やグラフと関連付けて説明

できるように、記録表やグラフを準備する。 

 

 

 

 

リンゴ園の三人が皮むき大会の練習をしま
した。記録をもとに大会に出場する代表者
を選びます。だれを選んだらよいでしょう。 

 
平均を求めて比べたらいいよ 

母：(31＋27＋32＋35＋45)÷5＝34 
父：(25＋49＋48＋10＋38)÷5＝34 

祖母：(35＋31＋37＋32＋35)÷5＝34 
 

平均が三人とも同じだ！ 

平均が同じ場合の代表者の選び方を考えよう。 

 
私は、最高記録に着目しました 

グラフに表すと、記録のデコボコが分かりやすいよ  

いや、平均は同じでも、それぞれ

の記録は全然ちがうよ 

 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 

お母さん ３１cｍ ２７cｍ ３２cｍ ３５cｍ ４５cｍ 

お父さん ２５cｍ ４９cｍ ４８cｍ １０cｍ ３８cｍ 

おばあちゃん ３５cｍ ３１cｍ ３７cｍ ３２cｍ ３５cｍ 

 

いい時と悪い時の差に着目しました 



だ理由を説明する。（自力追求） 

<お父さん> 着目点：最高記録、40cｍ以上 

 

 

 

 

<おばあちゃん> 着目点：最低記録、30cｍ以下  

 

 

 

 

<お母さん> 着目点：記録の変わり方 

 

 

 

 

４ 自力追求したことを交流する。 

（１）ペアで考えを交流し、解説ボードにまと

める。 

 

 

 

（２）同じ立場のグループに分かれて、違うグ

ループと考えを交流し、比較・検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 本時の学習を振り返り、まとめる。  

（１）まとめをする。 

 

 

 

 

（２）リンゴ園の方に 

推薦状を書く。 

 

棒グラフ等の資料については、学びあいの時間

を確保するために、事前に準備しておき、目的に

応じて選択できるようにする。 

〇 自力追求が困難な児童には、比較する観点が

書かれた表（ヒントカード）を選択して数値を書

き込み、判断できるようにする。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 平均への意味理解を深めるために、外れ値の

取り扱いについて考えたり、平均からの隔たり

に着目したりできるようにする。 

〇 多面的に考察できるように、結論を一つに集

約せず、学びあいで得た新たな判断方法を基に、

それぞれが代表者を推薦するという形でまとめ

を行っていく。  

◇ 代表者の推薦において、新たな着目点や方法

から結果を判断し、理由を説明できているか。 

 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 

お母さん ３１cｍ ２７cｍ ３２cｍ ３５cｍ ４５cｍ 

お父さん ２５cｍ ４９cｍ ４８cｍ １０cｍ ３８cｍ 

おばあちゃん ３５cｍ ３１cｍ ３７cｍ ３２cｍ ３５cｍ 

 

 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 

お母さん ３１cｍ ２７cｍ ３２cｍ ３５cｍ ４５cｍ 

お父さん ２５cｍ ４９cｍ ４８cｍ １０cｍ ３８cｍ 

おばあちゃん ３５cｍ ３１cｍ ３７cｍ ３２cｍ ３５cｍ 

 

 

 

《深い学びへ誘う見方・考え方》 

【見方】平均の背景にあるそれぞれの数値の特

徴に着目し【考え方】最大値、最小値などの代

表値や隔たりなどを比較・検討して、結果を多

面的に考察する。 

 

 

《見方・考え方を働かせる手立て》 
① 既習の「キーワード」を手掛かりに、問題解

決に必要な着目点と方法について、明確にす

る。 

② 個々の数値やグラフの凹凸、変化の様子を

根拠にして、自分の考えを説明させるように

する。 

③ 判断の理由を説明し、比較・検討する学び

合いの場を、ペアとグループ同士の二段階で

設定する。      

④ 交流して得た新たな判断理由を基に、結果

を多面的に考察し、一人一人に代表者を最終

決定させる。 

              

 

 

 

 
お父さんは、最高記録をだしている 

けど、最低記録も出しているよ 

 
10cmというのは、飛び離れた記録だ

から、外して考えてもいいと思うよ 

でも、記録が上がった

り、下がったりしている

よ。変わり方を見ること

も必要じゃないかな？ 

平均が同じ場合は、それぞれの記録に着目
して、最高・最低記録やデコボコの大きさ、
変わり方などを調べて、代表者を選ぶとよ
い。 

記録が平均に
近いおばあち
ゃんは安定し
ているね 

 最高記録 最低記録 ３０cｍ未満 ４０cｍ以上 

お母さん    cｍ    cｍ        回       回 

お父さん    cｍ    cｍ        回       回 

おばあちゃん    cｍ    cｍ        回       回 

 

 最低記録 

お母さん     cm 

お父さん     cm 

おばあちゃん     cm 

 

 
お母さんは、３回目から記録が伸びて

最後に最高記録を出しているよ。 

 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 

お母さん ３１cｍ ２７cｍ ３２cｍ ３５cｍ ４５cｍ 

お父さん ２５cｍ ４９cｍ ４８cｍ １０cｍ ３８cｍ 

おばあちゃん ３５cｍ ３１cｍ ３７cｍ ３２cｍ ３５cｍ 

 

 ３０ｍ未満 

お母さん     回 

お父さん     回 

おばあちゃん     回 

 



 


