算数科
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１．算数科における未来そうぞう
(1)めざす子ども像
本校算数科では，過去の研究の積み重ねを活かし，めざす子どもの姿を問題解決的な学習の流れに沿っ
て設定している。昨年度，表１のように授業におけるめざす子どもの姿と授業後にめざす子どもの姿と
を分類整理し，研究を進めた。
表１

算数科 めざす子どもの姿

授業における子どもの姿

授業後における子どもの姿

対象と出合い，算数に感じ，問題意識を持って，主体的に 【生活から算数へ】
関わり，解決しようとする。

〈主体的実践力〉 日常生活の事物・事象を数学的な見方で

問題解決にあたって，友だちと考えや気づきを共有したり 捉えて，そこから自分なりの思いを持っ
しながら，考えを進めている。

〈協働的実践力〉 たり，課題を見つけ出したりしようとす

自分の考えをもち，既習事項を活用し，相手意識を持って る。
（図や表，式などを用いて）分かりやすく表現している。

〈創造的実践力〉
〈学びに向かう力・人間性等〉

〈数学的 思考力・判断力・表現力〉 【算数から生活へ】
自分の考え方と比べて，友だちの考え方を受け入れたり， 学習で生み出した原理などのよさを感じ
比べたり，関連づけたりする中で，自分の考え方を捉えな

て，次の学習や生活に活用する。
〈創造的実践力〉

おす。さらに，発展的・統合的に考えている。
〈創造的実践力〉

〈学びに向かう力・人間性等〉

昨年度の研究は，問題解決的な学習の中で，「友だちの考えに影響を受けて，自己の考えを変容させ
る」ことに焦点化し，授業提案を行った。成果としては，一時間の授業内における子どもの気づきと意欲
を関連づけた展開や，他者と関わりたくなる教材，展開の工夫により，自己の考えを変容させている子ど
もの姿があった。また，新単元開発により子どもの見方・考え方の広がりを持たすこともできた。
今年度は，教師が子どもを見とり，子ども自身が自分の間違いに気づいて軌道修正したり，自分の考え
方を多角的・多面的に捉えたりする力を育むように，子どもの見方・考え方を価値づけ，未来をそうぞう
する子どもの育成をめざしていく。そのために，子ども自身が「捉えなおした自分」を実感し，自分自身
で「見方・考え方を価値づけられる」ように教師の働きかけに焦点を当てていく。捉えなおしのできる子
どもを育むための「場の設定」と「言葉がけ」について，研究を進めていく。
「捉えなおし」の定義
他者との関わりを通して，問題に対する自分の中にある既存の知識や経験から捉えた見方・考え方を，
再構成（変容・確立）すること

⑵ 算数科がになう３つの実践力
未来をそうぞうする子どもの育成に向けて，「算数科がになう３つの実践力」「具体的な子どもの姿・発言」
「教師の手立て」の視点で，表２に整理した。算数科が育む「捉えなおし」が，子ども一人ひとりの実践力を
育む土台となるものと考え，研究を進めていく。

1

表２
算数科がになう３つの実

算数の授業における具体的な子どもの姿・

践力を発揮している姿

【発言例】

教師の手立て

様々な方法で問題を解決しようと試行錯誤している。 ・前時の気づきやふりかえりを本

主
体
的
実
践
力

図や式，言葉などを使って分かりやすく考えようとし

時の最初に配布し思考のつなが

対象と出合い，問

ている。

りを価値づける単元展開

題意識を醸成さ

問題と出合い，数学的な見方・考え方を働かせようと

・半未知の課題，問題意識を醸成

せ，自分の考えを

している。思ったこと，考えたことを言葉（つぶやき

させる学習材・出合いの場面の

持つ姿

を含む）にしている。

工夫

授業が終わっても，自己をふりかえっていたり，発展

・子どもの思考の表出ツールの工

数学的な見方・考

的に考えようとしたりしている。

夫

え方を働かせ，主

【発言例】

体的に解決しよう

「考えてみたい」
「おもしろそう」
「前に使った考え方

黒板の活用

とする姿

が使えそう」
「ちょっと待って」
「もう少し自分で考え

有化

る時間が欲しいな」
「その考え書いておこう」
「まだ，

ムプレートによる個々の考え方

したいな。
」

の価値づけ）

（一人一枚ホワイトボード

電子

ロイロノートの共

つぶやきの視覚化

ネー

自然に話したい時に，話し合っている。

・話し合える学級の雰囲気づくり

必要感を持って，話し合いが行われている。

・一人ひとりの子どもの思考時間

興味を持って友達の考えを聞いている。

の確保

協

他者の考え方を積

他者の考えに対して自然に反応している

・教師の板書の構造化

働

極的に受け入れ，

自分の考え方と比べたり関連づけたりして，共通点相

・子どもどうしが相互に働きかけ

的

自分の考えを元に

違点などを見つけている

実

比べたり関連づけ

付け足しをする。自分の考え方と関連付けたり比較し

践

たりし，よりよい

たりしながら友達の考え方をノートに記述している。 ・子どもの思考の表出ツール

力

考えを見出す姿

【発言例】

たくなる学習展開
・焦点化となる発問

（ロイロノートの色分け・画面配

「似ているね」「同じこと言っているのじゃない？」

信・比較機能の活用

つぶやき

「ここが違うね。
」
「つまり」
「付け足すと」
「まとめる

の視覚化

と」「比べてみると」

動による板書の構造化）

ホワイトボードの移

自分の考え方をもとにして，友達の考えを受け入れ， ・焦点化する子ども気づきを価値
創

主体的実践力，協

造

働的実践力を働か

的

せて，自分の考え

実

方を捉えなおし，

践

発展的・統合的に

力

考える姿

自分の考え方を捉えなおしている。

づける言葉がけや板書による視

数値や条件を変えて，発展的に考えている。

覚化

異なる考え方を比較し，共通点を見出し，統合的に考
えている。

・気づきに柔軟に対応できる適応
問題の設定。

【発言例】

・子どものふりかえりを中心とし

「もし〜だったら，どうなるのかな」「続きも考えて

た本時の学習のまとめ（子ども

みると…」「ちがう数にしたらおもしろそう」

自身が見方・考え方を価値づけ、

「これが違う形なら」

積極的に受け入れる）
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２

「捉えなおし」のできる子どもを育てる 学びのプロセス

⑴

「捉えなおし」とイメージ・クリエイトの関連

今年度の研究は，学びのプロセス「捉えなおし」のある学習展開を提案していく。他者との関わり（協
働的実践力）を学習のプロセスに位置付け，子どもの意識を重視した展開による研究を進めていく。

算数の学習は，他教科に比べ，答えを導き出し，結果重視になりやすい教科と言える。デューイは内省
的思考として「省察」の重要性を提言している。自分の考えを振り返って批判的に思考し，根拠をもとに
した明瞭・簡潔に構成できたか，他者の考えと比較して簡潔であるか，発展的に他の問題に応用できるか
と省察することが重要という。同じように，楠見（1996）も，批判的思考は，自分の推論を意識的に吟味
する内省的思考であり，より良い問題解決，深い思考を促進するために目標や分脈に応じて実行される
「目標的思考」が大切であるという。なお，自分自身で振り返って内省的に思考する態度の育成は発達段
階から困難なので，お互いの考えを対比させると，主張点や根拠，論理の組み立て方の違いもはっきりし
てくるので，子どもは，協働的に省察した方が考えを深化・発展しやすいと考えられる。（※１）
問題解決的な学習の流れの中で，子どもが一度考えたことをもう一度考えてみたくなるには，全体交
流の際に、子ども自身が問題意識を持つような場の設定、または教師の発問や子どもの気づきを価値づ
けることによる焦点化が重要であると考える。算数科では、子ども自身が共通点や相違点に気づいたり，
工夫した数値設定によって法則を見出したり，複数の問題を比較して一般化したりする展開が、総論に
あるイメージ・クリエイトの往還につながると考えている。「省察」を子どもが必然性をもって取り組め
るような教材との出合いや焦点化によって、「捉えなおし」たくなる展開となり、イメージ・クリエイト
が行われる。
また，「捉えなおし」には，解決方法に関する「捉えなおし」と学習内容に関する「捉えなおし」が行
われると考えられる。本校算数科では、以下のようにそれぞれの姿として，見とっていく。（表３）
表３
解決方法に関する子ど
もの「捉えなおし」の
ある姿

「捉えなおし」の分類

全体交流を経て，自分が考えた方法ではない方法を試したり，数値を変えたりし
て，自分が行った方法や別の方法でもう一度取り組んでいる。

内容に関する子どもの
「捉えなおし」のある

全体交流を経て，過去の自分の見方・考え方を元に，式や図，言葉を根拠にし，
比較したり，関連付けたりし，発展的，統合的に考え，新たに問題意識を持って

姿

いる。

①

実践事例
３年生「あまりのあるわり算」のたしかめ算
等分除と包含除の図を活用した場の設定によるたしかめ算の意味理解

本実践では，等分除の場面におけるあまりのあるわり算を設定した。その計算をたしかめる方法を子ど
もたちは，考えた時，包含除では，「わる数×商＋あまり＝わられる数」となるが，等分除では，「商×
わる数＋あまり＝わられる数」という考え方を子どもたちは見つける。そこで，「どちらでもいいの？」
と問いかけることで，式の意味を図を用いて考え，説明し合う場面が生まれた。式の意味を考えたり，か
け算の交換法則から考えたりし，形式的なたしかめ算の計算と捉えていた子どもたちが，式の意味を捉
えなおし，図と式の関連の良さを感じている姿やふりかえりの記述がみられた。
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②
３年生「１けたをかける筆算」 単元を通した同じストーリーの場の設定による比較
本実践では，筆算を形式的に捉えるだけではなく，既習事項との結びつきを理解させ，筆算の構造に
ついて考える授業展開を行った。子どもたちは，既習事項のかけられる数を分けて計算することで，２
桁×１桁の計算はできると学習した。さらに，次の時間は，数値を大きくし，同じ展開になるように場
の設定を行った。そこで，教師は，分けて計算する考え方（位分けさくらんぼ図）と前時で一部の子ど
もが行った筆算について比較するよう焦点化した。問題場面の意味を捉えると前者のように，「７０×
９と８×９」となるが，筆算で行った子どもは「９×７０と９×８」で計算をしていることに気づいた。
かけ算の交換法則が成り立つことによって，筆算は形式的に行うことができること子どもたちは，筆算
形式の「捉えなおし」をしている姿が見られた。筆算を形式的に覚えるだけではなく，その意味と比較
して理解していく姿が見られた。
⑵ 場の設定 ホワイトボードと ICT（ロイロノート）の活用
本校では，ICT 教育の研究校として，第３学年以降は，個人のパスワードをもち，学習の記録を蓄積し
たり，考えを共有する際に交流できたりすることができる。第三学年では，１学期から１人１枚ホワイト
ボードを用いて自分の考え方を表現し，全体で交流する学習プロセスを行なっている。子どもたちは，自
分の考えをホワイトボードにまとめることで，他者意識を持って考えをまとめたり分かりやすくしたり
することを自然に行っている。また，すぐに書き直せるというホワイトボードの特性から，試行錯誤しや
すく，考えを書きたくなる状況を生み出していると言える。また，思考時間の確保と思考する時間差を埋
める手立て，また子どもが話したいという思いを考え，
自分の考えができた子どもは，移動して小交流を自由な
場所で行えるようにしてきた。また，ホワイトボードは，
全体交流において板書に貼ることができ，子どもの考え
たことをそのまま板書に残すことができたり，他者との

図１

考えと関連づけたりすることができる。（図１）
また、１人１台 iPad を使って，ロイロノートで共有する学習プロセスに取り組んでいる。この学習プ
ロセスでは，ホワイトボードに書いた自分の考えを写真でとり，ロイロノートで共有していく。その際，
知りたい考え方を見たり，複数選択して比較しながら見たりすることができる。
（図２）発表では，自分
の画面を全員に配信することで，注目したいところをマーキングしなが
ら発表したり，友だちの考え方と自分の考え方を複数提示して、比較し
ながら発表したりすることができる。
（図３）ホワイトボードが板書に
残るため，学習のプロセスも板書に残しながら学習を進めることができ
る。また，ロイロノートに考え方を送るときに，どのように考えたかと
いう思考方法を色分けしたテキストを初めにつけることで，全体を色分
けで思考方法の比較をすることができる。このことで，同じ方法と違う
方法という視点を持って，友達の考えを見ることができる。
（図４）
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図２

このホワイトボードとロイロノート
の活用によって，一人で考え，ひとと考
える場の設定ができる。自分の考えが
できて，思考が終わるのではなく，友だ
ちの考えを見ることで，自分の考えと
比べたり関連づけたりする力がついて
図４

図３

いくと考えている。子どもが主体的に

「捉えなおし」やすい場の設定になっているのではないかと考える。
⑶ 教師の言葉がけ 発問との関連
教師の発問は，子どもの思考を深めたり，関連付けたりする手立てとなる。しかし，めざす子どもの姿
は，子ども自ら自分の見方・考え方を捉えなおすことである。その捉えなおす力を育むためには，適切な
言葉がけによって，子どもの捉えなおしを価値づけることである。
表３
教師の
発問の

具体的な教師の発問例

意図

意味

理由や
根拠

応・姿

現

友達の
良さ

否定的
に

師
「それは，どういう意味かな？」

これは…

「どうしてそうなるのかな？」

なぜ かと いうと

葉

友達に説明することで，自分の考え方が整

（演繹的な思考を引き出す）

…

が

理されたな。友達の説明の仕方がとても分

け

かり易かったな。

の

「どうして，そう考えたの？」

言

数の意味を考えることが大切だと分かっ
た。

・

「この続きを友だちはどう説明すると思

たぶ ん… だと思

子

続きを考えることで，自分の考えと比べて

う？」 （理解を促す）（思考過程を問う

う。と，いうのも

ど

考えることができた。

発問）

…

も

「この式を図で表すとどうなるのか

図（式）と関連づ

の

図と式のつながりを理解することが

な？」

けてみると…

気

できた。

（数学的表現を引き出す）

づ
良いところは，わ

き

友達のいいところを次に自分の考え方に

「この式のどんなところがいいかな？」

かり やす いとこ

を

生かしてみたいと思いました。

（相互評価をさせる）

ろは…。わかりに

価

くい理由は…。

値

「それって偶然できただけじゃない
違うよ。だって…
の？」（一般化の考えを引き出す）

づ

いつもできるかどうかは，別の条件にして

け

みて確かめることが分かった。

（確認を促す発問）

見方・
考え方

どものふりかえりの記述

つまり

（発想・着眼点を引き出す）

他の表

教

「それって，どういうこと？」

だって…

続き

捉えなおしが価値づけられた子

子どもの反

自分は，…と考え
「みんなの考え方は，同じなの？」
たけど。
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そんな考え方もあるんだね。

表３の

で囲んだ教師の言葉がけによる価値づけと，子どものふりかえりの記述を価値づける継

続的な指導が，問題解決的な学習を通して，子ども自身が自発的に捉えなおす力を育むことにつながる。

そのためには，まず，学習展開
における「教師の発問」と「友だ
ちの考え」と「場の設定」がある。

子どもの気づき

それらが相互に関わり合って，子
ども一人ひとりが自分の考え方
を捉えなおす土台となる。さら
に，そのような学習プロセスを継
続的に行っていくことで，子ども
一人ひとりに自分の考え方を捉
えなおす力が育まれていくと考
える。この一連の学びのプロセス
を価値づけていく言葉がけが重

前時のふりかえりの記述

要と考える。
また，ふりかえりの記述の活用
では，全員のふりかえりを毎時間

図１

学びのプロセス

座席表に記録し，次時の導入で配
布し，子どもたちと共有する。子どもたちは，教師の価値づけた部分を学び，そこから本時に結びつけた
り，自分の考えを捉えなおしたりする姿につながると考える。
以上のような，言葉がけ・価値づけによって，子ども自身に「捉えなおす」力が育まれていくと考える。
①

実践事例 １年生 「合併・増加」の問題づくり
本実践では，子どもたちは，増加と合併を前時までに具体物を用いて動かしたり，動的な場面設定によ

る視覚されたりして学習を進めていく。これらの考え方を，「式を入れ替えてもいいのかな？」という発
問によって，式の意味から，増加と合併のそれぞれの理解を深めていくと考える。「入れ替えてもいいの
は，合わせているから。」「入れ替えてはいけないのは，増えているから。」という子どもの言葉がみら
れた。式に着目する学習展開が，本時以降の子どもの見方・考え方の視点になっていくと考える。
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３．算数科における評価について
新学習指導要領に向けての評価の在り方には，評価によって児童生徒の資質・能力を育成すること，資
質・能力を伸ばすことが，評価の本来的な目的と明記され，個人内評価の充実が図られている。
本校算数科では，子ども自身が捉えなおす力を育むことが，数学的に考える力を高め，創造的実践力を
育んでいくものと考えている。以下の取り組みから子どもの姿を見とっていく。
⑴適応問題
授業内における「捉えなおし」を見とる手立てとして，適応問題を行う。その際，学習内容の理解や授
業当初との変容や高まりを見とるため，本時で学習したこと内容に合った問題を行う。数値や条件が異
なった場合でも，同じように考えることができるかを問うことで，本時の内容の理解を評価することが
できると考える。
①

実践事例

２年生 「かけ算⑵」

本実践では、2 つの捉えなおしの場面を設定した。（ⅰ）文章に出てくる順でかけ算の立式をする
のではなく、「１つ分×いくつ分」という、かけられる数とかける数の意味理解を捉えなおす、内容
に関する捉えなおしの場面。（ⅱ）文章の意味から立式する際に、他者の考えと比較し、図にして表
すと意味を理解しやすいという、解決方法の捉えなおしの場面。の２つである。実践では、次時に適
応問題として、かけ算の問題づくりを行うことにした。子どものふり返りでは「自分で問題をつくっ
て気をつけるところが分かった」との記述が見られ、かけ算の意味理解が深まったことが見取れた。

⑵ふりかえりの記述から
単元を通して，全員のふりかえりの記述を蓄積し，毎時間子どもに配布する。そして，自分のふりかえ
りや友達のふりかえりを共有する場を設定する。子どもたちは，自分の考えたことを見直し，同じ学習を
した友達の見方や考え方を知る機会を持つことで，相互作用が働き，多角的・多面的な視点が広がってい
く。また，子どもたちは，毎単元末に，自分自身のふりかえりの変容を比較し，自分自身のふりかえりを
捉えなおしていく学習活動を行っている。教師は，既習事項と関連付け，本時内で変容している子どもの
ふりかえりを紹介し価値づけることで子どもに捉えなおす力を育んでいく。
このような学習プロセスを継続的に行っていくことで，複数の単元の記述の変容をもとに，評価を行っ
ていく。自分の考え方を持ち、持続的に考えようとしているか〈主体的実践力〉，友だちの考え方を受け
入れようとしているか〈協働的実践力〉
，学習内容から発展的に考えようとしているか〈創造的実践力〉
などの視点から評価していく。
〈主体的実践力〉
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〈協働的実践力〉

〈創造的実践力〉

単元末における自分のふりかえりを「捉えなおし」をすることで、次の単元の視点となる。
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