
大阪教育大学附属平野小学校   ２年  早野 優一 

算数に感じ，未来をそうぞうする子ども 
～自ら「捉えなおし」することで発揮する，そうぞう的実践力～ 

 

第11•12 時 4 のだんの九九を作ろう 

2年 かけ算 子どもが発揮する３つの実践力 
主体的実践力 すすんで九九を構成し，増え方のきまりや特徴を見つけようと取り組む姿 
協働的実践力 自分の見つけたきまりや特徴を友達と交流し，自己の考えを変容・確立しよ 

うとする姿 
そうぞう的実践力かけ算に対する見方・考え方をいかして，かけ算のきまりや特徴をさらに見 

つけようと取り組み続ける姿 
 

※→第12時 九九を覚えように続く 

300 ぐらいで気づいたんだけど

十の位も繰り返しだったんだ！ 

４のだんも作れそうだ。 

昨日と同じきまりはあるかな 

場の設定と言葉がけ・価値づけ 
 

×９の続きを 

考えたよ 

きまりやよさを見つける姿を繰り返し価値づけことで，４の段

の九九づくりの頃から，きまりを交流する姿が全体として増え

てきました。 

今 日 も 一

の 位 に 繰

り 返 し が

あるよ。 

２の段の数が４

の段に出てるよ 

出てこない数が

あるよ！ 

３のだんは全部

出たのに 

もっとひみつを

見つけたい！ 

×９の続きを考えた続ける児童には，「こ

こまでやったからこそ，気づいたこと

は？」と問いかけました。 

見つけたきまりを話し，きまりをさらに見つ

けようとする姿は，算数を作る経験になりま

す。 



 

場の設定と言葉がけ・価値づけ 
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  第13時  式に表して考えよう 

2年 かけ算 子どもが発揮する３つの実践力 
主体的実践力 すすんで九九を構成したり，増え方のきまりや特徴を見つけようと取り組む姿 
協働的実践力 自分の見つけたきまりや特徴を友達と交流し，自己の考えを変容・確立しよ 

うとする姿 
そうぞう的実践力かけ算に対する見方・考え方をいかして，かけ算のきまりや特徴をさらに見 

つけようと取り組み続ける姿 
 

かけ算がつかえるよ。４×５？ 

５×４？どっちだろう。 

たし算の考えとかけ算の考えがつながったね！ 

「同じ数ずつ」の意味がわかったよ。 

たし算でも考えたいな。 

図 と 一緒 に

考えたよ。 

似ているところ

はどこかな。 
式の意味を考えたら， 

こうなると思うよ 

ちょっとまって！

考えが変わった！ 

どうしてその式

にしたの？ 

「どっちでもいいの？」（悩み）「考えが変わった」

（変容）などのつぶやきを取り入れることで「捉

えなおし」を促し，考え続ける姿を生み出します。 

「これまではどうやって考えてきたか」たし算の考え

と結び付けることで，かけられる数とかける数の意味

を「捉えなおし」します。 
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第15•16 時 ６のだんの九九を作ろう 

2年 かけ算 子どもが発揮する３つの実践力 
主体的実践力 すすんで九九を構成したり，増え方のきまりや特徴を見つけようと取り組む姿 
協働的実践力 自分の見つけたきまりや特徴を友達と交流し，自己の考えを変容・確立しよ 

うとする姿 
そうぞう的実践力かけ算に対する見方・考え方をいかして，かけ算のきまりや特徴をさらに見 

つけようと取り組み続ける姿 
 

※→第16時 九九を覚えように続く 

場の設定と言葉がけ・価値づけ 

 

本時では，「きまりをみつけること」と，「前に見つけたきまり

を活かすこと」に加え，「きまりを見つけるよさを感じること」

ができました。子どもによる価値づけが行われました。 

6 ずつふやせばできるね。 

きまりはあるかな？ 

前のノートを見直してみよう！

ヒントがあるかも！ 

今までと一緒の

きまりだね。 

友 だ ち と 比 べ て み た

ら，間違っていること

に気づいたよ。 

こんなに考

えがあるな

んて！ 

他にもある

かな？ 

きまりは，間違いに気づ

くのに役立つかも！？ 

きまりによって，間違いに気づいた児童のふりかえりの記述 

「きまりを考えて間違いに気づけて嬉しいです」 

きまりをみつけることに対して自ら価値づけしています。 

間違いに気づいた姿も，全体交流で取り扱います「６×６を

忘れたら？」によって「捉えなおし」を促しました。 
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第17•18 時 7 のだんの九九を作ろう 

2年 かけ算 子どもが発揮する３つの実践力 
主体的実践力 すすんで九九を構成し，増え方のきまりや特徴を見つけようと取り組む姿 
協働的実践力 自分の見つけたきまりや特徴を友達と交流し，自己の考えを変容・確立しよ 

うとする姿 
そうぞう的実践力かけ算に対する見方・考え方をいかして，かけ算のきまりや特徴をさらに見 

つけようと取り組み続ける姿 
 

※→第18時 九九を覚えように続く 

場の設定と言葉がけ・価値づけ 
 

「増え方」と，「一の位・十の位の数

の並び方」を結び付ける気づき，友達

の考えを聞いて「捉えなおし」，統合

的に考える姿となりました。 

足元のタイルは７枚で 

１つのセットだね。 

きっと７のだんだ！ 

増え方や並び方

をみてみよう。 

一の位は減って

減って増えるよ 

一の位は３ずつ減ってる！ 

下から見ると３ずつ増えてる！ 

１０増えて 3 減ると，

７増えるのは同じだ

からじゃない？ 

十の位は１つ，２つ，

１つ，２つ・・？ 
あっ！ 

もしかして！ 

友達の考えに影響を受けてノートに

記述している（上） 

友だちの考えに影響を受けたことを

振り返りに記述している（下） 
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第19～21時 8・９のだんの九九を作ろう 

2年 かけ算 子どもが発揮する３つの実践力 
主体的実践力 すすんで九九を構成し，増え方のきまりや特徴を見つけようと取り組む姿 
協働的実践力 自分の見つけたきまりや特徴を友達と交流し，自己の考えを変容・確立しよ 

うとする姿 
そうぞう的実践力かけ算に対する見方・考え方をいかして，かけ算のきまりや特徴をさらに見 

つけようと取り組み続ける姿 
 

※→第20・21時 九九を覚えように続く 

場の設定と言葉がけ・価値づけ 
 

増え方や減り方を， 

下から見ると・・・ 

新たなきまりが，これまでの九九にも適応できるのか

確かめる姿が見られました。これまでの九九の考えを

「捉えなおし」，九九に対する考えが深まりました。 

８の段は下から見ると

一の位は２のだんだ。 

９の段は下から見る

と一の位は１のだん 

 

今までのきまりは，他の段

でもつかえたね。 

段を比べるといいのかも 

他の段はどうなっているんだろう？ 

ちょっと待って！今ま

での段も全部つながっ

てるよ！ 

× 10

は 答 え

に ０ が

つくよ 

８の段になると，ほとんどの児童

がきまりを見つけられるようにな

ります。交流後もきまりを考え続

ける児童も増えてきました。 
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第22時 1のだんの九九を作ろう 

2年 かけ算 子どもが発揮する３つの実践力 
主体的実践力 すすんで九九を構成し，増え方のきまりや特徴を見つけようと取り組む姿 
協働的実践力 自分の見つけたきまりや特徴を友達と交流し，自己の考えを変容・確立しよ 

うとする姿 
そうぞう的実践力かけ算に対する見方・考え方をいかして，かけ算のきまりや特徴をさらに見 

つけようと取り組み続ける姿 
 

場の設定と言葉がけ・価値づけ 
 

初め，「１のだんは簡単！」「すぐ終わるで」と話してい

た子どもたちでしたが，きまりを見つけることで「捉え

なおし」，他の段でも成り立つのか考えるときには，ど

の児童も夢中になっていました。 

１の段の答えが全部１桁のところから，「×１と×９，

×２と×８，×３と×７・・・を合わせると×１０にな

る」という性質に気づきやすかったと考えられます。 

１ずつふえるのも 

か け 算 で で き る ん だ

ね。 

これまでの段の，×１

の答えとつながるね。 

答えが１０まで

だったら，いんご

「が」ごみたい

に，「が」がつくよ 

答えを足すと，

１０の虹がで

きるよ。 

ほかの段で

もなるのか

試してみた

い！ 

３の段は３０の虹！ 

８の段は８０の虹！ 

５の段は５０の虹！ 

全部の段で試しても， 

やっぱり虹ができた！ 
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第23時 式で表しておつりを考えよう 

2年 かけ算 子どもが発揮する３つの実践力 
主体的実践力 すすんで九九を構成し，増え方のきまりや特徴を見つけようと取り組む姿 
協働的実践力 自分の見つけたきまりや特徴を友達と交流し，自己の考えを変容・確立しよ 

うとする姿 
そうぞう的実践力かけ算に対する見方・考え方をいかして，かけ算のきまりや特徴をさらに見 

つけようと取り組み続ける姿 
 

場の設定と言葉がけ・価値づけ 
 

たし算やかけ

算，引き算を

使って考えら

れそうだ。 

自分とは別の考

えだな。似ている

ところはあるか

な。 

いろんなやり方があ

るね。答えがあってい

ればどれでもいい？ 

値段を求めて，100 円から引け

ば，お釣りは求められるよ。 

ねだんは，９＋９＋９＋・・と 

９×７がつながったよ。 

今までの方法

は使える？ 

式 の 意 味 を 考 え る

と・・・ 

その数の意味は・・・ 

計算方法が複数ある状況を設定し， 

他の方法も考えたい，比べたい状況を作り

ます。図で表した児童の考えも扱えます。 

①９＋９＋９＋・・・して，１００−６３ 

②９×７して，100-63 

③１００—９−９−９—・・・＝３７ 

を，比較することで「捉えなおし」，かけ

算に対する考えを結びつけます。 


