
 

 

 

 

 

はじめに 

 算数的で知的好奇心をくすぐられる対象に出合ったとき、自分でやってみたい、なぜそうなるの

だろう、早く答えが知りたい、友だちに自分の考えを伝えたいと感じたことはないだろうか。子ど

もが毎日の算数の学習の中で意欲を高めながら学びを続けられたら、その学びはきっと子どもの力

となり、さらに学びを進める原動力となるだろう。このような知的好奇心をくすぐる面白さは、算

数の学習内容に含まれている。そこで、子どもが算数と出合うときや、算数のよさを実感するとき

に、新しい疑問や課題に気づいて、気づきを子どもたちで共有できるような場を教師が工夫するこ

とで、さらに学習を進めたいと意欲を高めるようになると考えた。 

本校算数科では、子どもが対象に出合い、課題を見つけ出して、解決し、よりよい考えに練り上

げるといった授業を展開してきた。この学習過程で、子どもは考えたことをもとに学び合いをして

いる。特によりよい考えに練り上げる場面では、互いの考えを比べる活動を通して、いくつかの考

えの相違点や共通点に気づき、あるいは考えのよさに気づく。ここに学び合いの価値があり、本校

算数科で重視してきた学習活動である。本校の子どもたちは、普段の算数の授業で、問題の自力解

決と学び合いをもとにして学習を進めている。この基盤の上に、本年度は、子ども自らが課題を見

つけ出すところに焦点を当てた。課題の内容は、たとえば、「（２けた）÷（１けた）の計算の仕方

を考えよう」などである。学習の過程で学習意欲のある子どもは「九九でできるわり算の繰り返し

だ。」「かけ算のときと同じように筆算でしてみたい。」「３けたでも計算できるのだろうか。」のよう

に、発見や思いや疑問を抱くようになる。この発見や思いや疑問をまとめて「気づき」と呼び、子

どもが「気づき」を持ち続けることによって、子どもが主体的に学びを創り続けると考え、研究主

題を「子どもの算数的な気づきでつなぐ授業づくり」とした。 

 

 

 

 

 

 

図４－１ 「気づき」を活かす流れ 

１．育てたい子ども像 

算数科における学びを創り続ける子どもの姿を次のように捉え、子どもがこの姿となるよう、め

ざしていきたい。 

[算数科における学びを創り続ける子どもの姿] 

 

 

 

 

 

 

２．「算数科における学びを創り続ける」ことと「気づき」と「意欲」の関連 

◇算数科 

子どもの算数的な気づきでつなぐ授業づくり 

小出 一裕・黒川 真奈・恵美 成至 

○ 日常の事物・事象を算数の視点でとらえて、そこから自分なりの思いを持ったり、課題を見

つけ出したりしようとする。 

○ 問題解決にこれまで既習の学習内容を活用しようとし、また、解決にあたって適切な学習内

容を選びながら考えを進める。 

○ 自分の考えを相手に伝えるために、図や表、式などを用いてわかりやすく表現する。 

○ 解決に有効だった友だちの考えに影響を受けて、自己の考えを変容させる。 

○ 学習で生み出した原理などのよさを感じて、次の学習や生活に活用する。 
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２．「算数科における学びを創り続ける」ことと「気づき」と「意欲」の関連  

本研究では、「学びを創り続ける」子ども

を育ていくために、子どもの「気づき」と

「意欲」を重視していく。「学びを創り続け

る」子どもには、子ども自らが算数と出合

ったときに新しい疑問や課題などに気づい

て、それらを解決していきながら、連続発

展させていくことが望まれる。そのために

は、子どもが学ぶ対象としての算数から何

かを「気づく」ことが大切である。しかし、

「気づき」と一言で言っても、学習内容や

授業展開、教師の働きかけや子ども一人ひ

とりによって、「気づき」は様々である。そ

の中でも、今後の学習を見通したり、学習

したことをどのように活用できるか考えた

りできる「気づき」を子どもが持てるよう

にしたい。そういった「気づき」こそ、「学

びを創り続ける」子どもを育てることにつ

ながると考えるからである。 

さらに、その「気づき」を子どもから引

き出されるようにするためには、子どもの

学習意欲が大切であると考えた。それは、

学習意欲が高まり、対象に積極的に関わる

ときに、連続発展へとつながる「気づき」

が引き出されるためである。同時に、算数の本来持っているよさ（数理的な処理の良さ、美しさ、

不思議さなど）に気づいた子どもは、さらに学習意欲を高めていくものと考えられる。このように、

「気づき」と学習意欲は、この点において相互に関係していると考えた。この「気づき」と相互に

関係する学習意欲を、本研究では「意欲」として、「意欲」を高める場面設定が、教師が子どもたち

を育てる手立てだと考えた。 

 つまり、算数のよさに気づいた子どもが「意欲」を高め、高めた「意欲」によってさらに算数か

ら新しい「気づき」を持ち、その「気づき」を疑問や課題として解決していく過程で、新しい知識・

技能・数学的な考え方を獲得していく。これら一連の流れを子どもの「気づき」によってつないで

いくのである。このような学習活動を進めていくことで「学びを創り続ける」子どもを育てたいと

考えている。そのために、「気づき」につながる「意欲」を高める場面設定について明らかにしてい

きたい。 

３．「気づき」について 

本研究では、学習内容から引き出される子どもの「気づき」を教師が解釈して、次の授業へと活

かしていく。次の授業でも子どもの「気づき」を解釈し、活かしていく。このように、子どもの「気

づき」によって連続的につながり、子どもの意識の流れを大切にした授業を想定した。次に授業展

開や単元構成、そこでの「気づき」の活かし方について考える。 

図４－２ 「気づき」と「意欲」の関連 



 

（１）単元構成での「気づき」の位置づけ 

 これまでにも、本校では生活場面などから算数としての課題を見つけ出す「気づき」の段階を授

業の中に位置づけて実践してきた。このとき、教師は問題場面から立式したり構成要素に着目させ

たりすることで問題を明確にして、問題と既習の学習内容とを比較することで本時の課題を浮き彫

りにしていった。本研究では、この「気づき」を前時に位置づけ、子どもの「気づき」をより詳し

く捉えて、次の学習へと活かすようにした。教師が子どもの「気づき」を毎回丁寧に捉えて、授業

に反映させていくことが、子どもが学びを創り続けることにつながると考えたからである。 

また、前時の授業に「気づき」を位置づける単元構成のほかに、単元の冒頭に１時間では解決で

きない問題や、単元全体での学習内容を提示して、単元の学習を通じて少しずつ解決していく単元

構成も考えた。この場合、大きな問題の解決に向けて必要なこと（課題）を子どもから引き出して、

毎時間の授業で１つ１つ課題を解決していく計画を、子どもとともに立てていくことになる。 

いずれにしても、子どもが学びと課題を連続的につなぎ、新しい学びを創り出していく単元構成

が、学びを創り続ける子どもを育てると考えた。 

（２）子どもから「気づき」が引き出される場面 

 子どもが算数に対して「気づき」を持つのは、学習している場面のいつでも起こり得ると言える

が、それらを授業づくりにいかせるようにするためには、記述させることが必要となる。そのため

に、「気づき」を引き出す場面を想定しておいたほうがよい。その場面とは、  

     ○問題に出合う場面          ○自力解決する場面 

     ○友だちの考えを聞いている場面    ○学習をふり返る場面 

が考えられる。あらゆる場面で「気づき」をとらえ、学習に反映させていくのが望ましいが、連続

発展させていくという単元構成の方向性においては、学習をふり返る場面での「気づき」が最も重

要であると考えている。なぜなら、学習をふり返る場面では、１時間の「気づき」を客観的にとら

え、前後の学習との関連について考えることができると考えたからである。そのため、本年度の研

究では、学習をふり返る場面での「気づき」に焦点をあてて考察していく。 

（３）「気づき」の活かし方 

 子どもから引き出した「気づき」は、どのようにして授業へといかす可能性があるのかについて

考えてみる。まず、学級全体での活かし方を考えてみると、子どもから集めた「気づき」を全員で

共有して、次の学習課題に反映することができる。こうすることで、子どもは自分たちの「気づき」

が授業に活かされることを実感できる。この経験を積み重ねることは、自分自身で学びを創り続け

る態度を養うことにつながるであろう。また、授業中に「気づき」を取り上げることで、子どもが

授業中に感じていること、疑問に思っていることを共有することができる。この場合の共有は、子

どもの考えを揺さぶるときに役立つ。 

次に、個人への活かし方を考えてみると、「気づき」を書き表す習慣が身に付くことで、算数の学

習内容や考え方に対して、積極的に働きかける機会が保障されることになる。そのため、子どもの

書く「気づき」に対して教師がコメントを書いて、子どもの視点や考え方を広げることで、連続発

展につながる「気づき」となるように指導することができる。このように、子どもの思考に対して

直接指導することで、算数的によりよい考え方ができる子どもを育てることに役立つ。 

４．子どもが「意欲」を高めるとき 

 「気づき」が引き出されるためには、「意欲」の高まりが大切であることはすでに述べた。子ども

が「意欲」を高める手立てとして、場面設定が考えられる。図４－３のように、授業の中で子ども



 

が学ぶ対象に関わり「意欲」を高める姿を想定して、それらが現れるような場面設定をしていくよ

うにした。なお、学ぶ対象に関わる姿 a～h は、本校総論参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもが算数の学習に対する「意欲」を高めるように、上のような姿が現れるような場面を豊富

に取り入れながら、授業づくりをしていく。 

 そして、子どもが「意欲」を高めたかどうか、場面設定が効果的であったかどうかは、子どもの

記述した「気づき」によってとらえられるようにする。つまり、「気づき」の記述内容を読み取るこ

とで、授業における「意欲」の高まりをとらえ、次の授業への資料として活用する。 

５．領域ごとの「気づき」と場面設定について 

 「気づき」においても、子どもが「意欲」を高める場面においても、領域の特性による違いがあ

ると考えられる。そこで、各領域で「気づき」をどのように取り扱うとよりよいのか、どのような

場面設定が有効なのかを、実践例をもとに見ていきたい。 

（１）数と計算領域の実践例①（３年 「１けたをかけるかけ算」） 

気づき 場面設定 

【１けたをかけるかけ算（導入場面）】 

・１０の位までの数から計算した方が分かりや

すそうだよ。 

・２３×４と３２×４は数が小さいから、２３×

４から先に学習した方がいいよ。 

・繰り上がりがありそうだから、３２×４の方

が先にやったほうがいいよ。 

・２００×３はちょうどの数だから簡単そうだ

よ。 

・３８７×４は一番難しそうだな。 

 

 

【１けたをかけるかけ算（展開時）】 

・１の位から計算していくと、たし算と同じよ

うに繰り上がりがわかりやすそうだな。 

 

 

 

 

 

 

 

 

単元で学習する問題の代表例をまずランダムに

提示し、「どのような順番で学習をすすめていく

といいか」考え、学習計画を立てる場面設定を

した。（板書は学習する順番を決めた後のもの） 

 

 

感想ワークシートの活用によって気づきの連続

発展を助ける。 

算数的活動の楽しさを感じているとき 

「学ぶ対象に関わる姿 bcde」 疑問に思ったことについて解明したり、考

えた仮説（予想）を確かめたりしたいと感

じるとき    「学ぶ対象に関わる姿 ac」 

学習したことを広く適用したり、より高度

に発展させたりしたいとき 

       「学ぶ対象に関わる姿 fgh」 

有用性、簡潔性、一般性、正確性、能率

性、発展性、美しさなどの算数のよさに触

れるとき    「学ぶ対象に関わる姿 e」 

生活に活用できそうなとき 

        「学ぶ対象に関わる姿 fg」 

図４－３ 子どもが「意欲」を高めている姿 



 

 単元の導入の時間には、本単元で学ぶかけ算の問題の代表的なものを一度に数個提示し、「どのよ

うな順番で学習を進めていくといいか」について、子どもたちと考え、単元の学習計画を立てた。

そこでの話し合いの様子は、既習事項である数の構造に着目したり、計算の煩雑さを推測したりし

ている話し合いとなった。 

子どもたちはこの学習計画基づいて学習を進めていき、「この考えは次の学習にも使える考え方だ

な」というように、見通しを持って進めていくことができていた。また、自分たちの気づきによっ

て学習を進めていくことを意識させるために、感想を１枚のワークシートにして単元を通しての感

想を振り返れるようにしていった。 

 

数と計算領域の実践例②（４年 「小数×整数、小数÷整数」） 

子どもたちはこれまでに、２けた以上のかけ算やわり算の筆算の学習で、まず計算の仕方を考え

て、次に筆算の仕方やルールについて決めるという学習の流れについて経験している。そこで、今

回の授業は、筆算の仕方を自分で考えるという場面設定をした。さらに、授業の終末段階では、「今

日の学習や考え方を使うと、新しくできそうなことはどんなことか。」という発問をした。 

 よりよいかけ算の筆算の方法を考えるときには、簡潔性や一般性に焦点を当てて、話し合うよう

にした。筆算づくりを子どもたちに任せることで、筆算の仕組みについて考えられるようになり、

けた数が変わってもできそうだという「気づき」を引き出すことができた。 

 授業の終末段階で、「気づき」を書かせるだけでなく、「気づき」を紹介する授業展開を試したが、

自力解決や学び合いの時間が確保できなかったので、「気づき」の紹介は次時に回すほうがよかった。 

 

気づき 場面設定 

【筆算の仕方を考える（導入）】 

・小数×整数の計算の仕方がわかったから、次

は筆算の仕方を考えられそうだ。 

 

【位をそろえるのか、右端にそろえるのか 

（自力解決）】 

・小数の計算だから、①の方がわかりやすい。 

・整数×整数と同じように計算できるから、 

 ②の方が便利だ。 

 

 

・②だと、けたが増えても、整数のときと同じ

ように小数のかけ算の筆算ができる。 

 

【筆算の仕方を考える（導入）】 

・わり算でも筆算の仕方を考えられそうだ。 

・もっと小さい数や大きい数でも同じように筆

算ができそうだ。 

 

整数×整数や、小数＋小数の筆算をうまく使っ

て、小数×整数の筆算の仕方を考える。 

 

① ２．３    ② ２．３ 

 ×６       ×  ６   

どちらの表し方のほうがよいのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

今日の学習や考え方を使うと、新しくできそう

なことはどんなことか。 



 

（２）量と測定領域の実践例（２年 「かさ」） 

２年「かさ」では、水のかさを普遍単位「Ｌ」「ｄＬ」「ｍＬ」で表す単元である。 

「Ｌ」を学習した時間の終末に、「Ｌ」のはしたが出る水のかさを測定する課題を１問混在させ、

「測定できない。」と気づかせた。この気づきから、「どうしたら、測定できるのか。」という課題を

共有し、気づきを次時への学習へ活かす授業となった。 

その際、目盛りがない１Ｌますを与えることで、目盛りがあれば便利であることに気づかせるこ

とができた。さらに、いくつに分けようかと考え出し、「ｃｍ」から「ｍｍ」をつくりだしたとき

の学習を想起し、「１０」に分けるという子どもの考えを引き出すことができた。 
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気づき 場面設定 

 

 

・何 L かわからなくて、きもちわるいな。 

・１L と半分ちょっとをどうにかしたいなあ。 

・違う大きさのますがいるよ。 

・新しい単位をつくらないと。 

 

 

・目盛りをつくらないといけないな。 

・小さい入れものに移せばいいかな。 

・目盛りをつけて、１０こにわけよう。 

・小さい入れものは１０回入れると１L マス

と同じかさになるといい。 

 

 

 

・４杯目が半分しか入らない。 

・中途半端だ。かさがわからないよ。 

・dL ますより小さいますをつくればいいね。 

・１０こに分けたらつくることができると思

うよ。 

 

 

 

 

 

・「L」のはしたが出る水のかさを測定する課題を

１問混在させる。 

・「測定できない」という気づきから、「どうした

ら測定できるのか」という課題を共有する。 

 

 

・前時の課題を解決するというめあてが共有され

ており、意欲的に学習に取り組める。 

・目盛りがない１L ますを与えることで、目盛り

があれば便利であることに気づかせ、長さでの

学習の経験から、その目盛りは１０等分する考

えを引き出させる。 

 

 

・「dL」のはしたが出る水のかさを測定する課題

を１問混在させる。 

・「測定できない」という気づきから、「どうした

ら測定できるのか」という課題を共有する。 

 

 

【L を学習し、練習問題をする場面（第一時後半）】 

 

【dL を学習する場面（第二時前半）】 

【dL を学習し、練習問題をする場面（第二時後半）】 

※１時間の終末段階で、次の時間につながる場面を設定することで、子どもの「気づき」

が生まれ、その「気づき」を次の学習に活かすことができる。 


