
 
 
 
 
はじめに 
 昨年度から、「学びを創り続ける子どもの育成」を本校の研究主題に掲げ、「学びを創り続ける授

業のあり方」を明らかにするために研究を行ってきた。その中で算数科では、昨年度、子どもの算

数的な気づきでつなぐ授業に焦点を当てた。学習の過程で学習意欲をもち、子どもは発見や思いや

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（以下、「気づき」と表記する。）

と呼び、子どもが「気づき」をもち続けることによって、学習意欲が高まり、子どもが主体的に学

びを創り続けることができると考えた。そして、この「気づき」でつなぐ授業のあり方を、実際の

授業を通して提案した。 
 
 
 
 
 
 
 

図４－１ 「気づき」を活かす流れ 

 

 実際、昨年度の研究をふりかえると、工夫された教材教具、子ども自らが考える単元構成、既習

事項を生かした発展・創造的な学習などから、子どもがさまざまなことに気づき、その「気づき」

から学び合い、学習意欲を高め、学び続ける姿を提案することができた。すなわち、「子どもたちが、

自らが学ぶ対象に関わり、問題を見つけ、問題を解決する」という一連の問題解決の過程を、子ど

もたちの姿で見取ることができた。しかし、その過程で自らが連続発展していく子どもの姿を示す

ことは十分ではなかったように考える。 
 そこで本年度は、子どもたちのさまざまな「気づき」から、連続発展につながる学びを創り続け

る「気づき」を教師が見取るために、「気づき」を、連続発展につながるものとそうでないものとに

分類整理することが必要である。その上で、連続発展につながる「気づき」から、教師のどのよう

な手だてによって、学びを創り続ける場を創造することができるかについて研究を進めることが求

められる。 
そこで今年度は、連続発展につながる「気づき」を、算数的な「気づき」と呼び、「子どもの算数

的な気づきでつなぐ授業における教師の役割」を研究主題として研究を進めることにした。 
 

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。 
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[算数科における学びを創り続ける子どもの姿] 
 
 
 
 
 
 
 
２．「気づき」について 

 子どもたちは、授業の中でさまざまなことに気づき、その「気づき」が学習意欲を高め、そして

学習意欲が高まることで新たな「気づき」が生まれるという相互関係については、昨年度の研究で

明らかになった。しかし、その子どもたちのさまざまな「気づき」のすべてが連続発展につながる

わけではない。そこで、この子どもたちのさまざまな「気づき」を分類し、整理することとした。

整理する中で、連続発展につながるものと、そうでないものに分けることで、連続発展につながる

学びを創り続ける算数的な「気づき」を明らかにしたい。 
今回、子どもたちのさまざまな「気づき」を、意欲面の「気づき」、算数のよさを実感するという

「気づき」、そして学習したことからやってみたいと思う連続発展につながる算数的な「気づき」と

に分類した。それは、子どもは意欲面や算数のよさについて、多く気づく傾向がある。意欲面や算

数のよさに気づいている子どもが連続発展させる視点に気づくことができるようにするためには、

教師が連続発展につながる「気づき」を持つことができるよう働きかけることが必要であると考え

たからである。 

表４－１ 子どものさまざまな「気づき」の分類整理 

 

このように、１時間の学習の中で、さまざまな「気づき」が生まれる。その中で、連続発展につ

ながる算数的な「気づき」を、本研究で重視する。この表４－１から、意欲面の「気づき」に算数

のよさの「気づき」がミックスされて、連続発展につながる算数的な「気づき」が生まれることが

 意欲面 算数のよさ 連続発展につながる 
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 みんなの考えがと

ても分かりやすかっ
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 ひとつ答えが分
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かえたら他の答え

もわかったよ。 
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じような問題が作られ

そうだ。 
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解決活動 

答えが分かった
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よ。このことを使えば他
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○ 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もったり、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。 



見えてくる。つまり、実際に子どもが持つさまざまな「気づき」は、その子ども自身の次の学びに

つながる、まさに連続発展につながる算数的な「気づき」となり、自ら学びを創り続けることにつ

ながるものとなる。 
そして、授業の中で、「気づき」がたくさん出てくる姿が、まさに「没頭する」姿であると考える。 
 

３．子どもの算数的な「気づき」でつなぐ授業における教師の役割について 

子どもが自ら学ぶ対象に関わり、その対象から問題を見つけ、その問題を解決する一連の問題解

決の過程は、その対象に興味関心を持つことができればできるほど、より学ぶ対象に関わることが

でき、よりさまざまなことに気づくことができる。教師は、興味関心を持つことができる課題設定

をすることで、子どもたちが学習意欲を持って自ら学ぶ対象に関わることができる場を創造するこ

とができる。 

連続発展につながる算数的な「気づき」を見取ることと、その算数的な「気づき」を生かして学

びを創り続ける場を創造することの２つが、教師の役割としてとても大切なことであるといえる。

ここでは、この２つの教師の役割について述べる。 

 

⑴ 連続発展につながる算数的な「気づき」を見取ること 
本研究では、子どもたちから出されるさまざまな「気づき」の中から、連続発展につながる学び

を創り続ける算数的な「気づき」を、教師は見取ることが必要である。そして、この算数的な「気

づき」を見取り、学級全体で共有できた時、連続発展できる場が生まれ、学びを創り続ける場を創

造することができる。このような状況になると、子どもたちは問題解決に向けての課題に対して積

極的に発言したり、身を乗り出して話を聞こうとしたりして学習意欲を持って学習を進めようとす

る。たくさんの「気づき」が表出する、まさに「没頭する」姿を子どもたちは見せてくれる。 

 

①「気づき」の見取り方 

ここでは、先に分類整理した「気づき」の見取り方について述べたい。 

 「気づき」の生まれ方として２つの形がある。ひとつは、学習の中での発言やつぶやき、「あっ、

そうか。」「この考え、こっちにも使えるね。」などの思わず口から出た言葉として表出される。そし

てもうひとつは、学習の最後に行う振り返りでの記述や、ノートに書かれた自分の考えなどに表出

される。前者は音声で表出する「気づき」であり、後者は記述で表出する「気づき」である。 
 前者に属する「気づき」は、身を乗り出して話を聞く、大きな声で伝える、友だちと相談する、

「やってみたい。」「次は～に挑戦したい。」と発言するなど、聞こえてくるばかりでなく、体の動き

や姿勢にも現れる。無我夢中で課題に取り組む姿や、友だちの発表を食い入るように聞こうとする

姿は、「学びたい」「知りたい」という学習意欲を持っている姿の現れである。このような音声で表

出する前者の「気づき」については、学級全体で共有しやすいものである。聞こえてきた言葉を教

師が拾うことで全体化することができ、板書することで視覚化することもできる。そして、音声と

して聞こえてくるものなので、友だちの思考に影響し、さらなる学びにつながることも考えられる。 
後者に属する「気づき」は、今までの学びを活用する、よりよいものを創ろうとする、試行錯誤

を繰り返す、黙々と取り組む、普段の生活と結び付けているなど、個々の姿に現れることが多い。

このような「気づき」は、授業の中では表出されにくい。そこで、ノートや小さいカードに記述さ

せる。 



②連続発展につながる算数的な「気づき」を引き出す手だて 

 子どもたちから連続発展につながる算数的な「気づき」を引き出すための手だてを、授業モデル

の過程ごとに整理した。 
表４－２ 算数的な「気づき」を引き出す手だて 

 

表４－２に示した算数的な「気づき」を引き出す手だてを取り入れ

た授業を構成することで、子どもたちの連続発展につながる算数的な

「気づき」を見取ることができると考える。教師は、算数の授業でさ

まざまな場面の「気づき」を表出させ、学び合いや発表、ノートやつ

ぶやき、ふりかえり等で把握していくことが大切である。 
 

 (ⅰ)iPad のメッセージ・ホワイトボードの活用 

 子どもたちから算数的な「気づき」を引き出す手だてとして、iPad のメッセージやホワイトボー

トの活用が有効であると考える。 
 ホワイトボードは、子どもに１枚ずつ持たせ、自分で考える場面で問題に対しての自分の考えを

記述するものである。子どもが発表する時には、ICT 機器を活用し大きく映し出せる。さらに、黒

板に貼り付けることができるので、同じ考えのもの同士を黒板上で分類することもできる。 
iPad は、小グループに１台ずつ持たせる。まず、問題に対して小グループで話し合った子どもの

考えを、画像や文字として記録できる。次に、その考えをメッセージ機能で他のグループへ送信さ

せることもできる。こうすることで、子どもたちが他のグループの考えを知ることとなり、自分た

ちの考えに生かすことができる。この機能は Wi-Fi 環境で行うので、時間的なロスを生まず、思考

が途切れにくいよさがある。 
この両者は、言葉では伝えきれない部分を視覚化することができることで子どもたちの算数的な

「気づき」を引き出すことができる。そして、学級みんなで共有することで友だちの算数的な「気

づき」からさらなる「気づき」を引き出すことができる。 
なお、この iPad やホワイトボードは、気づきを引き出すものとしては有効であるが、共有化・整

理するのは、教師の役割であることには留意しておく必要がある。 

 算数的な「気づき」を引き出す手だて 

過程③ 

学びの 

ふりかえり 

板書をもとに、子どもの言葉でまとめを行う。全体に紹介する。 

さまざまな「気づき」を、クラス全体に広げる。クラスに掲示する 

観点を明確にして、ふりかえりをノートに書かせたり、「気づき」カードに記入させたりする。 

過程② 

解決への見通し 

解決活動 

自分の考えを発表できる場をつくる。 

友だちの考えをノートに記す習慣がつくようにする。 

iPad のメッセージを使って「気づき」を共有できるようにする。 

気づいたことをふきだしでメモさせる。机間指導で声かけをする。 

ホワイトボードを活用する。既習事項を掲示する。 

過程① 

学ぶ対象との 

出合い 

教材・教具を活用する。ICT を活用し、視覚化する。 
興味関心を持つことができる課題を設定する。適度な困難度を持たせる。 
前時に書かれ、分類された「気づき」カードを提示する。 

４－１に掲示している 
「気づき」の画像 



 (ⅱ)教科ノート・自由ノートの活用 

授業が終わった後、自宅での学習で生まれる算数的な「気づ

き」もある。 
本校では、教科ノートという家庭学習課題がある。教科ノー

トとは、学校で学習したことを家庭でふり返り、学習したこと

を「広める、深める、反復する、補充する」の４つをねらいと

して行うための、ノートを用いての学習方法のことである。こ

れらのノートに学習内容に踏み込んだ気づきが書かれたときに

アンダーラインを引いたり、質問や疑問を書いた感想にコメン

トを記したりすることも、連続発展につながる算数的な「気づ

き」を引き出す手だてとして有効だと考える。 
また、全学年で行われている自由ノートという家庭学習課題

の中では、右の図のような記述が見られた。子どもの算数的な

「気づき」が、次の時間への学習意欲となり、連続発展する姿

が現れていると考える。 
これらの自由ノート・教科ノートは、授業が終わった後、自     ≪自由ノート≫ 

宅の学習で生まれた算数的な「気づき」である。 

        ≪教科ノート≫               ≪教科ノート≫ 
 
⑵連続発展につながる算数的な「気づき」を生かして学びを創り続ける場を創造すること 

連続発展につながる算数的な「気づき」を生かして学びを創り続ける場を創造する手だてとして

導入の工夫、課題の調整、環境整備、交流の場の設定の４つについて示す。 
 まずは導入の工夫である。前時の段階で子どもたちはさまざまな「気づき」をもっている。その

「気づき」から連続発展につながる算数的な「気づき」を共有し、その算数的な「気づき」を生か

して本時の導入を行う。具体的には、前時の子どもの算数的な「気づき」から課題を設定して本時

にその課題を解決する授業を設定したり、本単元に関連する前単元の終末の段階での算数的な「気

づき」から単元の導入を行ったりする。この手だてを導入の工夫とする。 
次に課題の調整である。子どもたちが単元の学習を進めていくうえで、算数のよさややってみた

いことを「気づき」として記述するようにしてきた。中には次時の学習に関連するものもあれば、

次年度以降、中学校などの学習内容に関連するものもある。一方、今後学習の予定はないものの、

生活に活用しようとしたり、より詳しい知識を得ようとしたりする「気づき」もある。そういった

やってみたいことを、子どもの記述通りに課題として設定してしまうと、数分で終わってしまった

り、難しすぎて４５分の授業では解決しなかったりする。そこで、教師が子どものやってみたいこ

とを調整し、適度な困難度や１時間で解決できるものに変換する。この手だてを課題の調整とする。 
 そして環境整備である。子どもが自ら設定・選択した課題を解決するには、多様な道具が必要に



なる。例えば、グラフ用紙やしきつめに必要な平行な線を印刷したプリントといった具体物、他に

も、調べるのに必要な算数に関する書籍や iPad といった情報源がある。これらを子どもたちが必
要なときにいつでも利用できるように、前もって準備しておき、授業が始まる前に、事前に子ども

たちに「ここにこんなものを用意しているよ。」と伝えておく。こうすることで、やってみたいこと

を思いついたり、課題を選択したりする助けにもなる。この手だてを環境整備とする。 
 さらに交流の場の設定である。子どもたちが複数の課題に取り組んだり、複数の考え方で同じ課

題に取り組んだりするときに、本校では学び合いの場を大切にしている。そこで、学び合いの場が

子ども一人ひとりの学びにつながるようにするために、iPad とホワイトボードを利用する。iPad
の利用方法は、ノートやワークシート、制作したものを撮影して、スクリーンに映し出したり、「メ

ッセージ」に送信したりすることで、それぞれの子どもがどのような活動をしているのか、どんな

成果が得られたのかを発表・交流できるようにする。「メッセージ」とは iPadに標準装備されたア
プリで、登録した連絡先のメンバーで情報を共有できるものである。ホワイトボードは、一人ひと

りの自分の考えを記すことができる。発表した後に黒板に掲示することで、クラス全体で共有化で

きる。さらに子どもたちの考えを同じ考えのもので集めたり、考え方の違いで分けたりすることが

できる。このようにこれまでの交流方法に加えて交流の幅が広がる。この手だてを交流の場の設定

とする。 
 これらの導入の工夫、課題の調整、環境整備、交流の場の設定という手だてを、授業内容に応じ

で適切なものを取り入れることによって、連続発展につながる算数的な「気づき」を生かして学び

を創り続ける場を創造することができると考える。 
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