
 
  
 
 
 
はじめに 

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おける教師の役割に焦点を当てた。

子どもは、学習の過程で学習意欲をもち、発見や思い、疑問を抱くようになる。この発見や思い、

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」を持ち続ける

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」でつなぐ授業における教師の役割を、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 

 しかし、その研究の過程で、どの授業においても、単元構成について考えることが必要であるこ

とが見えてきた。授業の中で子どもが持つ算数的な「気づき」は持続せず、時間が経つと薄れてし

まうことがある。また、「気づき」でつなごうとしても、カリキュラム上での配列の関係で活かしき

れない場合もある。このような課題は、昨年度に明らかにした教師の役割につけ加えて、昨年度の

実施カリキュラムを見直すことで、解決できる部分があるのではないかと考えた。 

そこで今年度は、現行の計画カリキュラムを見直すことで、学習意欲がより大きくなり、子ども

の算数的な「気づき」でつなぐ授業をさらに創造することができると考え、「子どもの算数的な『気

づき』でつなぐカリキュラム」を研究主題とし、子どもが学びを創り続けるカリキュラムをつくる

視点を明確にすることを目指して研究を進めていきたい。 
ここで述べる、「子どもの算数的な『気づき』でつなぐカリキュラム」とは、子どもの算数的な「気

づき」を活かした単元ごとの配列を行ったり、単元内の１時間ごとの配列を見直したりしたカリキ

ュラムである。 

 
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、子どもがこのような姿となる

よう、目指していきたい。 

 
２．子どもの算数的な「気づき」でつなぐ授業 
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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。 
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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、この２年間の研

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。 
「気づき」を分類し、整理することにより、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。 
 

表４－１ 子どものさまざまな「気づき」の分類例（２年 たし算とひき算の筆算⑵） 

 

（２）算数的な「気づき」でつなぐ授業について 

先に述べた算数的な「気づき」でつなぐ授業について研究を重ねる中で、その算数的な「気づき」

を見取ることと、その算数的な「気づき」を活かして学びを創り続ける場を創造することの２つが、

教師の役割であると明らかにすることができた。この教師の役割を具現化するために、算数的な「気

づき」を引き出す手だてを授業モデルの過程ごとに整理した。さらに、「導入の工夫」、「課題の調整」、

「環境整備」、「交流の場の設定」という４つの手だてから、授業内容に応じて適切なものを取り入

れることで、学びを創り続ける場を創造することができるということを明らかにした。 

 
３．子どもの算数的な「気づき」でつなぐカリキュラムづくり 

先に述べた「気づき」でつなぐカリキュラムをつくるにあたり、留意しておかなければならない

ことがある。それは、算数科の学習内容は、系統立てて、整理されて配列されている点である。学

習指導要領では、指導すべき事項が細かく定められており、それは、既習事項を活用して学習を進

めていく関係上、自由に単元の配列を変えたり、他学年の内容に踏み込んだりできないということ

である。 

 しかし、この系統や配列は、学習指導要領上で構成されたものであり、子どもの側からとらえた

場合、前項で述べたように、その系統や配列が必ずしも学びの必然性があるものとは言えない。子
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い数字を選べばいいよ。 
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どもの算数的な「気づき」を活かした単元ごとの配列を行ったり、単元内の１時間ごとの配列を見

直したりすることが、算数的な「気づき」でつなぐカリキュラムをつくることになる。 

 

（１）算数的な「気づき」でつなぐカリキュラムをつくる視点 

 これまでの研究の成果をもとに、算数的な「気づき」でつなぐカリキュラムをつくる視点として、

３つの型を提案する。ここでは、その３つの型についてそれぞれ詳しく述べる。 

 

①のりしろ型 

 授業の中の学び合う場面や、学習をふり返る場面で、子どもから出

される「気づき」から、次時につながる算数的な「気づき」を見取り、

共有する。この「気づき」の共有から、次時の課題が見出され、課題

を解決するために、次時が設定される。そして、次時の授業の中で、

さらに次の時間につながる算数的な「気づき」を見取り、共有する。

このような学びを繰り返すことで、子どもの算数的な「気づき」でつ

なぐカリキュラムとなる。 

 １時間の授業を１枚のシートと考え、そのシートを糊でつなぎ合

わせたものを１つの単元と見立て、「のりしろ型」カリキュラムと名

付けた。 

 この「のりしろ型」は、交流の場で、本時の課題を解決していく中で、新たな課題が浮き彫りに

なるような交流の場を持つことが必要となる。 

 これまでの研究の中では、第２学年

「かさ」の授業実践が、この型にあた

る。新しい単位「L」を学習した授業の

後、練習問題の中で、「L」でははした

が出てしまって、測ることができない

問題を一問しのばせる。そのかさを測

りたいという思いから、「L」のはした

について考える必然性が生まれ、新し

い単位「dL」に出合う。次の授業でも

同様に、練習問題の中で、「dL」ではは

したが出てしまって、測ることができ

ない問題をしのばせて、「mL」について

学習する流れである。練習問題の中で、

新たな課題を見出す場をつくることで、

のりしろ型の授業カリキュラムとなる。 

 このように、単元内の学習内容のつ

ながりが強く、次時への算数的な「気づき」

が生まれやすい単元カリキュラムの型として、のりしろ型が有効である。 
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図４－２ のりしろ型 

 

図４－３ のりしろ型の指導計画 
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②こいのぼり型 

 単元の始めに、単元全体を通した

課題に出合う。その課題を解決する

ために、学び合う中で、さまざまな

「気づき」が生まれる。その中から、

解決すべき課題につながる算数的な

「気づき」を見取り、その算数的な

「気づき」で単元を構成する。算数

的な「気づき」から生まれたすべて

の課題が解決されたとき、単元全体の課題を解決することができるカ

リキュラムである。 

 単元全体の課題をこいのぼりをつなげる柱、一つひとつの課題を柱につなげた風にたなびくこい

のぼりと見立て、「こいのぼり型」カリキュラムと名付けた。 

 この「こいのぼり型」は、第一次第一時

での導入の工夫が大切である。ここで、子

どもが問題意識を持ち、単元全体を見通す

ことが必要である。また、一つひとつの課

題についても、適度な困難度となるよう、

課題の調整も必要である。 

 第２学年「はこの形」では、第一次第一

時で、８枚の面を使って箱を作る活動を行

う。箱を完成することができた子どもは、

面と面を合わせるという操作から、「面」と

いう構成要素に気づく。完成できなかった

子どもは、辺が合わない、頂点がずれると

いう課題から、「辺」「頂点」という構成要

素に気づく。３つの構成要素という算数的

な「気づき」で単元を構成し、学習してい

くことになる。ここに、箱を作りたいという必

要感を持ち、その箱の形に必要な３つの構成要素について考えなければならないという学びの必然

性が生まれる。 

 このように、単元全体の目標に合う課題を設定することができる単元のカリキュラムの型として、

こいのぼり型が有効である。 

 

③しましま型 

 子どもたちは、毎時間の学習の中で、さまざまな「気づき」を持つ。その「気づき」から見取っ

た算数的な「気づき」に対して、毎時間取り上げ、みんなで解決していくことができることが望ま

しいが、指導すべき事項が細かく定められており、子どもの算数的な「気づき」を、そのまま授業

の中に取り入れることは難しい。そこで、子どもの算数的な「気づき」を教師がストックしておき、
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図４－４ こいのぼり型 

 

図４－５ 箱をつくってみよう 

図４－６ こいのぼり型の指導計画 
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単元の中で、そのストックしたものの中から、やってみ

たいことを選んで、実際にやってみる時間を保証する。

単元の中で、子どもの算数的な「気づき」に取り組む活

動を取り入れたカリキュラムである。 

 単元を、従来通りの学級全体で学びを進めていく時間

（白）と、子どもがやってみたいことを選択できる時間

（黒）とに分ける。この（白）と（黒）とが単元の中で

繰り返され、単元全体を縞模様と見立て、「しましま型」

カリキュラムと名付けた。 

 この「しましま型」は、子どもの算数的な「気づき」

を大切にするので、とても意欲的に活動する姿を示して

くれる。しかし、子どものやってみたいことのうち、現

段階では解決することができないものや、学年を超えた発展的課題のものもある。そこで、算数的

な「気づき」をストックした後、課題の調整

が大切となる。すなわち、やってみたいこと

を、適度な困難度の課題に変換することが必

要である。 

 第３学年「たし算とひき算の筆算」では、

たし算の筆算を学習し、そのあと、ひき算の

筆算を学習する。たし算の筆算を学習する２

時間の授業（白）の中で、子ども達はさまざ

まな「気づき」をもつ。その中から、算数的

な「気づき」を教師が見取り、３時間目（黒）

に課題の困難度を調整して子どもに提示する。

そうすることで、子どもはやってみたいこと

を選び、意欲的に取り組むことができる。ひ

き算の学習でも同様の時間（白）（黒）を保証

する。また、単元の最後には、もう一時間、

自分でやってみたいことに取り組む時間（黒）

を取る。このように、子どもが持つ算数的な

「気づき」を活かす場を、単元の随所に保証

することで、子どもは意欲的に学びを創り続

ける。 

 この型は、いずれの単元のカリキュラムの型としても有効である。また、課題を選択できる時間

（黒）を、単元の最後にだけ設定する形も可能である。 

 

 以上、３つの型について述べてきたが、どの型を選択するかについては、単元の特性に応じて、

教師のほうで決めていく。そして、子どもの算数的な「気づき」を見取り、その見取りから、型に

あてはまるように単元構成を行うことになる。 
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図４－７ しましま型 

 

図４－８ しましま型の指導計画 

 
単元の中で、そのストックしたものの中から、やってみ

たいことを選んで、実際にやってみる時間を保証する。

単元の中で、子どもの算数的な「気づき」に取り組む活

動を取り入れたカリキュラムである。 

 単元を、従来通りの学級全体で学びを進めていく時間

（白）と、子どもがやってみたいことを選択できる時間

（黒）とに分ける。この（白）と（黒）とが単元の中で

繰り返され、単元全体を縞模様と見立て、「しましま型」

カリキュラムと名付けた。 

 この「しましま型」は、子どもの算数的な「気づき」

を大切にするので、とても意欲的に活動する姿を示して

くれる。しかし、子どものやってみたいことのうち、現

段階では解決することができないものや、学年を超えた発展的課題のものもある。そこで、算数的

な「気づき」をストックした後、課題の調整

が大切となる。すなわち、やってみたいこと

を、適度な困難度の課題に変換することが必

要である。 

 第３学年「たし算とひき算の筆算」では、

たし算の筆算を学習し、そのあと、ひき算の

筆算を学習する。たし算の筆算を学習する２

時間の授業（白）の中で、子ども達はさまざ

まな「気づき」をもつ。その中から、算数的

な「気づき」を教師が見取り、３時間目（黒）

に課題の困難度を調整して子どもに提示する。

そうすることで、子どもはやってみたいこと

を選び、意欲的に取り組むことができる。ひ

き算の学習でも同様の時間（白）（黒）を保証

する。また、単元の最後には、もう一時間、

自分でやってみたいことに取り組む時間（黒）

を取る。このように、子どもが持つ算数的な

「気づき」を活かす場を、単元の随所に保証

することで、子どもは意欲的に学びを創り続

ける。 

 この型は、いずれの単元のカリキュラムの型としても有効である。また、課題を選択できる時間

（黒）を、単元の最後にだけ設定する形も可能である。 

 

 以上、３つの型について述べてきたが、どの型を選択するかについては、単元の特性に応じて、

教師のほうで決めていく。そして、子どもの算数的な「気づき」を見取り、その見取りから、型に

あてはまるように単元構成を行うことになる。 

 

第１時 

第２時 

第３時 

算数的な「気づき」  

第４時 

第５時 

第６時 

算数的な「気づき」  

算数的な「気づき」  

算数的な「気づき」  

ス
ト
ッ
ク 

 

ス
ト
ッ
ク 

 

算数的な「気づき」に

取り組むことができる

（黒）の時間を設定。 

図４－７ しましま型 

 

図４－８ しましま型の指導計画 

— 58 —



 
（２）カリキュラムの見直しと、新たなカリキュラムづくり 

実際、子どもの算数的な「気づき」は、あらかじめ想定されるものばかりではない、授業の中で

表出される、子どもの算数的な「気づき」によってカリキュラムを見直すべきである。そして、３

つの型で行った実施カリキュラムと計画カリキュラムを比較し、新たに計画カリキュラムを作成す

る。このサイクルを続けることによって、学びを創り続けるカリキュラムになっていくと考える。 

そのためには、子どもが学びの必要感を持つことができたか、カリキュラムに必然性があったかを

判断材料とする。そして、子どもが意欲的に学習を進め、新たな算数的な「気づき」が生まれ、そ

の算数的な「気づき」を教師が見取ることができたとき、算数的な「気づき」でつなぐカリキュラ

ムとなり得たと考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 この実施カリキュラムをもとに、来年度の計画カリキュラムを作成していく。そして来年度、こ

の計画カリキュラムをもとに、実施カリキュラムを作っていく。このサイクルを大切にして、子ど

もが学びを創り続けるカリキュラムを作っていきたい。 
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図４－９ 試行錯誤して作図する様子 

第５学年「合同な図形」の単元は、ぴったり重なるものを合同な図形であると定義し、そ
の性質には、頂点の位置、辺の長さや角度の大きさが等しいことを見つけることをねらいと
する。さらには、図形の弁別、作図へとつながっていく計画カリキュラムとなっている。こ
の単元を、算数的な「気づき」でつなぐカリキュ 
ラムにするため、「のりしろ型」カリキュラム 
を実施カリキュラムとして授業を行った。合同 
な図形をかくための条件を与えてから作図する 
のではなく、何も条件を与えずに作図させる活 
動を取り入れた。そして、合同な図形を作図す 
ることで、子どもが必要な条件を考えていくこ 
とができるよう、教師の働きかけを行った。こ 
こでの子どもたちの必要感は、「条件が多すぎる 
から、もっと簡単に作図したいな。」と感じた場 
面に見られた。さらに、「絶対に必要な条件は何 
なのだろう。」と、子どもたちが試行錯誤して作図している場面に見られたといえる。授業
後のふりかえりでは、「作図の条件をもっと調べたい。」といった気づきが多く見られた。こ
の算数的な「気づき」を、次時では「合同な図形をかく時に必要な条件は何かを調べよう。」
というつながりのある展開にした。まさに、「のりしろ型」カリキュラムである。 

この授業では、一人で考えた後、みんなで考える場面に進む段階で、「もっと、時間がほ
しい。」の声が随所で聞こえてきた。授業の最後の「気づき」シートでも、「時間が足りなか
った」という記述が多く見られた。子どもたちが意欲的に学ぶことができていたことは成果
ではあるが、一人で考える時間として十分保障できていなかったことが課題であった。おそ
らく、ここで十分な時間が確保されると、子どもたちはさらに意欲的に学習し、さらなる算
数的な「気づき」を生むことにつながったと考える。そこで、来年度の計画カリキュラムで
は、子どもが一人で考える時間を十分確保して、学びが途切れないようにするカリキュラム
を作ることとした。 
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