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１．はじめに

　算数・数学の授業の中にゲームを取り入れる端緒となったのは，遠山啓（1981）によるキャラメルの

空き箱を使った「数あてゲーム」である（図１）。このゲームでは，出題者の子どもが，空き箱の中に数を

書いたカードを入れて，「２つの箱の数に７を加えると13になります。このカードに書いた数を当てて

下さい」と問いかけ，解答者の子どもがその問いの情報をもとに箱の中の数をあてるというものである。

解答者が解き終えたら，出題者は先のカードを引き出して，その答えが正しいかを確認し，正しければ

解答者の勝ち，そうでなければ出題者の勝ちとなる一種の数学試合である。

【研究論文】

算数・数学教育におけるゲームの役割

―小学校低学年のゲーム例を中心に―

青木　慎恵１・伊禮　三之２

Role of Games in Education of Mathematics
: Focused on Example of Games in Elementary School Lower Grades

Norie AOKI，Mitsuyuki IREI

要　約

　算数・数学教育における「楽しい授業」の発見は，1970年代，遠山啓のキャラメルの空き箱を使った「数あてゲー

ム」による一次方程式や連立方程式（箱の代数）の授業が端緒である。これ以降，次々と「楽しい授業」のための

「ゲームの算数・数学」の授業が開発されていった。当初，ゲームの意義は，「授業＝儀式」という儀式的授業観を

打ち破り，子どもたちが「自分の発意や工夫をつくり出す自由」の体験として位置づけられ，その役割は，主に計

算スキルの習熟をたやすくすることにおかれていたが，ゲームの蓄積とともに，「規則・法則の発見」，「重要な概

念の理解」，「学習内容の定着化」などの役割も明らかになっていった。

　本稿では，比較的小学校低学年の子どもたちに歓迎されるという「学習内容の定着化をはかるためのゲーム」

と「重要な概念をうえつけさせるためのゲーム」のタイプを中心に，認知心理学における熟達化研究を参照しな

がらゲームの役割を検討し，位置づけ直した。その結果,低学年の子どもたちにとっても,「定型的熟達化」より，

概念的な理解を基盤とした「適応的熟達化」を指向したゲームの教材化が望ましいとの示唆を得た。なお，上記３

タイプのほかに，「ゲームそのものの数理を対象とするゲーム」の存在も指摘した。

キーワード：楽しい授業　ゲームの算数・数学　習熟　定型的熟達化と適応的熟達化　ゲームの役割

１ 福井県立高志高等学校
２ 琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

図１　数あてゲーム――箱の代数（１次方程式）

＋７＝13　⇔　２x＋７＝13
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　この「数あてゲーム」は，数学的には，１次方程式「２x＋７＝13」を解くことと同じで，方程式の意味

とその解法を考えていることになっている。「数あてゲーム」を体験した子どもたちは，算数・数学に少

しも嫌悪することなく，むしろこの授業を歓迎し，方程式の解法もきちんと理解したのであった。この

経験が，遠山にとっての「楽しい授業」の発見であったのである。

  遠山は，「ゲームの算数・数学」の教育的意義を，これまでの儀式的な授業観を打ち破るものとして位

置づけ，次のように述べている（遠山）。

表１　ゲームのもつ教育的意義（遠山）

　ゲームそのものを頭から否定する人も多い。むしろ，そういう人が圧倒的多数を占めるだろう。”ゲームは授業

を茶化すものだ”という批判がある。たしかにそれは，▽授業＝儀式▽という長いあいだの通年と衝突する。ゲー

ムをやらせると，教室は騒然となって，隣の教室から抗議を申し込まれる。（中略）この困ったことのなかに，じ

つはゲームのもつ”革命的な”意義があるのだ。これは旧来の▽授業＝儀式▽という定式を打ち破る点でまさに

そうなのである。

　さらに遠山は，「数学という学問そのものが全世界の数学者の参加する大きなゲームであるといえな

くもない。だれかが問題を出し，だれかが答えるという形で研究が進んでいく」と述べ，「学びのない学

びはない。また，学びのないと遊びもない」として，「学びと遊びはまったく同一のもの」であり分かち

がたい営為であると捉えている。ここには，「楽しい授業」の「楽しさ」は，対象世界の「数学」における

数学者の研究活動そのものの楽しさにあることが表明されている。それは数学的な概念や法則に裏打ち

された知的関心にもとづくものであり，当然知的緊張や努力もともなうものとみなされる。「スポーツや

ゲームにおけるルールに相当するものは客観的な真理であり，これは動かすべからず他者として研究者

の前に立ちはだかる。そこに闘争がおこる。」と。

　「楽しさ」のもう一つの根拠は，数学学習の主観的な側面への注目である。子どもたちが数学を楽しく

ないと感じていたり，受動的な学習態度であったりすれば，自分の頭の中に数学をつくりあげることは

できない。遠山は，「数当てゲーム」の経験から，「解答者と出題者を変えることによって，自分の発意や

工夫をつくり出す自由を体験させることに，ゲームのもつ革命的といってもよい意義がある」と述べ，

数当てゲームの中で，受け身の「解答者」から自分の発意による問題の「出題者」に転換する場面に，子

どもたちが学習の主体として立ち上がる姿を見いだしている。

　数学教育に「ゲーム」を導入することに対して，無味乾燥な計算練習を数学そのものの楽しさではな

く，甘いオブラートに包んだものにすぎないという疑問や，ゲームは「現実から離れた遊びでしかない。

算数・数学の授業は遊びでよいのだろうか」として，数学的な認識の深化や発展を停滞させるのではな

いかという批判がある（岡部）。「ゲーム」は「素材」であり，授業の「教材となりうる可能性のあるもの」（益

子）の一つでしかない。教師による単元構成や授業設計のプロセスに「ゲーム」が適切に位置づけられて

こそ「教材」となりうるのであって，当然，「ゲーム」は「現実から離れた遊びでしかない」。「ゲーム」の

内容とその活用場面を子どもたちの発達や認知に即して，「教材」としての「ゲーム」の価値を具体的に

解明していくことが重要であろう。

２．習熟について ―「定型的熟達化」と「適応的熟達化」

　「数学は理解だけでなく習熟を必要とする教科」（遠山）であるが，「学習内容の定着化をはかるため」

の「習熟」を考える上で，認知心理学の，ある領域の初心者（novices）から熟達者（experts）になる「熟

達化（expertise）」に関する研究が参考になる（波多野1988，松下1990，1991，1994，2005）。熟達化のプ

ロセスには大きく２つの局面があり，まず，学習開始時における対象の「概念的知識」の獲得があげられ
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る。概念的知識とは，対象がどのようなものであるかについての知識であり，例えば，たし算には合併と

添加の２つの意味がある，数は十進構造をもつ，などである。続く局面は，「手続き的知識」を獲得する

ことである。手続き知識とは，対象がどんな仕方で扱うかについての知識のことであり，その代表は，算

数・数学の計算のアルゴリズムである。

　第２の局面は，さらに２つのプロセスからなる。第１は，概念的知識を手続き的知識に変える「手続き

化（proceduralization）」の過程である。くり上がりの素過程，６＋７の計算を例にあげると，以下のス

テップをふむ。

　　　ア　６と７を５-２進で分解して，６は５と１（６＝５＋１），７は５と２（７＝５＋２）

　　　イ　５と５で10（５＋５＝10），１と２で３（１＋２＝３）

　　　ウ　10と３を合わせて13となる。

　この手続きの基盤となるのは，たし算の意味（合併）や，６や７の５－２進での分解（５～９の数の定

義），十進位取り記数法などの概念的な知識であり，これらの知識の手続きへの変換が必要なわけであ

る。続いて，これらのステップの縮約化をはかってある程度速く計算できるようにすることが必要で，

このプロセスが「合成（composition）」である。この段階に入ると手順の練習に伴って，その行為部分が

意識的な努力や制御なしに実行されるようになっていく。これを行為の「自動化（automatization）」と

呼んでいる。こうして，加法の素過程が長期記憶に保存されて，いつでも作業記憶に取り出せるように

なり，他の作業も並行して行えるようになる。もう一度整理しておくと，次のようになる（表２）。

表２　熟達化のプロセスにおける２つの局面

⑴　第１の局面：概念的知識の獲得―対象がどのようなものであるかについての知識の獲得

⑵　第２の局面：手続き的知識の獲得―対象をどのように扱うかについての知識の獲得

①　手続き化（proceduralization）

　　　→概念的知識を手続き的知識の形に変えること

②　合成（composition）

　　　→手続き化のいくつかのステップを１つにまとめること

合成の段階での反復練習の効果が，行為の「自動化（automatization）」として表れる。

ア）速さと正確さ

　　速さとともに正確さも増す。

イ）心的努力の節約

　　習熟してくると，計算手続きへの注意の必要性が少なくなり，無駄な操作もなくなる。

ウ）他の作業の同時遂行

　心的努力の節約は，作業記憶の余裕を生み，当初の作業と同時に，並行して他の作業を可能に

する。

 

　ところで，熟達化には，定型的な問題を極めて速くかつ正確に解くのに最適なシステムをつくりあげ

ることと，豊富な知識に基づく適応的で柔軟性を追求していくこととの，２つの方向がある。前者のよ

うな熟達化を「定型的熟達化（routine expertise）」，後者を「適応的熟達化（adaptive expertise）」と呼ん

でいる。この２つの違いを簡単に見ておこう。

　定型的熟達化は，先にも述べたように，定型的な問題をひたすら速く正確に解けるようになることを

指向する。問題のパターンが限られていて，それを手際よく解くことが大切であるような定型的問題解

決の領域では，その手続きの意味は理解していなくても答えは出せる。より速くより多くの計算ができ

ることを否定する必要はないが，速さの追求は，時として概念的知識の再構成の機会を奪ったり，理解

の余裕を与えなくなってしまったりすることがある。
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　これに対して，適応的熟達化は，その領域で扱われている対象についての豊かな概念的知識に基づい

て，さまざまな問題の解法やその手続きの意味を理解しており，問題の違いに対応して柔軟な問題解決

を行えるようになることを指向する。「手続きがうまく働くのはなぜか？」を問い直し，概念的知識を再

構成し，手続きの習熟を通してもう一度概念を理解しなおす。この場合の手続きは，適応性や柔軟性を

持っているのである。両者の大きな違いは，速さと柔軟性の重点の置き方である（表３）。

表３　定型的熟達化と適応的熟達化

①　定型的熟達化：（速さを指向）

　決まった型の行為をきわめて速くしかも正確にできるようになる，というタイプの熟達化。

②　適応的熟達化：（柔軟性を指向）

　その領域についての豊かな概念的知識をもち，それに基づいて対象を深く理解し，対象の変化や多様性に合

わせて手続きを柔軟に変更しうる，というタイプの熟達化。

　こうしてみると，計算指導で有名な公文式や岸本式，陰山式百マス計算などは，定型的熟達化の性格

を強くもっていることがわかる。決まった型の問題をより速くより多く解くことで，１位数の加減の素

過程などを覚えて，記憶した計算結果をできるだけすばやく頭の中から取り出すことができるようにな

る。しかし，速く計算ができるようになったからといって，数学的な概念や法則と結びついた原理的な

理解ができているとは限らない。波多野（1988）の珠算式暗算における熟達化の研究においても，定型的

な問題を極めて速くかつ正確に解くのに最適なシステムをつくりあげることと，豊富な知識に基づく適

応的で柔軟性を追求していくこととは，いかに両立し難いかが明らかにされている。問題を解く際に，

柔軟性を発揮するうえで一番重要なのは原理的な理解なのである。なぜなら，新しい手続きを発明した

り，知識をさまざまな場面で適用したりすることを可能にするのは原理的な理解だからである。

　一方，十進構造を反映したタイルという教具・学習具を使用した指導法などは，「適応的熟達化」の性

格をもっているといってよい。タイルという教具・学習具は，概念だけでなく手続きも表現できて，タ

イルによる現実的操作と数字という記号操作のずれが少なく，「その手続きがうまく働くのはなぜか？」

という問いに答えやすい。また，さまざまな教具を使って概念的知識を獲得できるよう指導しておいた

場合でも，手続きの習熟を通して概念的知識を再構成させることは重要である。なぜなら，「手続き化」

から「合成」，「自動化」に進むにつれて，もともとどのような概念的知識を基盤としてその手続きが生み

出されていたのかが見えにくくなるからである。

　さて，計算ドリルによる習熟というと，百マス計算のように，何やら必死の形相で，時計とにらめっこ

をしながら，慣れと訓練によって，苦痛に耐えながら身につける，というイメージがあるのが普通だろ

う。しかし，子どもの生活に中にある身近な遊びに少し手を入れると，算数のドリルとして利用できる

ものも少なくない。例えば，「トランプ」に，０から９までの「りんご・タイル・数字・数詞」を絵札とし

て割り振れば，１位数の概念を身につけるゲームになる。また，九九の範囲の１あたり量×いくつ分の

問題場面を絵札にして，その問題場面を読み札にすれば，子どもが熱中する「かるた」遊びのゲームとし

てになる。ここで，「ゲーム（game）」について，辞書（『大辞林 第三版』三省堂）を引いてみると，①（勝

ち負けをあらそう）遊び，遊技。②（スポーツの）試合。競技。また，その回数，③テニス・卓球などのセッ

トを構成する単位，などと記されている。

　本稿では，「ゲーム」を単なる遊びではなく，①の意味ににくわえて，教育活動の中で扱われることを

含意して，「勝ち負けを決めるルールをもとに他者とのやりとりを通した遊び」と定義し，「習熟をたや

すくする」（遠山）利点もあるゲームについて，主に，小学校低学年の授業で利用される「ゲーム」を紹介

しながら，認知心理学における「熟達化」研究を参考にして，その役割を検討していく。
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３．算数ゲームの紹介

⑴　９までの数のトランプカード

　数（自然数）には，ものの大きさを表す集合数（基数）とものの順番を表す順序数（序数）という２つ

の側面がある。よく幼児に，「いち，に，さん，…」と大きな数まで数えさせている光景を見かけるが，

それは順序数としての数を学習していることになる。100までの数を数えることができれば，たいてい

の親は，我が子は100までの数を理解していると喜ぶのが普通であろう。ところが，数を数えることが

できても，集合数としての数を理解しているとは限らない。５才の幼児に，片手の指を広げて見せて，

「５才ってこれだけ？」と聞いてみると，そくざに「うん！」と答えるが，続けて，両手の指で５をつくっ

て（例えば，３と２）見せて，もう１度「５才ってこれだけ？」と聞いてみると，ほとんどの幼児は，「う

う～ん。ちがうよ」と首を横にふる。

　つまり，数概念の確立のためには，ものの大きさを表す集合数としての意味を理解していなければ

ならない。そのためには，数（集合数）の保存性の獲得が必要である。それは，①数は，２つに分けて

も３つに分けても，全部合わせるともとの数と変わりがない（分割に対する不変性），②並べ方や位置

が変わっても数は同じ（配置や位置に対する不変性），③右からかぞえても左からかぞえても数は同じ

（順序に対する不変性），という３つの理解がその指標となる。

　こうして数概念の形成のためには，「数える」ことからではなく「集合づくり」からはじめて，次の

ような段階を経ることになる。

①　分類（集合づくり・仲間集め）

　バラバラなりんご・みかん・バナナ…などを，

りんごはりんご，みかんはみかんと同じものを１

か所に集める。

②　１対１対応

ア　りんごとみかんなどの２つの集合を，１対１

に対応づけて，余った方が「多い」，不足した方

が「少ない」，そして，過不足無く対応づけられ

た場合が「同じ」，との判断を形成する。

イ　りんごといちご，バナナの３つの集合があっ

て，りんご＝いちご，いちご＝バナナから，り

んご＝バナナが成り立つ（推移律）ことを，こ

れも１対１対応によって確認する。

③　類別

　１対１対応によって大きさの等しい集合を集

めて（類をつくる＝類別），それをタイルで代表

し，この類の大きさに数を命名する。

　つまり，数（集合数）とは，１対１対応によって不変

な集合の大きさに他ならない。

　なお，タイル，数詞，数字の結びつきを三者関係と

呼んでいる（図２）。このあとに，集合数と順序数の統

一を行う。

　また，１～９の指導のいずれかの間に，「０」の指導が入る。「０」は「無としての０」がその第１の意

味でがあるが，なかなか理解できない子もいる（何もないのは想像できない！）ので，導入においては

助走をつけて「あった物が無くなった」と指導する（図３）。

図２　三者関係

…

｜｜｜

（具体物）

↓↑

タイル（代表／半具体物）

３ さん

詞数字数
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　さらに，小さい子にとって乱雑におかれた10個のものを一挙に把握することは難しく，数えないで

瞬時に判断できる大きさは，それほど大きくはない。ただ，整頓されている形態でならかなりの数が

区別可能である。さらに，中間に５をおく（５-２進法と呼ぶ）と，さらに区別可能となるだけでなく，

合成分解の指導も，５までの「制限された合成分解」で十分となる（図４）。

　９までの数を学んだ後に，これから紹介するトランプカードを利用して，集合数を表す具体物（り

んご）とそれを抽象化した半具体物としてのタイル，数字，数詞をしっかりと結びつけて，９までの数

の理解をはかる。

  ０から９まで，りんご（具体物）・タイル・数字・数詞を書いたトランプカードを準備する（図５）。

各10枚で40枚のカードができる。ばばぬきや神経衰弱，５並べなどトランプと同じような遊びが可能

ある。ここでは，「５並べ」と「神経衰弱」を紹介する。

５並べ

①　トランプの７並べと同じように遊ぶ。１組４人グループを作るのがベスト。

図３　「０」の指導

図５　数字・数詞・タイル・りんごのトランプカードの例 ⑺

図４　５タイルを加味した１位数の構成

６１

７２

８３

９４

びんづめ

じ５

↓↑ ゅ

う

かんづめ

３ ２ １ ０

←「あった物がなくなった」
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②　トランプと同じようにカードを全員に配る。

③　りんご・タイル・数字・数詞の「五」（これが中間のカードとなる）を持っている人は，最初に

出しておく。

④　タイルの「五」を出した人からスタートし，右回りの人が続いていくものとする。

⑤　出ている「五」のカードの前後に続けて，「六」か「四」のカードを１枚ずつ置いていく。ただし，

数字は数字，タイルはタイルなどに続けて置いていく。

⑥　自分の手持ちのカードが出せなかったり，相手を妨害したいときにはパスをすることができ

る。パスは３回程度がよい。

⑦　手持ちのカードが早くなくなるか，他の人がおけなくなったら勝ちとなる（図６）。

神経衰弱

①　トランプの神経衰弱と同じように遊ぶ。何人でも可能だが，４人で遊ぶのが最適である。

②　すべてのカードを裏返しておく。ジャンケンで順番を決めて，自分の番に２枚のカードを開ける。

③　「りんごの６」と「数字の６」のように同じ数が出たら自分のカードとなり，引き続き２枚のカー

ドを開けることができる。開けたカードが異なる数になったら次の人の番である。

④　カードがなくなるまで続け，一番多くのカードを集めた人が勝ちとなる（図７）。

⑵　富士登山すごろくゲーム（くり上がりのないたし算の素過程）

　私たち大人は，整数の加減ならば，どんな問題を出されても必ず計算できる。すべての問題に対す

るドリルをしたわけでもないはずなのに，考えてみれば不思議なことである。その整数の加法の３位

数＋３位数までの問題総数は，くり上がって４位数になるものを除くと81万題ある。それらの問題を

限られた時間にすべてできるようにするためには，当然，なんらかの型分けや分類が必要となる。

　ここで，私たちが346＋152をどのように計算しているかを振り返ってみよう。まず，一の位の６＋２ 

図６　５並べ 図７　神経衰弱

図８　加法の素過程と複合過程

３４６
＋１５２
↓ ↓ ↓ （分析）

３ ４ ６ ←（加法の）素過程（elementary process）
＋１ ＋５ ＋２

＝多位数の計算の最小単位となる計算
↓ ↓ ↓ （総合）

３４６ ←（加法の）複合過程（compound process）
＋１５２

＝素過程を結合した多位数の計算
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を計算し，続いて十の位の４＋５，百の位の３＋１を計算し，その結果を３位数に直して498という答

えを出している。つまり，３位数＋３位数を，１位数＋１位数に分解して計算し，そののちにそれらを

結合して解を得ているのである。このように，これ以上分解できないたし算の最小の単位となる計算

を素過程と呼び，それを結合した計算を複合過程と呼ぶ（図８）。

　さらに，くり上がりの有無や０の有無などで類型化すれば，素過程や複合過程の型分けができる。

ここでは，加法の素過程の型分けを示しておく（図９）。

　この加法の素過程に関するゲームを紹介しよう。「富士登山すごろくゲーム」と呼ばれるもので，遠

山啓によって，５-２進法における５以下の数の加法の習熟をねらいとして考案された。準備物は， 

０～４までのタイルと０～５までのタイルが書かれた六面体サイコロ２個と渦巻き状の道をつけた

７×７のすごろく盤，人数分の駒（チップなどで代用可）である。遊び方は，以下の通りである。

①　すごろく盤を机の上に置いて，各自自分の駒を出発点に置く（１組４人程度）。

②　じゃんけんで順番を決め，最初の人から，サイコロを２個同時に振る。

③　出た目を見て「３＋４は…」と言いながらサイコロを合わせ，「７」と答えを言う。

④　答えが正しければ，すごろくの盤上を「７」だけ駒を進める。

⑤　続く人も同じようにしてゲームを進める。

⑥　富士登山山頂に見立てた「ゴール」に早く到着した人が勝ち。馴れてくると，「ゴール」にぴった

りの数が出ずにオーバーする場合は，その分駒を戻すというルールにするとよい。その間に追っ

手が迫ってくるため，スリルがまして盛り上がる（図10）。

図９　加法の素過程の型分け

図10　六面体サイコロの展開図と六面体サイコロによる計算例（３＋４）及びすごろく盤

２
＋０↑

↓
２ ０ ９ ９

→
＋２ ＋０ ， ＋９ ＋１

↓
↑

０
＋２

くり上がりなし くり上がりあり

ゴ
ー
ル
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⑶　ひき算タイル取りゲーム―減法の素過程（くり下がりあり）

　まず，素過程のくり下がりのある減法の計算法について整理しておこう。

　減加法は，一の位の４個から６個は取れないので，十の位の１本を10個に変身させて，そこから６

個を取って４個，それと一の位の４個と合わせて８個となり，「ひいてたす」ところからこの名前がつ

いている。つまり，

　　　　　14－６＝（10－６）＋４＝４＋４＝８

と計算するのである。この方法が教科書でみられるもっとも多い方法である（図11①）。

　減々法は，一の位の４個からとれるだけ取って，残り２個を十の位の10個から取る「ひいてひく」方

法のため，この名前がついている。つまり，

　　　　　14－６＝１４－（４＋２）＝（４－４）＋（10－２）＝８

とする。一時期，流行った方法であるが，上の学年の減法で下から引いてしまうつまずきが続出して，

いまではほとんど採用されていない（図11②）。

　５-２進法は，中間の５タイルを加味した計算法である。減加法や減々法と違い，タイル操作では両

手取りとなる（図11③）。

　　　　　14－６＝（５＋５－５）＋（４－１）＝５＋３＝８

　なお，もう一つ補加法（加法の逆）という方法があるが，日本では一度も採用されたことはなく，６

にあといくつたせば14になるかを考えていく方法である。その際，中間にラウンドナンバーの10にな

るようにカウントして答えを求めていく。

　　　　　14－６→　６＋８（＝（６＋４）＋４）＝14　→　８

　ではゲームの紹介に移ろう。このゲームは，５-２進法におけるくり下がりのある減法の習熟をねら

いとしている。ただし，子どもたちは問題によっては減加法を利用する。

　準備物は，10 ～ 18までのタイルと数字が書かれた十二面体のサイコロ２個（図12）と子ども用のタ

イル，遊び方は，以下の通りである。

図11　減法の計算法（くり下がりのある場合）

① 減加法 ② 減々法 ③ ５-２進法

（ひいてたす） （ひいてひく） （両手でひく）

→

－ ６ － ６ － ６ － ６
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　①　１組４人ずつでグループを作り，各自のタイル（のっぽとちび）を中央に山積みにする。

　②　じゃんけんでサイコロを振る順番を決める。

　③　最初の人から，まずタイルのサイコロと数字のサイコロを振る。

　④　振り終わったら，出たタイルと数字を見て「13－７（タイル－数）は…」と言いながら…。

　⑤　中央の山から，被減数分のタイルを取って，「13－７」のタイル操作を行い，答えを言う。

　⑥　正解であれば，答えの分のタイルをもらう。

　⑦　次の人も同じようにサイコロを振り，出た目の差だけタイルをもらう。

　⑧　以下同様に，１人５回まで順にサイコロを振ってゲームを進める。

　⑨　もらったタイルの数が少ない人の勝ち（図13）。

⑷　かけ算キャップ取りゲーム（かけ算九九）

　最後に，かけ算の九九に習熟することを目的にした「かけ算キャップ取りゲーム」を紹介しよう。

　用意するもの（１グループ４～５人程度）は，正十二面体サイコロ２個とゲーム盤（九九表），チッ

プ30枚／名～ 40枚／名程度である。ゲームのすすめ方（チップ30枚の場合）は，以下の通りである。

①　チップを１名あたり30枚持たせ，そのうちの20枚をゲーム盤の数字の上の好きな所置く。そ

の際，同じところに何枚重なってもかまわない。

②　サイコロを２個同時にふる。青のサイコロの数に，赤のサイコロの数をかける。例えば，３

（青）と５（赤）がでたら，３×５＝15とする。

③　ゲーム盤の縦（青）の方の３と，横（赤）の方の５をみて，その両方のわくの交わるところの

15が②での答えになる。

④　３×５で，15のところにチップがあれば，それが自分のものとなる。チップがない場合は自

図12　くり下がりのある減法の素過程で利用するサイコロ

図13　各自のタイルを山積みにし十二面体サイコロを降る様子

）字数とルイタ（図成完図開展のロコイサ体面二十

正十二面体
のサイコロ タイルの山
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分の持ち分からそこへ１枚置く。

⑤　サイコロをふってゲームを進め，何回かま

わったら終りと決めておく。

⑥　サイコロを振って目がでたら，九九をいって

取ったり置いたりする。まちがうと自分の持ち

分から置くため，手持ちのチップは減ることに

なる（図14）。

４．熟達化のプロセスによる算数ゲームの役割の見直し

　「数あてゲーム」以後も，次々と「ゲームの算数・数学」が創り出されていったが，その蓄積から，和田・

榊（1981）は，ゲームを次の３つの類型に大別している。すなわち，「Ａ．規則・法則を発見させるための

ゲーム」，「Ｂ．重要な概念をうえつけさせるためのゲーム」，「Ｃ．学習内容の定着化をはかるためのゲー

ム」である。Ａは，「ゲームをする中で未知の世界に入り，そこに一定の法則を発見したり，それを解く

手順，方法をみつけさせたりするゲーム」で，概念的な規則・法則の発見であり，解く手順や方法の発見

は概念的理解に基づいた手続きの発見と考えられ，「手続き化」の段階と捉えていいだろう。Ｂは，「重さ

や面積のような，基本的な量や数の概念を身につけさせるためのゲーム」で，概念的知識の獲得である。

Ｃは，「ドリルを主体としたゲーム」で，「合成」もしくは「自動化」を目指したものである。

　熟達化のプロセスに沿って，紹介した４つのゲームの役割を分類しててみよう（表４）。

表４　熟達化のプロセスによるゲームの役割の分類（◎はより強い指向）

ゲーム
の分類

熟達化のプロセス
トランプ
カード

すごろく
ゲーム

タイル取り
ゲーム

キャップ取
りゲーム

Ａ
Ｂ

適応的熟
達化指向

概念的知識の獲得 ◎ ○ ○ ×

手続き的
知識の獲得

手続き化 ○ ◎ ◎ ×

Ｃ
定型的

熟達化指向
合成 ○ ○ ○ ◎

　まず，「９までの数のトランプカード」のねらいは，明らかに１位数の基数と序数の意味と，その統一

を目指した概念的知識の獲得にある。子どもたちは，りんごという具体物とタイルという抽象化された

半具体物と，それらに数字と数詞を結びつけて数概念の形成を目指して楽しくゲームに勤しむことにな

る。「富士登山すごろくゲーム（くり上がりのないたし算の素過程）」では，２つのサイコロを合わせるこ

とによってたし算の合併の意味を再学習することになる。また５タイルを中間に置くことによって制限

された合成分解も同時に学習し，９までの加法の定着に向けた再構成を行うのである（手続き化，合成,

自動化のすべてのプロセスを経る）。「ひき算タイル取りゲーム―減法の素過程（くり下がりあり）」は,さ

らに具体的なタイル操作が加わることで,手続き化，合成,自動化のすべてのプロセスを確認することに

なり,より知識が強化されるだろう。「かけ算キャップ取りゲーム（かけ算九九）」はどうだろう。このゲー

ムには,「概念的知識の獲得」がなく明らかに「定型的熟達化」を指向していることがわかる。

図14　チップ取りゲームの盤と二十面体サイコロ
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表４　熟達化のプロセスによるゲームの役割の分類（◎はより強い指向）

ゲーム
の分類

熟達化のプロセス
トランプ
カード

すごろく
ゲーム

タイル取り
ゲーム

キャップ取
りゲーム

Ａ
Ｂ

適応的熟
達化指向

概念的知識の獲得 ◎ ○ ○ ×

手続き的
知識の獲得

手続き化 ○ ◎ ◎ ×

Ｃ
定型的

熟達化指向
合成 ○ ○ ○ ◎



　和田・榊（1981）によれば，子どもたちは，小学校低学年が比較的Ｃのタイプを喜び，高学年から中学

になるとともにＢ，Ａと嗜好が変化していくという。これまで検討してきたように，定型的熟達化は，定

型的な問題をひたすら速く正確に解けるようになることを指向するため，手続きの意味の理解を欠いて

も答えを出せる。これに対して，適応的熟達化は，概念的理解に基づいて柔軟な問題解決が行えるよう

な指向性があり，汎用的である。低学年の子どもたちであっても，ゲームによる習熟を目指す場合，「こ

の手続きはなぜうまくいくのか？」を問い直し，概念的知識を再構成し，手続きの習熟を通してもう一

度概念を理解しなおすことを目指すべきだろう。

　ところで，「２人が，交互に１～６の数字を言い，それをそこまでの数字の和にたしていく。そして，

自分がたした数字で総和が100以上に達した人が勝ち」というゲーム（ピーター）を考えてみる。例えば，

先手が「３」と言ってスタートしたとして，「３→４；３＋４＝７→１；７＋１＝８→…→４；96＋４＝

100」のようにゲームが進行したとすれば，100を算出した人が勝ちとなる。このゲームは，「Ａ．規則・

法則を発見させるためのゲーム」と言えなくもないが，必勝法を見つけ出すことにそのおもしろさがあ

る。つまり，ゲームそのものの数理を対象にしているのである。このような，「Ｄ．ゲームそのものの数

理を対象とするゲーム」の存在も指摘して，今後の検討課題としたい。

※　本稿は，著者（伊禮）の「遊びの算数―トランプ・すごろく・かるたなどを活用したゲーム―」（『教師の専門的

力量の内実とは何か』福井大学大学院教育学研究科教育内容・教材開発研究会，平成21年度「競争的配分経費（教

育に関する評価経費）」報告書，2011，60-84）をもとに，１節を伊禮・青木，２節を青木，３節⑴を伊禮・青木，⑵

⑷を伊禮，⑶を青木，４節を青木が分担し，大幅に加筆・修正した後，著者らで調整したものである。
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