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【実践研究】

主体的に学ぶ子どもの姿に基づく算数科の授業づくり
―小学６年「角柱・円柱の体積」の実践を通して―

森力１・兼本清寿２

Elementary Mathematics Lesson Making Based on the Form of Children Learned
Subjectively：Through the Practice of Sixth Grade “ Prismatic Cylinder / Cylinder Volume” 

Chikara MORI 1 ・Kiyohisa KANEMOTO 2

キーワード：主体的　子どもの姿　見取り　授業構想　数学的な見方

１．はじめに

　新学習指導要領において，「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」が示された。これに
先立って中央教育審議会から示された「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」（2016）
においては，各教科における「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」について述べられている。こ
こで述べられている算数科の「主体的な学び」について以下に示す。

算数科・数学科では，児童生徒自らが，問題の解決に向けて，見通しをもち，粘り強く取り組み，
問題解決の過程を振り返り，よりよく解決したり，新たな問いを見いだしたりするなどの「主体的
な学び」を実現することが求められる。（「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」，
2016，p.159）

　「見通しをもつ」「粘り強く取り組む」「問題解決の過程を振り返る」「よりよく解決する」「新たな問い
を見いだす」といった子どもの姿は，これまでの授業でも出現していたはずである。しかし，これらの子
どもの姿を意識した授業づくりは，それほど行われてはこなかった。今後は，これらの子どもの姿を意識

要　約

　新学習指導要領において，「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」が示された。また，
現職の教師との談話の中で，「算数の授業で，主体的に学ぶ子どもはどのようにすれば現れるのか」とい
う問いが出て来た。本研究では，算数科において，「主体的に学ぶ子どもが現れるには，どのような工夫
をするといいか」ということを課題とし，授業者のイメージする「主体的に学ぶ子どもの姿」を共有した。
授業実践においては「主体的に学ぶ子どもの姿」を見取り，授業リフレクションにおいては，事前にイメー
ジした子どもの姿と比較しながら子どもの姿を共有し，授業構想を見直してきた。その結果，「解法及び
答えが明確でない問題を提示する」「数学的な見方を促す操作的活動を取り入れる」といった工夫を行っ
た授業については主体的に学ぶ子どもの姿が数多く見られた。本稿は，「主体的に学ぶ子どもの姿」に基
づく算数科の授業づくりのあり方について考察を中心に報告するものである。
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した授業づくりが必要となってくる。さらに，「主体的に学ぶ児童」について，山田（2017）は，教師か
ら問われるのではなく児童自ら問題解決に取り組み，「主体的な問題解決を通して考える力（論理的思考
力）を身に付けること」を挙げている。
　以上の点を踏まえると，「主体的に学ぶ子どもの姿」の具体を見取り，子どもの思考力を高めるような
授業づくりをしていくことが重要なのではないだろうか。「子どもの姿」に関して，鹿毛（2007）は「一
人ひとりのこだわりを見取ること」を教師の役割とまで述べている。そのためにも，まずは，日々の授業
で「子どもの姿」を見取ることを意識し，授業リフレクションを通して授業改善していくことが必要では
ないかと考える。さらに，現職教師の談話の中に「算数の授業で，主体的に学ぶ子どもはどのようにすれ
ば現れるか」という問いが出て来た。そこで，本稿では，「主体的に学ぶ子どもが現れるには，どのよう
な工夫をすればいいか」という課題を設定し，授業実践の中で見取った「子どもの姿」を中心に授業構想
を考えていく。その授業改善に向けた実践を報告する。

２．方法

　2017 年度，公立小学校の教師（以下「兼本氏」と記す）の授業に基づき，大学教員（「森」）がメンター
として関わり授業づくりを進める研究に取り組んできた。今回も兼本氏と共に，「メンター及び授業者の
主体的で絶え間ない研究」「メンターと授業者との対話で創り上げる協働的な研究」（森・兼本，2018）を
踏まえて研究を進めて行く。兼本氏が抱く課題は「主体的に学ぶ子どもが現れるには，どのような工夫を
すればいいか」であった。まずは，兼本氏の「主体的に学ぶ子どもの姿のイメージ」を共有することにした。
なぜなら，授業者の子どもの姿のイメージが常に授業に反映され，授業改善のあり方が変わると考えたか
らである。次に，授業づくりの流れ（表１）について兼本氏と確認した。以下に示す。

表１　授業づくりの流れ

　本研究においては，兼本氏がより主体的に研究に取り組めるように⑴～⑶の取組について工夫する。⑴
については，2017 年度，メンターが指導略案を作成する（森・兼本，2018）といったメンターが主となっ
て授業を構想してきたが，今回は兼本氏が主となって授業構想していくことにする。⑵については，授業
者（兼本氏）の見取りを中心にする。⑶については，2017 年度，兼本氏とメンターによる対話リフレクショ
ン（森・兼本，2018）を通して授業づくりを行ってきたのであるが，今回は兼本氏のみの自己リフレクショ
ンも取り入れる。
　⑷について，山田（2017）の論を踏まえると，子どもが「主体的な問題解決を通して考える力（論理的
思考力）を身に付ける」ことが望ましいと考える。そこで，「主体的な問題解決を行う授業」「考える力を
身に付ける授業」について構想する。授業リフレクションの際には「主体的な問題解決は行われたか」「考
える力は身に付いたか」という点についても，子どもの「主体的な問題解決に取り組み，考える姿」を通
して考察していくことにする。
　以上を踏まえて，主体的に学ぶ子どもが現れたかどうかを検証し，その際の授業の工夫点について明ら
かにしていく。

　⑴　兼本氏が主となって授業を構想する。
　⑵　授業における子どもの姿を見取る。
　⑶　授業リフレクション（兼本氏による自己リフレクション及び兼本氏とメンターによる対話リフレクション）を行う。

対話リフレクションにおいては，「主体的に学ぶ子どもの姿」を共有する。さらに，次時の授業における主体的に学ぶ
子どもの姿を想定し，授業の工夫点について共有する。

　⑷　 「主体的に問題解決に取り組み，考える姿」について考察する。
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３．結果

　⑴　子どもの姿の共有

　まずは，兼本氏と対話リフレクションを行い，兼本氏のイメージしている子どもの姿（表２）を共
有した。以下に示す。

表２　兼本氏のイメージしている子どもの姿

　兼本氏の主体的に学ぶ子どもの姿のイメージは，前出の「次期学習指導要領等に向けたこれまでの
審議のまとめ」（2016）で述べられている「粘り強く取り組む」「よりよく解決する」といった姿につ
ながるようである。また，⑶⑷から「仲間との関わり」によって主体的な姿が生み出されることをイ
メージしている。これらの子どもの姿のイメージは，兼本氏の授業構想に生かすことを共有した。

　⑵　単元の授業構想

　次に，授業づくりの流れに即して述べる。単元の授業構想であるが，今回の研究は，兼本氏が主体
的に単元の授業構想を行った。兼本氏には，子どもの姿のイメージだけでなく，山田（2017）の論を
踏まえて，「主体的な問題解決を行う授業」「考える力を身に付ける授業」といったことを意識しなが
ら授業を構想してもらった。すると，毎時間の主となる学習内容（表３）に工夫が見られた。以下に
示す。

表３　主となる学習内容

　算数の教科書（Ｔ社の教科書）の流れでは，「四角柱の体積→三角柱の体積→円柱の体積→いろい
ろな立体の体積」と順序よく体積の求め方を考えていく。教科書の流れと大きく違うのは，立体の体
積をまとめて取り扱うことや第１・２・５時に「操作的活動」を取り入れたことである。川嵜（2010）は，

「図形指導における操作（操作的活動）」として，「観察」「作製」「構成」「実験・実測」「作図」の５
つを挙げている。兼本氏の授業構想に，第１時は実際に立体を作る「作製」の活動が取り入れられ，
第２・５時は辺の長さを測定して体積を求める「実測」の活動が取り入れられているのである。子ど
もが主体的に操作的活動に取り組み，解決の仕方を多様に考えることができそうであり，よい工夫で
ある。また，兼本氏は，第１～５時まで「グループ活動」を取り入れた。「グループ活動」を取り入
れることで，「仲間との関わり」が深まることを想定した工夫であると森は捉えた。
　尚，今回の研究では，兼本氏が苦手とする図形領域で本研究を進めることにした。

　⑶　授業実践及び授業リフレクションより

　表１の⑵～⑷については，実際の授業実践及び授業リフレクションの概要から述べることにする。

　⑴　自ら既習事項を使って問題解決をしようとしている。
　⑵　問題解決の際に，計算したり，式を立てたり，図を使ったりして解決方法について考えている。
　⑶　自分が分からないことについて仲間に伝える。
　⑷ 　仲間と共に問題解決に取り組んでいる。

　第１時：三角柱・四角柱・円柱の立体模型を作る。
　第２時：三角柱・四角柱・円柱の立体模型の体積を求める。
　第３時：三角柱・四角柱・円柱の体積の求め方を考える。
　第４時：いろいろな立体（Ｌ字型等）の体積の求め方について説明の仕方を考える。
　第５時：六角柱の箱の体積を求める。
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但し，第１時及び第５時については，兼本氏の自己リフレクションに基づき考察する。また，第２・３・
４時については，兼本氏と森の対話リフレクション及び森の見取りを踏まえて考察する。
　①  第１時について
　　第１時の概要（表４）を兼本氏のリフレクションシートに基づき，以下に示す。

表４　第１時の概要

　第１時は，子ども全員が「立体模型（図１）を作製すること」がねらいである。目的がはっきりし
ているからか子どもは主体的である。今回は，「立体の展開図から立体模型を作る」といった操作的
活動で，平面図がどのような立体になるのかという期待感もあったのではないだろうか。「仲間同士
で教え合う」といった様子が見られたのも「全員が立体を作り上げる」といったねらいに基づくもの
であろう。しかし，「どの部分が立体の底面になり，どの辺が高さになるか」という図形の構成要素
に何人の子どもが着目していたかは疑問である。ただ立体模型を作るのではなく，「何に着目するか」
といった視点を子どもと確認して活動させることが数学的な見方を高めるためにも必要であると考
える。
　②　第２時について
　　第２時の概要（表５）を以下に示す。

表５　第２時の概要

【実際の主な学習活動】

　〇　配布された立体模型の展開図（教師が作製）から，展開図を切り離し
て立体模型を作る。

【自己リフレクション】

　①　授業における子どもの姿
　　〇　操作的活動ということで，活発に活動していた。仲間同士で教え合

う姿も見られた。
　②　次時に想定される主体的な学びの姿→授業における工夫点
　　〇　必要な辺の長さを実測し体積を求める。→自分で作製した立体のど

こが分かればいいか，しっかり考えさせる。
【主体的な問題解決に取り組み，考える姿】　
　〇　分からない時は，できている仲間に尋ねて作製していた。

【実際の主な学習活動】

　①　立体模型を体積が求められるもの（直方体・立方体）と体積が求められない
もの（三角柱・四角柱・円柱）に分ける。

　②　三角柱・四角柱・円柱の体積を求めることを確認する。
　③　体積を求める際に「何が難しいのか」を全体で確認する。
　④　３人グループを作り，図２の㋒・㋓・㋔の立体から一人一個を選択し，体積

を求める。
　⑤　体積を求めるために必要な長さを測定する。
　⑥　三角柱の体積を求める際に取り上げた３つの式（Ａ：「７× 5.5 ×４」Ｂ：「６

×４×７」Ｃ：「４×４÷２×７」）について確認する。→この時間では式の数
が立体のどの部分を表しているのか確認できなかった。　

　⑦　２つの式（Ｄ：「（３＋７）×４÷２」Ｅ：「（３＋７）×４÷２×５」）を取り上げ，
四角柱の体積を求める式を確認する。

　⑧　円柱の体積を求める式（Ｆ：「５×５× 3.14 ×８」）を確認する。

図１ 子どもが作製した立体模型

図２ 立体模型の見取図
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　第２時の学習のねらいは，「三角柱・四角柱・円柱の体積を求める」というとてもシンプルなもの
である。授業は，体積の求め方が分からない３つの立体を取り上げた。その後，見通しの段階で兼本
氏は全体に「何か難しいところがあるか」と発問した。子どもからは「縦，横，高さが分からない」
や「何ｃｍか分からない」という発言が出て来た。これらは，３つの立体の「縦，横，高さにあたる
部分」と「辺の長さ」に着目すれば体積が求められるということにつながる発言であった。兼本氏は
子どもの発言を板書し，すぐにグループ活動に取り組ませた。この「見通し」であるが，兼本氏は細
かい確認をせずに，グループ活動に取り組ませた。このことは，試行錯誤しながら活動に取り組む子
どもが生み出され効果的であった。「見通し」を細かく確認してしまうと，子どもが思考する際，そ
の見通しで確認した方法だけの活動を行いがちである。条件がはっきりしないことによって，子ども
はいろいろと試していく。試行錯誤を繰り返す中で，どの子どもも「辺の長さに着目する」という数
学的な見方については自然とできていた。但し，そこから停滞しているグループには，板書した発言
に着目させるといった支援も必要であった。
　グループ活動からの流れであるが，グループ活動の最後に，他のグループの考えを共有する時間を
設けていた。その際，主体的に席を離れ確認する子どもが多かった。これは，問題解決の仕方に自信
が無く，答えがはっきりしないことがあったからではないだろうか。兼本氏は，グループの子どもの
様子を見取りながら授業後半の練り合いの場において，「三角柱における底面積の見方の違い」を全
体で考えさせようとした。兼本氏は３つの式をイメージしていたが，Ｍ男の式（「5.5 × 2.9 ÷２×７」）
は想定しておらず，発言を深めることはなかった。いろいろな見方を検討する上で，大切な場であっ
たが，全体で見方の違いを共有することはできなかったので，３つの式とＭ男の式について次時で取
り上げることを兼本氏と確認した。㋓の四角柱については，底面積のみの式（Ｄの式）で止まってい
たグループの考えを取り上げ，四角柱の体積を求める式（Ｅの式）と比較しながら，台形の底面積が
高さの分だけ重なっていくイメージを確認させることができていた。授業の終末は，「体積を求める
時に大切なことは何か」という問いを発し「辺の長さを求める」という答えでまとめていた。

　⑨　体積を求める際に，大切なことを確認する。
【対話リフレクション】

　①　授業における子どもの姿
　　〇　子ども自ら立体模型の辺の長さを図っていた。
　　〇　解決方法に関して，グループの仲間と自然に確認している子どもが多かった。
　　〇　体積を求める方法を仲間に伝えたり，分からないことについて仲間に尋ねたりすることができていた。
　　〇　他のグループと交流し解決方法を確認する子どもがいた。
　②　次時に想定される主体的な学びの姿→授業における工夫点
　　〇　３つの式のそれぞれの数字が何を表しているか考える。→導入で３つの式（Ａ・Ｂ・Ｃ）を取り上げる。
　　〇　Ｃ：「４×４÷２×７」とＧ：「5.5 × 2.9 ÷２×７」の違いについて考える。→グループ活動に入る前に，Ｍ男が

つぶやいていたのがＧの式である。この式が三角柱のどこを見て立式したのかを全体の場で考えさせる。その際，
どの辺を見ればいいかが分かるように底面の平面図を提示して考えさせる。

　　〇　底面積と高さに着目して体積を求める。→式と算数用語をつないで表現させる。
【主体的な問題解決に取り組み，考える姿】　

　〇　「底面積と高さがどこになるか」を考えながら辺の長さを測る子どもと立体模型のいろいろな辺を測る子どもがいた。
前者の子どもがいるグループは，その子どもが中心となって解法について話し合う姿があった。一方，後者の子ども
しかいないグループは，話し合いが停滞する場面があった。さらに，全体で体積を求める式を確認する際は，式の数
がどの辺のことを指しているのかについて，主体的に考える子どもは少なかった。
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　③　第３時について
　　第３時の概要（表６）を以下に示す。

表６　第３時の概要

　この時間は，３つの立体の公式を確認し適用問題を行うことが当初の授業
構想であったが，授業リフレクションを踏まえ，内容を変更した。兼本氏は
導入の際，前時で検討できなかった３つの式とＭ男の式について，子どもに
考えさせた。その際，三角柱の見取図（図３）や底面積の平面図（図４）を
活用した。一斉授業の形態で板書に提示したものについて考えさせたことに
より，３つの式の数が平面図のどこの辺であるかが見えている子どもとのや
りとりに終始し，それを全体に確認する流れになってしまった。Ｍ男の式に
ついては，斜辺を底辺に，垂線を高さにすればいいことを兼本氏が取り上げ
説明したことで他の子どもは気づくことができていた。Ｍ男は少し満足気であった。ここでの活動は，
兼本氏と一部の子どものやりとりに終始した。上記の図３と図４をノートに貼れるサイズの図で与え
て，辺の長さを確認しながら長さを図に書き込ませていく活動を取り入れると，主体的に子どもが立
体の辺と式の数の関連に着目することができたかもしれない。
　次に，「Ｃの式とＧの式を比べる活動」に注目したい。教科書では，図４の直角二等辺三角形において，
直角で交わる２辺を底辺と高さと見る見方で考えることができるように，この２辺に数字が入れてあ
る（図２の㋒）。しかし，斜辺を底辺とみて垂線を引く見方が重要である。小学校では無理数を学習
しないので底辺約 5.5cm，高さ約 2.9cm として考えることになるが，底辺を変えても面積が求められ
るという見方を取り上げておきたい。このような見方に触れておくと，中学校で無理数と出会った時
に，「直角で交わる２辺（４×４÷２＝８）の見方」と「斜辺と垂線（４√2 ×２√2 ÷２＝８）の見方」
がどちらも正しいことに改めて気づき，さらに，無理数を使うことで同じ解を導けることにより，無
理数で表すよさに気づくのではないだろうか。２つの式について兼本氏は，「ＣとＧの式ではどちら

図４ 　底面の平面図

【実際の主な学習活動】

　①　３つの式（Ａ：「７× 5.5 ×４」Ｂ：「６×４×７」Ｃ：「４×４÷２×７」）及びＭ男
の式（Ｇ：「5.5 × 2.9 ÷２７」）について，それぞれの数字が立体のどこの部分を表し
ているか考える。

　②　ＣとＧの式では，どちらの式で計算するか考える。
　③　三角柱，四角柱，円柱共に「底面積×高さ」の公式にあてはめると体積を求められ

ることが分かる。　
　④　チャレンジ問題（適用問題）に取り組む。
【対話リフレクション】

　①　授業における子どもの姿
　　〇　Ｍ男の見方・考え方に，他の子どもは気づくことができていた。
　　〇　意欲的に取り組む子とそうでない子がはっきり分かれた。
　　〇　何を答えていいか分からない子が多かった。
　②　次時に想定される主体的な学びの姿→授業における工夫点
　　〇　Ｌ字型の面積の求め方を想起しながら体積の求め方を確認する。→体積を求める際の着眼点と手順を確認させる。
　　〇　三角柱の体積の求め方を考える。→三角形の底辺と高さに着目させる。整数のみの式と小数と整数の混ざった式

について比較させる。　
【主体的な問題解決に取り組み，考える姿】　

　〇　３つの式の数字については，数字がどこの辺を表しているかが見えている子どもだけが主体的に発表していた。
　〇　ＣとＧの式を選ぶ際には，小数があると計算しにくいので，整数のみの式を選ぶという子どもが多かった。

図３ 　三角柱の見取図
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で計算するか」「なぜＣの式で計算するのか」という内容の問いを発した。子どもは「Ｃの式で計算
する」「計算が速くできるから」という内容の答えを発した。答えを発したのは数名の子どもである。
しかし，もう少し踏み込んでＧの式を取り上げ「5.5 × 2.9 ÷２＝ 7.975 となり，小数の計算は大変で
あるが，四捨五入すると答えは約８になる」といった考え方にも気づかせ，様々な視点で解決方法を
考えていくよさを授業者と子どもで共有したいものである。そのためにも，授業者がＧの式を考えた
Ｍ男に寄り添って，Ｍ男の見方・考え方のよさに共感していく姿勢が大切なのではないだろうか。正に，
辺の長さを測らせたことにより生み出された見方・考え方である。「辺の長さを測定して体積を求める」
活動の工夫にとどまらず，そこからどう深めていくか。授業者は，今後，Ｍ男のような見方・考え方
を取り上げ，可能な限り広げ深めていく授業を行う意識で授業に臨むことが重要であると考える。
　④　第４時について
　　第４時の概要（表７）を以下に示す。

表７　第４時の概要

　第４時は，第３時後の授業リフレクションの際，「体積を求める際に，
どの部分に着目すればいいか」という着眼点を確認して，Ｌ字型の体積
の求め方を考えることと㋕の三角柱（図６）の体積を求めることといっ
た２つの活動に重点をおく授業にすることを兼本氏と確認した。なぜな
らば，㋕の三角柱が様々な見方ができる立体だからである。この立体
は三角柱である。しかし，「縦８cm，横５cm の長方形の面が２つある
から四角柱ではないか」と問えば，子どもは何と答えるだろうか。片桐

（2007）の述べた底面の定義・定理から言えば，「角柱・円柱の底の多角
形を底面」という定義と「底面は平行である」という定理がある。それらがあやふやな子どもにとっ
ては，「底面が２つあるから四角柱である」と思うかもしれない。ここで，改めて底面の定義・定理
について確認すれば，平行な面に着眼させることができたかもしれない。そして，四角柱の見方を活
かすと，この立体は「四角柱の半分」と見ることができる。この立体と同じ立体をもう一つ合わせれ
ば，先ほどの長方形を底面にする見方ができるのである。体積は「底面積×高さ」で求めることがで

【実際の主な学習活動】

　①　Ｌ字型の立体（図５）の体積の求め方を考える。
　②　５年生での解き方（２つの直方体に分ける方法）を確認する。
　③　活動の見通し及び活動のめあてを確認する。
　④　解決方法の説明の仕方を確認する。
　⑤　グループで解決方法の説明の仕方を考える。
　⑥　全体で解決方法の説明の仕方を考える。
　⑦　授業をまとめる。
　⑧　三角柱の体積を求める。
【対話リフレクション】

　①　授業における子どもの姿
　　〇　自力解決の際は主体的に考える子どもが多くいた。
　　〇　グループの話し合いができているグループとできていないグループがはっきりしていた。
　②　次時に想定される主体的な学びの姿→授業における工夫点
　　〇　底面である六角形の面積の求め方を考える。→グループで多様な求め方を考えさせる。
【主体的な問題解決に取り組み，考える姿】

　〇　自力解決の際に，三角柱・四角柱の体積の求め方と同じようにＬ字型の部分を底面にし，底面積を求めて高さをか
ければいいと類推的に考えることができた子どもは，グループ活動において自ら仲間に説明していた。

図５　Ｌ字型の立体

図６　㋕の三角柱
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きるのであるから，「どこが底面になるか」という見方に着目することはとても大切なことだと考え
る。㋕の三角柱は，底面に着目するという数学的な見方を広げることのできる絶好の立体であった。
　しかし，兼本氏が㋕の三角柱を扱った時間は終末の約５分であった。それは「Ｌ字型の体積」への
対応が原因であった。当初の授業構想では，㋕の三角柱の体積の求め方についてグループで考えさせ，
Ｌ字型の体積の求め方は，３通りの底面積の求め方の違いを確認し，全体で確認していくものだった。
この点について，授業リフレクションの中で兼本氏は「５年生でのＬ字型の体積の求め方（２つの直
方体に分けてそれぞれの体積を求めること）を確認した際，子どもの反応が良くなかったので，Ｌ字
型の体積の求め方の説明の仕方についてグループでじっくり考えさせたかった」と述べた。実際の授
業におけるグループでの子どもの姿であるが，表７にも示した通り，５年生でのＬ字型の面積の求め
方を類推することができた子どもだけが主体的に活動するという形になってしまった。全体での説明
の仕方を考える際には，どの子も納得しているようであったので，約５分間で「㋕の三角柱」の２つ
の体積の求め方（「三角形を底面にする」と「長方形を底面にする」）を確認するのではなく，Ｌ字型
の体積を求める時間を短くして，㋕の三角柱の体積の求め方にもう少し時間をかけてほしかった。ど
こを授業のヤマ場（吉本，1982）にすればいいのかといったことを考えさせられた授業であった。
　⑤　第５時について
　　第５時の概要（表８）を兼本氏のリフレクションシートに基づき以下に示す。

表８　第５時の概要

　第５時は，実際のお菓子の箱の体積の求め方を考えることがねらいであった。事前に，子ども自ら
どのように取り組むか，その主体的な取組に応じて授業の流れを考えていくことを兼本氏と確認して
いた。また，前時を踏まえ，この授業では，授業のヤマ場を兼本氏と確認した。以下に，自己リフレ
クションの後，森が聴き取った授業の概要に即して森の考えを述べる。
　授業の前半は，お菓子の箱が六角柱であり，「六角柱の体積を求めること」を確認した後，六角柱

【実際の主な学習活動】

　①　実際のお菓子の箱（図７）を提示する。
　②　角柱の体積の求め方を確認する。
　③　グループで六角柱の体積の求め方を考える。
　④　全体で六角柱の体積の求め方を考える。
　⑤　授業のまとめをする。
　⑥　授業を振り返る。
【自己リフレクション】

　①　授業における子どもの姿
　　〇　六角柱の体積の求め方について見通しを立てる際に，底面積を求めればいいことと底面の

六角形を既習の図形に分けて考えればいいことに気づいていた。
　　〇　自力解決の際，お菓子の箱の底面をノートに写す子どもがいた。
　　〇　自力解決の際，すぐにアイデアが浮かばない子どもは自ら仲間に聴いていた。
　　〇　グループ活動の際，六角形を既習の図形に分けた後，辺を実測する時や計算する時に悩む子どもが多くいたが，

グループで解決できない時は他のグループに聴いて解決していた。
　②　次時に想定される主体的な学びの姿→授業における工夫点
　　〇　練習問題を解く（第６時は単元のまとめ）。→ノートを見返したり，底面や高さに印をつけたりすることを確認さ

せる。
【主体的な問題解決に取り組み，考える姿】

　〇　六角形の面積を求める際に，様々な分け方をして面積を求めていた。
　〇　グループで辺の長さを測るときに，辺の長さを仲間と共に確認していた。

図７　お菓子の箱
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の底面積を求めればいいことまで全体で確認した。この授業でのヤマ
場は，「六角形の面積の求め方を考える場面」である。まずは，自力解
決を促し，その後のグループ活動と全体の練り合いにおいて，様々な
求め方を共有したようである。そのグループ活動の際，六角形の既習
の図形に分けることができたが，辺を実測する時や計算にする時に悩
む子どもが多くいた。この子どもが悩む瞬間がとても大切である。子
どもがその悩みを解決するために主体的に手段を考えることが大切な
のではないだろうか。実測すれば，きれいな整数値は出てこないこと
がほとんどである。概数の考えや平均の考え等，子どもなりに答えを
導き出そうとすることが大切だと考える。また，全体の練り合いにお
いては，９グループ中６グループが「台形に分ける考え」（図８）を行っ
ていたのでそれを取り上げた。他には「長方形と２つの二等辺三角形
に分ける考え」「６つの正三角形に分ける考え」を取り上げた。そして，
第２時で斜辺と垂線に着目したＭ男が，新たな分け方をしていたので，
Ｍ男の考え（図９）を取り上げた。単元の最後の授業に，子どもが主
体的に分け方を考え，多くの考えについて練り合いが行えた。「実物
の提示」と「分ける方法が多様で答えが明確でない問題」を取り入れ
た授業構想が功を奏した結果であろう。

４．考察

　⑴　主体的に学ぶ子どもの姿について

　本研究を通して「主体的に学ぶ子どもの姿」は現れたのか，兼本氏の振り返り（表９−１）を基に
考察する。

表９－１　兼本氏の振り返り

　第１・２・５時は，「解法や答えが明確でない問題」を取り入れたことで，子どもは何とか問題を
解決するために主体的に操作的活動に取り組んでいたと考える。注目したいのは，第３・４時の際の
子どもの姿である。「式の数が立体のどの部分を表しているか」「三角柱・四角柱の体積の求め方から
類推する」といった数学的な見方・考え方に関わる内容が一部の子どもにしか伝わっていないのであ
る。「数学的な見方・考え方」について，学習指導要領解説算数編（2017）においては，「数学的に考
える資質・能力を支え，方向付けるものであり，算数の学習が創造的に行われるために欠かせないも
のである」とその重要性を述べている。今後は，算数が創造的になるためにも，「数学的な見方・考え方」
が働く授業をどのように展開するかという視点で授業構想を考えていく必要がある。

　⑵　授業における工夫について

　授業における工夫についてであるが，「解法及び答えが明確でない問題の提示」「数学的な見方を促

　⑴　主体的に学ぶ子どもの姿が数多く現れた。→第１・２・５時
　　〇　グループ活動の際，分からない子どもが自ら仲間に尋ねて，問題解決に粘り強く取り組む姿が見られた。
　　〇　「作製」「実測」の活動を自ら集中して行っている姿が数多く見られた。
　⑵　主体的に学ぶ子どもの姿が一部現れた。→第３・４時
　　〇　一部の子どもが，式の数が立体のどの部分を表しているかに気づき，教師の問いかけに進んで答えていた。
　　〇　三角柱・四角柱の体積の求め方から類推しＬ字型の体積の求め方に気づいた一部の子どもが，グループの中心と

なって体積の求め方の説明方法を考えていた。

図８　台形に分ける考え

図９　Ｍ男の考え
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す操作的活動」は効果的であった。第２時の三角柱・四角柱・円柱の体積及び第５時の六角柱の体積
を求める際，子ども自ら作成した立体には具体的な数値があるわけでなく，「どの辺を調べるか」と
いう図形の構成要素に着目し，子どもが主体的に辺の長さを調べなければならなかった。解法及び答
えが明確でないからこそ，試行錯誤して確かめる必要があるのだ。今回は，「辺の長さが分からない
問題」を提示したことで、子どもが仲間と確認しながら答えを導き出そうとする姿を生み出すことが
できたのは効果的だった。そして，「実測する」ことを中心とした操作的活動を取り入れたことも効
果的だった。図形の操作について，川嵜（2010）は，「図形を操作することで辺や角などの構成要素
に着目しやすくなり，図形の性質の理解が促される」と述べている。今回は，どの辺の長さを測れば
いいか考えながら測定することで，「底面のどこを底辺にし，どこを高さにしたらいいか」といった
構成要素に着目した数学的な見方を促すことができたと考える。
　次に，「グループ活動」について考えてみる。第１・２・４・５時にグループ活動を取り入れた。
第１時の「立体模型を作製する」，第２時の「三角柱・四角柱・円柱の体積を求める」，第５時の「底
面の六角形の面積を求める」際には，分からない子どもが，主体的に他の子どもに尋ねる姿が見られ
て，グループ活動は効果的だった。一方，第４時の「Ｌ字型の体積の求め方について説明の仕方を考
える」際には，既習事項を類推し説明の仕方が分かった子どもが，主体的に説明していた。説明の仕
方を考える活動ではなく，問題解決で子どもが悩む際に，グループ活動は効果的であるということが
できる。第２・５時には，悩んだ子どもが「他のグループの子どもに自ら聴きに行く姿」が現れている。
このように，仲間に聴いてでも何とか解決しようという子どもを育てたいものである。

　⑶　算数科の授業づくりについて

　算数科の授業づくりについて，本研究を通して見えてきたことについて３点述べる。
　１点目は，「主体的に学ぶ子どもの姿」の見取り方である。授業を展開する上で，「どの子どもの考
えを取り上げるか」といった授業の手立ては授業者の見取りに基づき行われる。今回の対話リフレク
ションにおいても，授業者である兼本氏の見取りを中心に「授業の展開の仕方」「手立てのあり方」「次
時の授業構想」について意見交換した。第２時では，「Ｍ男の見取り」を取り上げ，具体的な手立て
ができなかったＭ男の考えは次時の第３時に取り上げることにした。結果として，第３時は，Ｍ男の
姿から授業づくりを進めたことでＭ男の見方・考え方を全体で共有することができた。しかし，第４
時は，既習であるＬ字型の体積の求め方を理解していないという兼本氏の全体の様子の見取りから授
業内容を変更した。このことで，三角柱の体積についての多様な見方は深まらなかった。新しい問題
を解決する中で，既習の問題の内容を想起することもある。定着を意識しすぎる授業づくりでは，多
様な見方・考え方が深まっていかないのではと考える。やはり，教師の「見取る力」が重要である。
この「見取る力」について，田村（2018）は「教師の『見取る力』を日々の授業で，あるいは『授業
研究』で身に付けていかなければならない」と述べている。今後は，日々，教師の「見取る力」を高
めることで，「授業の質」が高まるように授業づくりを進めることが重要になるであろう。
　２点目は，授業リフレクションを活かした授業づくりである。今回は，兼本氏が主となる授業づく
りを行った。そこで，兼本氏の振り返り（表９−２）を基に考察する。

表９－２　兼本氏の振り返り

〇　去年から数多く対話リフレクションを行ってきたことで，授業構想を考える際に，流れがイメージしやすくなった。
指導案もスムーズに作成できるようになった。

〇　自己リフレクションでは，単元の前半における授業終了後に，学習指導要領の解説を読んで授業のポイントがずれて
いないか確認するようになった。今回も第１時が終了後，学習指導要領解説算数編（2017）で「角柱や円柱の体積につ
いて，必要な部分の長さを測り，計算によって体積を求める」の部分を確認し，第２時の授業で「実測」を大切にする
ことを確認することができた。
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　対話リフレクションが兼本氏の授業構想に効果を及ぼしていることが分かる。また，自己リフレク
ションにおいて，「学習指導要領の解説を読んで確認する」ということは，兼本氏なりに工夫した取
組で継続してほしいと願う。兼本氏の振り返りを踏まえて，今後は，自己リフレクションの充実につ
ながる対話リフレクションを工夫する必要があるだろう。
　３点目は，「主体的に問題解決に取り組み，考える姿」についてである。授業実践を振り返ってみ
ると，「既習事項を想起しながら解決方法を考える姿」及び「分からない時には主体的に仲間に聴い
て考える姿」は見られた。しかし，山田（2017）が述べている「論理的思考力」を身に付ける点につ
いては不十分であったと考えるが，「見通しをもつ」段階について見えてきたことがある。第４時では，
既習の L 字型の体積の求め方について，どこに着目し，どのような順番で解決すればいいか確認し，
次の問題解決に取り組ませたが，それほど主体的な姿は見られなかった。ところが，第２時では，「子
どもから出た見通し」について，細かい確認をせずに進めたことにより子どもは主体的に体積を求め
る活動に取り組んでいた。仮に，「体積の底面の底辺と高さの長さを測ろう」といった具体的な見通
しを全体ですぐに確認していたら，深くは考えないだろう。今回は，「何 cm か分からない」といった「辺
の長さを測ること」につながるつぶやきだけを兼本氏は確認したことで，子どもは主体的に辺の長さ
を測ることに気づいていた。また，体積を求めるのに関係のない辺まで測るという「エラー」が子ど
もから生み出された。主体的に学ぶためには，この「エラー」が解消されるように主体的に試行錯誤
する姿が生み出されることが必要ではないだろうか。そのためにも，「見通しをもつ」段階で，子ど
もの素朴な考えに寄り添う授業づくりが重要であると考える。

　
５．おわりに

　本研究は，「主体的に学ぶ子どもの姿」に視点を当て，算数科の授業づくりについて考察してみた。ま
ずは，「全体の子どもの様子」をしっかり見取り，どの子どもの姿から授業を展開していくかといった日々
の実践を継続していくことが必要である。すると，鹿毛（2007）が述べた「一人ひとりのこだわり」も見
取れるようになるだろう。そのためにも，「見通し」の段階の子どもの様子に寄り添うことから試してみ
てはどうだろうか。
　また，授業づくりにおいては，より一層，授業における学習内容を検討していく必要がある。問題解決
させる際，操作的活動等をただ取り入れるのではなく，どのような点に着目したらいいかという「数学的
な見方」に気づかせながら，今後は，どのように考えていけばいいかといった「数学的な考え方」への視
点も大切にした授業づくりを望みたい。そのためには，問題解決への考え方をもう一度見直してみる必要
があるのではないか。松原（2001）の考えを以下に示す。

この問題を解かねばならないということは，教師から与えられた課題ではあるが，このままでは子ど
もにとって自分が真剣にとり組むべき課題として意欲をかきたててくれる課題となっているとは限
らない。子どもがそこに何かを感じとる，すなわちここに「何か考えねばならぬものがあるらしい」

「面白そうだ」あるいは無自覚であっても「自分を伸ばすものがありそうだ」「これをやらねばりっぱ
になれない」という意識が課題に当面して出てこなくてはならない（松原，2001，p.41）。

　算数の問題解決について，ただ，問題の解決方法を見出し，答えを見つけることだけを求めるのではな
く，「どこを見たらいいの」「なぜそのように考えたの」といった問いを発し，その問いについて真剣に
考える子どもを育てたいものである。そのためには，まずは，教師が子どもに問いを発し，十分に考え
させることが大切である。或いは，日常事象に即した問題を取り入れてオーセンテイックな学習（奈須，
2015）を行うのもいいだろう。真剣に問題に向き合う子どもの姿こそ，主体的に学ぶ子どもの姿かもしれ
ない。教師は，子どもが真剣に問題に向き合う場を設定し，子どもの考えに寄り添うことを試みてほしい
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ものである。
　さらに，真剣に問題に向き合う子どもを生み出すためにも授業構想の充実は不可欠である。授業リフレ
クションを充実させて次時の授業構想を深めてほしい。そして，子どもの姿に応じ，授業の途中で授業構
想を変えることも試みてほしい。授業での子どもの姿から柔軟に授業構想を変え，授業を構築していく技
をこれからの教師は追究してほしいと願うばかりである。
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