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明示的な指導に基づく算数科の授業改善

 森　力１・兼本　清寿２

Elementary Mathematics Lessons Based on Explicit Instruction

 Chikara  MORI １・Kiyohisa  KANEMOTO ２

要　約

　新学習指導要領の小学校算数科の目標に「数学的に考える資質・能力を育成する」ことが示され，

その実現に向けた授業改善が求められている。そこで，「問題解決」に視点を当て，算数科にお

ける「概念や方略」を明示する授業実践を試みた。その結果，「板書で算数用語や式，数直線等

を明示すること」や、奈須（2015）の示した「オーセンティックな学習と明示的な指導の適切な

組み合わせ」は，問題解決力を高めるには有効であることが見えてきた。本稿では，２つの単元

の授業実践を通して，明示的な指導の効果と今後の算数科の授業改善について，考察を中心に報

告するものである。

キーワード：問題解決　概念　方略　オーセンティックな学習

１．はじめに

 　これからの算数科の授業は，『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）』の算数科の目標にある

通り，「数学的に考える資質・能力を育成する」ことを目指す必要がある。また，このような資質・

能力を育成していくためには，与えられた問題をどのように解決していくかという問題解決のあ

り方が重要であると考える。ところが，現在の小学校の授業では，問題を解決する仕方を教える

ことに重点を置いた授業が数多く行われている。問題解決について，奈須（2015）は，以下の

ように述べている。

質の高い問題解決の経験の累積が，ついには問題解決力をもたらすというのは，初期社会科

などでも常に暗黙の前提とされてきたように思われるが，あまりに楽観的に過ぎたのではな

いか。さらに，その経験群が意味する一段抽象化された概念について，教師が適切な手立て

により明示的（explicit ないし informed）に指導することが望まれるのである。（奈須，

2015，p.32）

「質の高い問題解決の経験の累積が，ついには問題解決力をもたらす」という捉えは，算数科に

おいても顕著であると考える。算数科の授業は，問題解決が主となるため，ただ問題を与え，問

題を解決させる活動を繰り返しがちである。しかし，そうしたからといって，問題解決力が高ま

るわけではないことを肝に銘じたい。問題解決のための概念を教師が明示し，子ども自ら新たな

問題に対してそれらを活用していくことが大切であると考える。概念について，奈須（2017）は，

いくつかの「鍵概念」を自在に操れるようになることを示している。具体的には，理科の例として，

科学的探究を構成する「条件制御」「系統的な観察」「誤差の処理」を挙げている。「誤差の処理」
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について言えば，予想に応じ，誤差が出ないような実験を促す授業ではなく，敢えて，実験にお

ける生のデータを取り上げ，その誤差をどうしていくかを考えていくといった授業へ転換してい

くことを求めているのであろう。これらの教科に関わる概念については，授業実践する際，しっ

かり明示していくことが必要である。また，算数科においては，問題解決の方略を獲得させるこ

とも重要である。Paris,Newman,and McVey（1982）は，方略に関して，方略を使用すること

の有用性と重要性を理解したときよりよい学習が得られるとしている。奈須（2015）も，方略

の有効性を理解させる等の明示的な教え方をしてはじめて，学んだ内容を問題解決に自発的かつ

創造的に活用すると述べている。果たして，現状の算数科の授業において，どれだけ方略を使用

することの有用性や重要性に触れている授業があるであろうか。さらに，奈須（2015）は，問

題解決の成立に関して，「オーセンティックな学習と明示的な指導の適切な組み合わせ」を示し

ている。この「オーセンティックな学習」について，奈須（2015）は「現実の世界に存在する『本

物の実践』に可能な限り文脈や状況を近づけて学びをデザインする」ことを取り上げている。日

常事象と関連のある問題を設定し，それを解決することが子どもにとっての本物の学びとなるよ

うな授業の工夫が必要となってくる。

　これまでに述べた「概念」「方略の有用性及び重要性」「日常事象」に関して，『小学校学習指

導要領（平成 29 年告示）解説算数編』では，以下のように述べている。

概念や性質についての理解に裏付けられた確かな知識及び技能が，日常生活や社会における

事象を数理的に捉え処理して問題を解決することに役立てられるようにすることが大切であ

る。（『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説算数編』，2018，p.24）

算数という教科は，「わかった」「できた」という知識及び技能の定着に重点を置く。しかし，そ

れに留まらず，「算数の概念や性質」「問題解決の方略」の有用性及び重要性に気づき，それを現

実の問題解決に活用していく子どもを育てる必要がある。そのためには， 算数科の「概念や方略」

に視点を当てた授業構成及び教師の手立てを工夫し，知識・技能を駆使しながら次の問題を解決

していく子どもを育てていく必要がある。

　そこで，本稿では，算数科の授業改善において，問題解決力を高めるために，教師が，何をど

の程度明示すれば，子どもが概念や方略を理解したり，有用性及び重要性に気づいたりすること

ができるのかといった明示的な指導の効果性について考察していく。また，奈須（2015）の述

べた「オーセンティックな学習と明示的な指導の適切な組み合わせ」についても授業実践を通し

て考察していく。

２．方法

　本研究では，公立小学校教員で沖縄県算数教育研究会所属の第２筆者である兼本が，配属学級

６年２組（29 名）で２つの単元について授業を実践する。兼本は，奈須（2015，2017）が述べ

た方略の捉えに基づき，「方略の有効性を実感させる」「方略の有効性を理解させる」「どんな場

面及び問題で方略が有効であるかを理解させる」「適用問題を工夫する」といった４つに教師の

働きかけを整理した。さらに，明示的な指導が具体的に展開されるように，４つの働きかけを参

考にした授業の際の留意点（表１）を森と兼本で確認した。
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 表１　授業の際の留意点

　①　算数用語を用いて，概念及び方略のポイントを表す。

　②　まとめの板書で概念及び方略を示す。

　③　「方略のよさ」「どんな場面及び問題で方略が使えるか」について子どもに伝える。

　④　方略を仲間に説明させる場を設定する。

　⑤　適用問題の内容を工夫する。

　授業で強く意識してほしいのは，①の「算数用語」である。教科の本質を意識していくこれか

らの授業は，その教科で使われる言葉を教師自ら大切にし，示していくことが必要だと考えたか

らである。教師がどの程度意識したかについては，授業リフレクションを通して考察していく。

次に，まとめの板書の中で，概念及び方略を示させることにした（②）。その際，子どもの発言によっ

ては，発言どおりに板書するのではなく，算数用語に置き換えて板書する（森，2019）ことが

大切である。板書においても，算数用語を意識させたい。今回は，沖縄県教育委員会『平成 31
年度版学力向上推進プロジェクト』（2019）の「めざす授業像の共有」に示されている教師の支

援例「多様な意見や考えを整理・分類し，まとめさせる工夫」に着目し，板書にまとめる際，方

略の有用性や重要性を教師に伝えさせることにした。「方略のよさ」「どんな場面及び問題で方略

が使えるか」といったこと（③）には，子どもはなかなか気づかない。また，経験の違いから個

人差が大きい。これらを解消していくためには，教師が方略の有用性や重要性を伝えるという意

識が必要であろう。④に関して，洗練された方略について述べた，藤村・太田（2002）の考え

を示す。

授業過程おいて他者が示した方法を意味理解したうえで自己の方略に利用した者には，他者

の方法を形式的に適用した者に比べて，洗練された方略である単位あたり方略への変化が授

業後に多くみられた。（藤村・太田，2002，p33）

「方略」については，他者との関わりを重視し，その他者の方法を意味理解し，自分の方略を見

直すことは，どの単元においても重要であると考える。これは，「問題が解ければいい」という

ことだけでなく，「どうやればよりよく解けるか」というよりよいものを追究していく視点を養

うことにも繋がると考える。まずは，「自分の方略を仲間に説明する」ことを授業過程に組み込

むことからスタートすることが必要である。そこで，本授業実践でも，「方略を仲間に説明する」

場を設定させることにした。⑤の「適用問題の工夫」は，子どもが概念及び方略を駆使して，適

用問題に取り組むように問題の内容を工夫させた。さらに，オーセンティックな学習と結び付く

ような「日常事象に関わる問題及び教材」の授業を充実させ，子ども自らどのように学びを深め

ていくか検証することにした。

　以上，教師の明示的な指導，オーセンティックな学習に基づく授業づくりの工夫については，

２つの単元（「拡大図と縮図」「速さ」）における森と兼本による対話リフレクションを通して考

察していく。また，本研究では，子どもに単元の振り返りを行わせた。単元の終了時に「授業全

体をふり返って心に残ること」を書いてもらった。その結果からも考察することにした。

３．結果

　 森と兼本の授業リフレクションを踏まえての気づきを中心に示す。

(1)「拡大図と縮図」の明示的な指導について

　①の算数用語について，兼本は第１時の授業で「子どもの発言を算数用語に置き換え，単元を
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貫いて算数用語を定着させる」ということを意識したと語った。それは，「辺の長さ」「角の大き

さ」と答えてほしい場面で，「辺」「角」としか答えられない子どもの姿が印象的だったようである。

その後は，子どもが「辺」と答えた場合は，「どの辺ですか」と聞き返し，長さに着目させるよ

うに工夫した。また，「対応する」が単元のキーワードと考え，兼本は方略を確認する際，意識

的に使うようにした。８割程度の子どもは「対応する」を使うようになったようである。

　②について，沖縄県教育委員会は『平成 31 年度版学力向上推進プロジェクト』（2019）の「め

ざす授業像の共有」の中で「『めあて』と正対した『まとめ・振り返り』の確実な実施」を示し

ている。本研究でも，めあてとまとめを示し実践を行った。「拡大図と縮図」のめあてとまとめ（表

２）を示す。
表２　「拡大図と縮図」のめあてとまとめ

時 めあて まとめ

第１時 ○形が同じものの条件を知り，見つけること

ができる。

〇形が同じものを見分けるときは，①辺の長さが同じ

か，全ての辺の長さが同じように長くなったり短く

なったりしているかを調べる。②角の大きさが変わら

ないかを調べる。

第２時 ○形が同じ図形の特ちょうを調べ，特ちょう

について説明できる。

○対応する角の大きさがそれぞれ等しく，対応する辺

の長さの比が等しくなるように，もとの図を大きくし

た図を拡大図という。また，小さくした図を縮図とい

う。

第３時 〇拡大図と縮図の特ちょうを使って説明でき

る。

○拡大図や縮図を説明するには，対応する辺の長さの

比や対応する角の大きさを見つけるとよい。

第４時 〇１つの頂点を中心とした拡大図と縮図のか

き方を考え，かくことができる。

○１つの頂点を中心とした拡大図や縮図をかくとき

は，対応する頂点を見つけるとよい。拡大図→コンパ

スがいい。縮図→定規がいい。

第５時 〇拡大図・縮図の特ちょうを使って，必ず拡

大図・縮図の関係になっている図形をさがす

ことができる。

○正多角形と円は必ず拡大図，縮図の関係になる。

 第６時 〇縮図を使って，実際の道のりやきょりを考

えることができる。

○縮図を使って，実際の長さを求めるときは縮尺を使

う。実際の長さ＝縮図の長さ×縮尺

第７時

第８時

○縮尺を使って校舎の高さを求めることがで

きる。

○縮尺を使うと実際の高さを求めることができる。校

舎の高さは辺ＡＣ＋目線の高さである。

図１ 　第４時の板書
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ここでは，第４時の板書（図１）を取り上げる。まとめの内容であるが，子どもとの練り合い

を通じて「拡大図→コンパスがいい」「縮図→定規がいい」と，拡大図と縮図のかき方を「コン

パスを使う方略」と「定規を使う方略」に分けたのはよい。また，第 4 時の板書（図１）には，

かき方の手順や吹き出しでポイントが示されており，まとめ以外にも工夫がみられた。少し気に

なったのは，一つの点から拡大図をかくＴ社の教科書の問題①（図２）の捉え方である。この問

題はもとから三角形ＡＢＣの拡大図である三角形ＧＢＨが示されている。このような問題ではな

く，三角形ＡＢＣだけ提示している問題では，図２にあるような「辺ＡＢ，辺ＢＣの延長線をか

く」必要がある。この点について，授業では確認したようであるが，板書に示してほしい。川嵜

（2010）は，「図形概念は，子どもが自らの操作を意識化す

ることにより形成される」と述べている。この意識化を促

す上でも，子どもが作図の問題に対する際は，辺・角・頂

点といった図形の構成要素にしっかり着目させ，板書に示

す必要がある。問題解決の方略について，子どもとのやり

取りを深めることは重要なのであるが，「どのポイントを

板書に示すか」ということも教師は意識してほしい。

　③の「方略のよさ」も第４時を取り上げる。「１つの頂

点を中心とした縮図をかくときは，コンパスを使うと縮め

た長さを図らないといけないので手間がかかる。定規を使

うと，すぐに長さが測れるので，定規を使うといい」こと

を兼本は伝え，多くの子どもが納得したようである。これ

は，子どもの作図する活動を十分確保していることが大き

い。そして，手順に応じて作図するだけに留まらず，作図

するための道具のよさを検討させているのが良いと考え

る。このような「よさを考える」時間を確保したいもので

ある。但し，拡大や縮尺が大きくなると，コンパスはかな

り難しくなってくる。このように「大きな拡大・縮尺」に

ついても考えさせてみる必要があるであろう。「どんな場

面及び問題で方略が使えるか」について，兼本は，第６時

で実際の距離を測る時に，測量の話をした。また，第７・

８時で実際の高さを測るときに縮尺を使えば良いことを話

した。

　④の「方略を仲間に説明させる場」であるが，単元全体を通じて，個で解決方略を考えさせた

後，ペアで解決方略を確認させた。ところが，本単元で兼本は，グループで解決方略について話

し合わせず，全体の練り合いの場で数名の子どもに説明させた。これは，図形をかくといった操

作活動に時間を当てて説明させたことにより，練り合わせる時間が不十分になってしまったとい

うことだった。

　⑤の「適用問題の工夫」は，全時間において教科書の問題を扱った。第４時で図２の 6 の問

題を解かせた際，早くできた子どもには３倍の拡大図をかかせた。その時，コンパスを使わずに

定規で長さを測る子どもが数名いた。兼本は「倍を大きくした拡大図」について考えさせている

が，３倍に留まらずもう少し大きな数を扱ってほしいところであった。

図２　教科書の問題①

（藤井他，2014，ｐ 101）
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　(2)「速さ」の明示的な指導について

　①の「算数用語」について，兼本は「１秒間あたり」「１ｍあたり」といった単位量当たりの

用語を意識的に使い，子どもにも使わせた。また，「時速」「分速」「秒速」の言葉が問題中に出

てきたら，必ずその意味を子どもに問い返した。

　②の「板書」について，「速さ」のめあてとまとめ（表４）を示す。

表４　「速さ」のめあてとまとめ

時 めあて まとめ

第１時 〇きょりや時間が違う時の速さについて考え

え，比べられる。

〇きょりや時間がちがう時の速さの比べ方は，単位量

当たりの考え方で考えるといい。※二重数直線を使う。

第２時 〇速さの求め方を考え，どちらが速いか比べ

られる。

〇「速さ」は、１単位時間あたりに進む道のりを表し

ている。

速さ＝道のり÷時間

時速→１時間あたりで進む道のりで表したもの。

分速→１分間あたりで進む道のりで表したもの。

秒速→１秒間あたりで進む道のりで表したもの。

第３時 〇時速と時間をつかって道のりを求めること

ができる。

〇道のりを求めるには，道のり＝時速×時間で求めら

れる。

第４時 〇時間を時速と道のりをつかって，求める方

法を考え，求めることができる。

〇時間を求めるには，時間＝道のり÷時速をすれば求

められる。

第５時 〇時間がはんぱなときの速さの求め方を考

え，求められる。

〇時間がはんぱな時は，分数にして考えるとよい。

第６時 〇同じ速さの時，時間と道のりの関係につい

て調べることができる。

〇同じ速さの時，時間と道のりは比例の関係になって

いる。

 第７時 〇仕事の速さを比べる方法を考え，比べるこ

とができる。

〇仕事の速さも単位量あたりの考えをつかうと比べら

れる。

第８時 〇これまでの学習を使って，自分の歩く速さ

が求められる。

〇自分の歩く速さは，道のりとかかる時間がわかると

求められる。

表４で注目したいのは，第１時の「※二重数直線

を使う」である。子どもに提示した二重数直を第

１時の板書の一部（図３）から示す。兼本は，二

重数直線の活用について，「今まで授業を行った子

どもの実態から単位量当たりの大きさの理解が不

十分な子どもが多かった。そこで，２量の関係が

分かるように，二重数直線を単元全体で使ってい

くことにした」と述べた。布川（2005）は，二重

数直線の上で量あるいは割合の関係を探求するこ

とが，割合の理解を促す可能性がある点について述べており，二重数直線を使わせることは２量

の関係を考えさせる上で有効であると考える。さらに，図３の数直線には「１から矢印」を示し

ていたり，「×８」といったように倍について示したりと横の数の関係性にも着目させている。

数直線の表現を工夫することについては，岩澤・日野（2011）が，「倍を表す矢印をかきこみな

がら説明」「倍の表し方を数直線にかきこむ」といったことを数直線を表す際の重要点として示

している。数直線の表現を工夫することは，数の関係性に着目できる点で有効であると考える。

　③の「方略のよさ」「どんな場面及び問題で方略が使えるか」について，兼本は，公式ばかり

を覚えてそれのみを使おうとする子どもに，意味を考えて式を立てる子どもに変わってほしいと

願っている。そこで，公式を忘れても，二重数直線から式を立てることができるように，必ず二

図３　第１時の板書の一部
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重数直線をかいたら「１」をどこにかけばいいか考えさせた。「１」に着目させたことにより，

自ら二重数直線をかいて立式できる子どもが増えた。

　④の「方略を仲間に説明させる場」は，すべての時間において説明する場を設定した。ペア及

び全体の場で，二重数直線の表現の仕方について説明させた。共通の「二重数直線を使う」とい

う方略が学級全体で獲得されていったことにより，毎時間の説明活動もスムーズに行わるように

なった。

　⑤の「適用問題の工夫」は，教科書の問題をただ立式させて解かせるのではなく，二重数直線

をかき，その上で立式し，問題を解かせるようにした。適用問題でも十分に活用させることで，

子どもは単位量当たりについての概念を確かなものにしていったのではないかと考える。

 (3) オーセンティックな学習について

　オーセンティックな学習と結び付くような「日常事

象に関わる問題及び教材」を２つの単元の終末時に

行った。「拡大図と縮図」は，実際の校舎の高さを求

める問題である。この問題は，教科書に掲載されてい

る問題②（図４）である。まず，兼本は，授業の前に，

実際の目の位置までの高さを各自に測定させた。そし

て，授業では，教科書中の図を使い，子どもと調べ方

を確認し，実際に調べさせるという活動を行った。こ

の活動は，当然，実測するのであるから誤差が出る。

その後，その測定値を学級全体で検討していった。具

体的には，各自に測定値（図５）を発表させ，板書

し，校舎の高さの平均値を出したのであった。本授業

での説明の際，「辺の長さ」「角の大きさ」といった図

形の構成要素に関する言葉を使うことができていた。

単元末における子どもの振り返りの心に残ったことし

て，校舎の高さを求める活動を取り上げたのは 15 名

（51.7％）であった。

　「速さ」は，自分の歩く速さを求める活動に取り組

んだ。これも教科書（藤井他，2014，ｐ 108）に掲載

されている活動である。兼本は，学級全体で 50 ｍの

道のりをグループ５人で測定することと 50 ｍにかか

る時間だけを確認して活動に取り組ませた。「拡大図

と縮図」では調べ方を確認したのであるが，この単元

では，調べ方を子どもに任せた。すると，「自分の速

さを自分で ストップウオッチを持って測る子」「歩く

子と横に並んで時間を測る子に分かれるグループ」等，様々に調べる活動を工夫した。また，早

く測定が終わったグループは，「早歩きするとどうなるか」「スキップをするとどうなるか」といっ

た活動の問いを生み出し，それぞれのグループで取り組んでいた。また，ほぼ全員の子どもが秒

速を自力で計算することができていた。単元末における子どもの振り返りの心に残ったことして，

自分の歩く速さを求める活動を取り上げたのは 10 名（34.5％）であった。

図４　教科書の問題②

（藤井他，2014，ｐ 104）

図５　測定値
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 ４．考察

 　兼本の振り返りを基に森が考察する。

(1) 教師の明示的な指導の工夫について

　明示的な指導については，５つの留意点に基づき考察する。

　①の「算数用語」について，兼本は，「辺」「角」等の用語のみを発する子どもの現状に気づき，

「辺の長さ」「角の大きさ」と言葉を付け足し，子どもに定着させた。このことにより，図形のど

こに着目したらいいかという見方を子どもに示すことができていた。また，「対応する」「１秒間

あたり」のように，使わせたい言葉は子どもに使わせ，「秒速」「分速」「速さ」は意味を問い返

し意味の定着を図るといった，重要語の使わせ方や意味の理解のさせ方を工夫していた。このよ

うに，算数用語を大切にする教師の姿は，子どもにも浸透していったと考える。

　②の「まとめの板書」であるが，まとめ以外にも，概念や方略に関する言葉の記述があったの

は概念や方略の理解に効果的であった。しかし，「何をどれだけ書いていくか」ということは，

教師の教材研究と算数の本質に関する研究が必要になってくるだろう。「速さ」において，二重

数直線を単元一貫して丁寧に板書したことは，子どもが「どこに１を書き，どの数と繋げばいい

か」という数の関係性に着目することができ効果的であった。

　③の「方略のよさ」は，作図する場合，時間を十分に与えて，「長さを測る」方略のよさに気

づかせようとしていた。また，「二重数直線を使う」は「２量の関係性を理解する」方略として，

単元を通して活用したのは，子どもの現状に合わせて有効なものであったと考える。特に，兼本

は，「単位量当たりの大きさ求める時は公式を使えればいい」という考えを持っている多くの子

どもを「二重数直線を使って２量の関係を捉えることが大切である」という考えを持たせたいと

いう強い願いから授業づくりを進め，結果，子どもは「二重数直線のよさ」に気づく子どもが現

れる。子どもの振り返りの心に残ったこととして，17 名（58.7％）の子どもが二重数直線のこ

とを取り上げており，その有効性や重要性に気づいていたことからも明らかであろう。但し，解

決方略の多様性という点からは，二重数直線だけでいいかどうかは今後，検討していく必要があ

ると考える。次に，「どんな場面及び問題で方略が使えるか」である。ほとんどが「問題」に対

する方略であった。「場面」については，「拡大図と縮図」で「校舎の高さを求める場面」，「速さ」

では「自分の歩く速さを求める場面」を子どもに考えさせた。そこでは，子どもが主体的に活動

に取り組む様子が見られた。この子どもの姿が出現するために，今後，「どんな場面で」という

視点で授業の内容を考えていく必要があるであろう。そのためにも，教師は自分の「日常」を大

いに語るべきである。教師が語ることにより，子どもは自分の「日常」を引き出してくる。是非

とも「日常を語ること」を意識してほしい。

　④の「方略を仲間に説明させる場」について，操作活動中心の「拡大図と縮図」では，あまり

取り入れず，「速さ」では，二重数直線を使いながら説明させる場を全時間に取り入れて場の工

夫を図っている。子どもは二重数直線を使って説明できるようにはなった。しかし，気になるのは，

「説明する必然性」である。全時間，説明する場が，子どもにとって必要な場だったのか。教師

が説明を促すのではなく，子どもから説明が生まれてくるような授業づくりの工夫も必要である

と考える。

　⑤の「適用問題の工夫」について，「拡大図と縮図」では，早く解決した子どもには発展的な

問題を与え，「速さ」では，問題解決の際に，「二重数直線を使わせて解決させる」という工夫が

見られた。もう少し考えてみたいのは，子どもの方略の表出状況である。「拡大図と縮図」では，

辺の長さが「３倍」になった途端に，辺の長さをコンパスで測るのをやめた子どもがいた。なぜ

そうしたのか，全体で共有する場があると良かった。また，「速さ」では，二重数直線を使わな

くても解決できる問題があったかもしれない。今回は，教科書の問題を扱ったのであるが，問題
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の数を変えるといった教科書の問題をアレンジしたり，情報不足な問題を取り入れたりすると

いった問題内容を工夫し，「二重数直線を使ってよく分かった」「二重数直線って便利だなあ」と

いう有用性に気づく子どもを増やしてほしい。

　明示的な指導について，奈須（2015，2017）の述べた方略の捉えに基づき，①～⑤までの留

意点に即して授業づくりを行ってきた。「図形の構成要素に関する言葉」「二重数直線」を明示す

ることで，２つの単元において，子どもの問題解決力は高まったということができる。本研究で

授業を実践した兼本は，明示的な指導を通して「自分の中で指導事項がはっきりし，概念や方略

のポイントを強調して伝えることができるようになった」と述べている。子どもに「何を気づかせ」

「何を考えさせるか」といったことに重点を置く授業もあるが，教師が肝心なことを伝えていな

い授業がある。「何を伝えるか」という視点で授業を考えられるようになったことが兼本の授業

改善である。概念や方略については，奈須（2015）の述べた explicit を意識し，板書を中心に，

はっきりと算数用語や式，数直線等を明示することができたのは，子どもが概念及び方略を理解

する上で有効であった。しかし，概念や方略について，何をどの程度明示するか，何をポイント

にするかということは，今後も研究が必要である。他の学校で授業観察した際のことであるが，

問題解決の見通しの段階で，すべての方略の内容を細かく確認して問題解決に取り組ませる授業

を観察したことがある。それでは，子どもは深く考えない。子どもの実態に応じて，「どの場面で，

何をどの程度明示するか」について，教師は意識してほしい。また，常に，「方略はどこで使え

るか」「方略を使ってどのように説明するか」といった活用レベルの視点を意識して授業を展開

していくことが教師も子どもも必要であろう。そのためには，問題内容の工夫や教師の手立ての

工夫を意識した授業づくりを充実させ，概念や方略について，十分に活用させる場が授業の中に

数多く生み出されることが肝要だと考える。

(2) オーセンティックな学習に基づく授業づくりの工夫について

　「拡大図と縮図」は，「校舎の高さを測らせる」活動を行った。そこには，「縮尺を活用する」

という知識だけでなく，「目の高さまでの長さを測る」「校舎の頂上までの角度を測る」ための「長

さの測り方」「角度の測り方」といった既有知識を持ち込むことができた。さらに，今回は，子

どもの測定値を板書し，それを一つの答えにまとめるために，「平均の考え」を用い，一つの答

えを導き出すことができた。この「測定値」について考えさせたことは，様々な概念や方略の理

解には有効であったと考える。発展的に考えると，これらの測定値からヒストグラムを作成する

ことも可能であり，データの活用を深める授業づくりが期待できる。「速さ」は，「自分の歩く速

さを求める」ために，自分で調べて「歩く時間を測る」「１秒間あたりの速さを求める」ことが

必要であったが，子ども自ら測り方を考え，早く終わったグループは「早歩き」「スキップ」といっ

た別なやり方で速さを求めていた。また，自力で 1 秒あたりの道のりを求める速さの計算がで

きていた。この実践では，速さの調べ方を子どもに考えさせたことで，子どもが既有知識を持ち

込み，概念や方略を活用できたということができる。

　兼本は，オーセンティックな学習に繋がる日常事象に関わる問題を２つの単元の最後の授業に

設定した。最後に取り入れることで，その単元の概念及び方略だけでなく，今まで培われた概念

及び方略を持ち込むことに繋がり効果的であった。「拡大図と縮図」にみられた「問題解決後の

更なる活動の工夫」や「速さ」にみられた「調べる活動を取り入れ，調べ方を考えさせる」といっ

たことも概念や方略の活用には有効であった。

　以上の点を踏まえると，奈須（2015）が述べた「オーセンティックな学習と明示的な指導の

適切な組み合わせ」は，問題解決力を高め，概念や方略の活用を促し，子ども自ら問題を生み出

し解決することに繋がったということができる。
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　子どもの振り返りの「授業で心に残ったこと」として，「校舎の高さを求める問題」について

15名（51.7％），「自分の速さを求める問題」について，10名（34.5％）が取り上げた。 オーセンティッ

クな学習に関わる授業について，もう少し子どもが振り返りに取り上げてくるかと思った。しか

し，振り返り全体では，解決方略の理解に着目している子どもが多かった。また，オーセンティッ

クな学習に関わる授業について書かれている内容は，「活動が楽しかった」というものが多かった。

今後は，「概念や方略の有用性及び重要性に気づく楽しさ」が伝わるように授業改善を進めてい

くことも重要であると考える。

　

５．おわりに

　算数科の授業改善に向けて，「明示的な指導」に基づき，何をどのように明示していけばいい

かという視点で授業づくりを進めてきた。本研究から「概念や方略」の理解に視点を当てて，そ

れらのポイントを明示し問題解決をさせていくことが，資質・能力を育成していく授業を実践し

ていく上で重要であることが見えてきた。しかし，「何をポイントとして明示するかといった明

示する内容の吟味」「概念や方略の有用性及び重要性に気づく子どもの育成」という点には課題

が残った。改善策として，例えば，「二重数直線を使う」際に「クロス表を使う」といった方略

を持ち込むことはどうだろう。２つの方略を比較することで初めて，数着線や表の有用性及び重

要性が見えてくるかもしれない。この点からも授業づくりにおける教師の手立ての工夫が求めら

れる。多様な方略を取り入れたり，オーセンティックな学習に繋がる日常事象に関わる問題を取

り入れたり，問題解決後に新たな問題や問いに取り組ませたりと様々なアプローチを試していく

ことが必要だと考える。 
　算数科の授業改善は , 資質・能力の育成に向けたものである。これからは，教師も子どももそ

れを目標に算数の授業に取り組んでいくのである。算数の授業での概念や方略については，何か

の問題解決に役立った時，子どもにとっての真の概念や方略になるのかもしれない。ただ問題解

決するだけでなく，そこから何かが生み出されるといった場面を創り出すことを教師は強く意識

してほしい。今後の算数科の授業において，「オーセンティック」というキーワードも意識しな

がら，何を明示し，何を明示させるのか，教師の創意工夫が求められる。
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