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論理的思考力を高める算数授業の実践
―言葉とイメージをつなぐ手立てや教材の工夫を通して―

宮城隆二

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・北谷町立北玉小学校

1 . テーマ設定の理由

近年，我が国では「知識基盤社会」や「グローバル化」が進み，次代を担う子どもたちには幅広い知

識と柔軟な恩考力に基づいて判断することや，他者と切磋琢磨しつつ異なる文化や歴史に立脚する人々

との共存を図ることなど，急速に淮む社会の変化に対応する能力や資質が一層求められている。

平成28年4月の「小学校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミン

グ教育に関する有識者会議」の報告によれば，今後の社会の在り方についてとりわけ最近では「第4次

産業革命」ともいわれる，進化した人工知能が様々な判断を行ったり，身近な物の働きがインターネッ

ト経由で最遥化されたりする時代の到来が，社会の在り方を大きく変えていくとの予測がなされている

ところである。教育界には，そのような社会的変化の中でも，子供たちが自信を持って自分の人生を切

り拓き，よりよい社会を創り出していくことができるよう，必要な資質 ・能力をしつかりと育んでいく

ことが求められ，そうした資質 ・能力の一つとして，論理的思考力はその重要性が高まってきていると

考えられる。

また， 『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説算数編』では，算数科の目標の中に「数学的な見

方 ・考え方」が位懺付けられ，数学的に考える資質・能力の 3つの柱である「知識及び技能」， 「思考

カ，判断力，表現力等」及び「学びに向かう力，人間性等」の全てに働かせるものとし，考え方の中に

根拠を持ち筋道を立てて考えることすなわち「論理的恩考力」の育成が重要視されている。

しかしながら，論理的息考力については全国学力学習状況調査や県到達度調査結果から課題として毎

年のように挙げられている。答えに至るまでの過程を根拠を持って説明したりする「記述式」と呼ばれ

る間題に対し，児童も苦手意識を持っているのである。とりわけ，単位量当たりの大きさや割合の単元

では，目前の文章中の言葉が頭の中でイメージできずに，落ち込みが見られる。頭の中でイメージがで

きていないので説明を求められてもその解答は漠然とし，正答には至らないのである。各調査で毎年の

ように出題され，指導法を工夫してきたのだが，なかなか改善には至っていないのが現状である。

そこで，本研究では論理的患考力を高める手立てとして，知識技能を高めるための算数用語の定着と

数的な量感をイメージできるよう教材や教具の工夫と 学び合いの場の工夫による思考の拡張を図ってい

きたし＼

2 研究目的

本研究は，算数科における授業改善や教材 ・教具，児童同士の学びの共有化のエ夫を通して論理的思

考力の育成を図ることを目的とする。

3 本研究と関連する先行研究

(1) 数学的な見方・考え方について

小学校学習指導要領の算数科の目標には， 「数学的な見方 ・考え方を働かせ、数学的活動を通して

数学的に考える資質能力を育成すること 」とし，数学的な見方 ・考え方については 「事象を，数

量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え，根拠を基に筋道を立てて考え，統合的•発展的

に考えること 」と定義されている。
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片桐重男 (2004) は， 「数学的な考え方の具体的内容こそが算数 ・数学科で育てたい思考力」と述

ベ，数学的な考え方を外延的に把握することが重要であるとし， 「数学的な態度，数学の方法に関係

する数学的な考え方，数学の内容に関係する数学的な考え方の三つのカテゴリーを定め，具体的内容

を表 1のようにまとめている

表 1 数学的な考え方一覧

1 数学的な態度 2 数学の内容に関係した数学的な 3 数学の方法に関係した

考え方 数学的な考え方

① 自ら進んで自己の問題 ① 帰納的な考え方 ① 集合の考え

や目的・内容を明確に ② 類推的な考え方 ② 単位の考え

把握しようとする。 ③ 演繹的な考え方 ③ 表現の考え

② 筋道の立った行動をし ④ 統合的（拡張的）な考え方 ④ 操作の考え

ようとする。 ⑤ 発展的な考え方 ⑤ アルゴリズムの考え

③ 内容を簡潔明確にす ⑥ 抽象化の考え方 ⑥ 概括的把握の考え

る。 ⑦ 単純化の考え方 ⑦ 基本的性質の考え

④ よりよいものを求めよ ⑧ 一般化の考え方 ⑧ 関数の考え

うとする。 ⑨ 特殊化の考え方 ⑨ 式についての考え

⑩ 記号化の考え方

⑪ 数量化、図形化の考え方

本研究においては表 1で挙げた数学的な考え方の具体的内容を論理的思考力育成の基礎的内容と捉

え指導することとする。

また，数学的な表現力について中原忠男 (1998) は数学的な表現力を「現実的表現・操作的表現 ・

図的表現 ・言語的表現 ・記号的表現」の 5つに表現様式を設定している。この表現を踏まえ， 「数学

的に表現する力」 「図表，式，グラフ数学の用語 ・記号などの数学的な表現方法のよさを意識して

意欲的に，自分なりの表現方法で筋道を立てて分かりやすく説明し，伝え合う力」と捉える。

間題解決の場において児童が自らの考えを表現することや他の児童との比較 ・検討する場を設定し

それらを振り返ることを毎時の学習において繰り返し行うことで数学的表現力を育むことができるで

あろうと考える。

(2) 論理的息考力の評価について

児童に算数科における論理的思考力が身に付いたかどうかを測るのは，知識 ・理解の評価のように

正答と誤答のような二分化した既存のテストを活用した評価だけでは難しいと考える。

そこで、直接の変容がわかりにくい数学的な思考力や表現力を評価する方法の一つである「パフォ

ーマンス課題」を用いて評価を行う 。

本研究では 「本質的な問い」と「永続的理解」を

単元で身に付けさせたい知識やスキルと対応させ，

それらを使いこなして評価できる自作のパフォーマ

ンス課題を開発し，ループリックを採点指針として

評価を行っていきたい。

また，評価については担任だけではなく複数の教

師で行うことで公平性を保っていきたいと考える。

体育の時閻に50mハードルをします。

あなたは体育係で先生の言うとおりにハー

ドルをセットしないといけません。先生は

「とびやすいコースを選べるようにハード

ルを置くはばを変えて 2コース作って下さ

い。2コースとも 1本自のハードルはスタ

ートから 12mのところに置きます。2本

自からは第 1コースは5mおきに、第 2コ

ースは6mおきにそれぞれ5本すつ置いて

下さい。」と言いました。第 1コースのハー

ドルはそれぞれ向mのところに置いたらい

いでしょうか。図や表、式や言葉などを使

って説明しましょう。

C‘.’ 
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4. 研究方法
ある 1クフスを対象に単元を通して授業を実施し，他のクラスとの単元テストの思考 ・判断 ・表現の

結果を比較する。また，児童のノート記述の変容、 学習感想、発言内容を記録することから検証結果を

見取る。さらに、単元最後に実施するパフォーマンス課題に対する児童の記述内容を分析する。

5. 本校における課題（全国学力学習状況調査 算数より）

本校 6年生児童の平成 28年度から平成 30年度の過去 3年間の全国学力学習状況調査の算数結果を分

析したところ，知識を間う A問題の正答率は全国水準を上回り，一定の定着が図れているものの，論理

的息考力を含めた活用を間う算数Bの正答率は全国，沖縄県の平均を下回り喫緊の課題があることがわ

かる。

また，平成 30年度全国学力学習状況調査の B問題では，設問 5 (1) が示された数量を根拠をもとに

記述する論理的息考力を見取る間題となっているが，本校正答率は全国正答率 43.2%, 県正答率 40.4% に

対し本校正答率は 37.5%となっており，定着が図れていない。逆に無答率は全国，県に比べて低いとい

う結果となっている。このことから，自身の考えに対し根拠をもって答えることができていない児童が

多いことが本校における課題であることがわかる。

6. 授業実践（実習校5年 3クラス 令和元年9月12日-9月27日）

今回の授業では「算数における論理的思考力」を育むため，以下の点を意識して授業実践を行った。

(1) 単元名 「分数のたし算とひき算」

①答えを先に提示し、答えに至る過程を児童に間う授業実践

②分数の量的意味理解に折り紙を用いたこと

（より児童の実生活経験で触れたことのあるもの）

③学習の振り返りを児童のノートに残すこと

④児童がグループで書いた自分たちの考えを読む時間を確保したこと

⑤児童の考えを軸にした授業展開
図2 授業での板書

(2) 単元の指導目標

分数についての理解を深めるとともに、異分母分数の加法及び減法の意味について理解し，それら

を用いることができるようにする。

(3) 指導の成果と課題

【成果】

①前時に意味理解を図ってからの授業だったので、児童は過程を書くことができていた。

②折り紙で分数の意味理解を図る活動が児童の学習意欲を高め、授業に集中できた。

③振り返りの視点を示したことで、児童自身の理解度を振り返るノートが多く見られた。

④児童を黒板前に集め、各グループの考えを読む時間を確保したことで考えの共有化を図ることがで

きた。

⑤教師主導ではなく、児童の考えをつなぐことを意識したことで児童目線での授業実践ができたので

はないかと考える。

【課題】

0学習意欲の高くない児童に対する支援の方法（算数が嫌い感の出ている児童）

〇通分や約分の定着（公倍数や公約数がすぐに出てこないために時間がかかる。）

0面積図と式や答えとの関連性と提示のタイミング
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(4) 実習授業の省察

授業を通して「この児童に考えを述べさせると授業の狙いに沿ってうまく流れる」という児童はどの

学級にも存在していた。その児童達は算数に関する知識・理解がかなり高く，豊富な語彙力を持ってお

り，それらを駆使して自分の考えを述べる場面が多く見られた。しかし，児童に考えを述べさせるタイ

ミングについては教師側が仕組む必要があると実感できた。タイミングについては，学級の児童の理解

度に大きな違いが生じると考えた。また，複数の児童による解決活動の際には「論理的思考力の圏い児

童」がグループのメンバーをエスコートしてグループの考えとしてまとめていく姿がどのクラスでも見

られたが，そのほとんどの作業を依存する場面も多かった。そこで、授業の途中からはグループおける

言語活動の役割分担を意識 して授業を実施した。例えば，発表者はホワイトボードに書いた児童以外が

発表するなどである。その結果、グループの考えとして学びの共有化が図られたと考える。

授業の振り返りの際には「振り返りの視点」を掲示し

て単調な感想にならないように指導を続けた結果、ノー

トの記入内容に児童自身の学習の振り返りが見られ、次

の学習や復習につながる記述も日を追うごとに増えてき

たことが成果であった。実習を通して感じたことは「論

理的な思考力の育成」は日々の積み重ねであることを最

も実感した。

7. 今後の研究に向けて

図 3 児童のノートによる振り返り

単元最後に実施するパフォーマンス課題については，この単元で身に付けさせたい知識・技能を網羅

して自身の考えを記述させることができる よう，開発する。評価についてはルーブリックを活用するが

その評価方法についても複数の教師で見取ることができるような手立てを講じていきたい。また，授業

の中で答えを先に提示し，思考過程を問う形式を取り入れていきたい。

8. 今後取り組んでいきたい事

今回の調査や課題発見実習から得られた考察と先行研究を通して学んだ内容を以下の取り組みに活か

していく。

(1) 課題のある単元の分析

(2) 論理的恩考力の見取り方の研究

(3) パフォーマンス課題とルーブリックの作成

(4) 量的なイメージを育むためのプログラミング教材の研究（プログラミング的思考と論理的恩考）
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