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課題研究中間報告

数学的な態度を高める算数科授業

ー問いをつなぐ工夫を通して一

赤嶺尚幸

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・浦添市立仲西小学校

1 . はじめに

学習指導要領（平成 29年告示）では，算数科で目標としている資質 ・能力の育成において「数学的な

見方 ・考え方を働かせる」ことを重点に置いている。この中でも， 「数学的な考え方」については 50年

以上前から算数 ・数学教育では重要とされ，研究や分析が行われてきた。しかし，研究者によって，そ

の捉えや分類の仕方がそれぞれ違う。その中でも，片桐(2004)は「数学的な考え方」を子どもが働かせ

ようとする行動や情緒面にも着眼して捉える点が興味深く，子どもの主体性を軸に「数学的な見方 ・考

え方」の育成を目指す授業改善に役立つ視点だと考える。

これまで筆者も「数学的な考え方」の重要さを認識し指導に力を入れてきたが，子どもに身に付ける

ことができずに悩んでいた。そんな中，片桐(2004)の考えと出会い授業の課題に気付くことができた。

それは「数学的な考え方を子ども自らが働かせようと能動的になっていたか」という点である。授業を

振り返ると，子どもが 「数学的な考え方」を働かせているような姿はあった。しかし，それは主に教師

が考え方のヒン トや指示を与えたからだと考えられる。また，未知の問題に対して既習の考え方を活用

し，解決に向けて働きかけようとする姿は一部の算数が得意な子に限られていた。さらに，授業中に筆

者は「数学的な考え方」に関わる発想や発言を待つものの，時間を気にして問題解決を急いだり都合の

良い発言だけを取り上げたりし，つまずきや困り感を持っていた児童の気持ちや考えを受け止めずに授

業を進めていた。そのため，間題や他者の考えに積極的に関わることができず疑間や間いを見出せない

児童の姿が見られた。主体的に考えようとする行動や態度を子どもから引き出せなければ，本質的な資

質 ・能力の育成にはつながらない。「数学的な考え方を働かせようとする態度」を高めることが， 「数学

的な考え方」を子どもに育む上で土台となる重要な要素ではないだろうか。

そこで，本研究では片桐(2004)が数学的な考え方の原動力と述べる「数学的な態度」に着目すること

にした。そして，その様な子どもが数学的な考え方を働かせようとする能動的な態度を高めるにはいか

なる指導が有効か先行研究と授業実践から考察し明らかにする。研究を通し「数学的な態度」を麻める

視点から子どもに「数学的な見方 ・考え方」を育む授業を行い，算数教育の目標の実現につなげたい。

2. 研究の方法

(1)片桐 (2004)の「数学的な態度」の概念について調べ，教師の授業や子どもの課題をもとに，本研究

でめざす「数学的な態度」や子どもの姿を整理する。

(2)子どもの能動的な態度を引き出す授業づくりについて先行研究から調べる。それらを生かした授業

実践を行い「数学的な態度」を高める授業の在り方について考察する。

3. 片桐 (2004)の「数学的な態度」と本研究の視点

片桐(2004)は 「数学的な考え方」について間題解決に当たってどういう心的な構えをするかという観

点から，態度と同様に「～しようとしている」という状態として捉えるものだと述べている。その「数

学的な考え方」を 3つのカテゴリーに分類し，「I数学的な態度」を数学の「II方法」と「III内容」に



− 54−

課題研究中間報告

関係した 2つの「数学的な考え方」の原動力であると定義する（図 1)。

また，片桐(2004)は「 I数学的な態度」を 4つに分類している。

それをもとに，本研究では筆者の授業課題や子どもの姿と関連し「本

研究でめざす数学的な態度」とし， 目指す子どもの姿を 4つに整理す

ることにした（図 2)。本研究では，この 4つの子どもの姿や態度を高

めることを目指し研究や考察を進める。

原動力

図1片桐 (2004)数学的な考え方イメージ図

片桐 (2004)I数学的な態度

1自ら進んで自己の問題や目的・内容を明確に把握しよ うとする
①疑問をもとうとする I - I 本研究でめざす「数学的な態度（子どもの姿）」②問題意識をもとうとする 本研究で特に重視する態度 、

＼ ③事象から数学的な問題を見つけようとする
2筋道の立った行動をしよう とする ① 自ら事象に対し疑問や問いを持とうとする姿
①目的にあった行動をしようとする
②見通しを立てようとする --r--. ② 目的に応じ既習の図 ・式・言葉を使って思考

③使える資料や既習事項，仮定に基づいて考えようとする しようとする姿
3内容を簡潔明確に表現しよ うとする ーレ ③ 他者に考えの過程や結果をわかりやすく表現
①問題や結果を簡潔明確に記録したり，伝えたりしようとする しようとする姿
4よりよいものを求めよ うとする
①思考を対象的（具体物）思考から，操作的（抽象的）思考に高めよ レ

④ 自他の思考を生かし，よりよいものを求めよ

うとする ，，， 
うとする姿

②自他の思考を評価し，洗練しようとする
③思考労力を節約しようとする

図2 片桐 (2004)の「 I数学的な態度」と本研究でめざす「数学的な態度（子どもの姿）」の関係

また，片桐(2004)は「自らの問題や目的 ・内容を明確に持とうとする態度及び，自らの力で解決しよ

うという態度が重要である」と述べており，片桐(2004)が「 I数学的な態度」に示す「 1自ら進んで自

己の問題や目的 ・内容を明確に把握しようとする」は特に重視すべきだと考えた。その項目①②③の態

度を高めるためには子どもの「間い」が起点となると考えられる。正木(1997)も同様に児童が間題に働

きかける，活動の原動力として子どもたちの「間い」を挙げている。また，本県では子どもたちが主体

的に学び，次の学びへとつなげるためにも「間い」が生まれる授業を目指すことを提唱している（沖縄

県教育委員会『間い』が生まれる授業サポートガイド， 2019)。そこで本研究は「数学的な態度」を高め

ることに，「間い」を生かす授業づくりの視点から迫ることにした。

4. 「問い」に関する先行研究と本研究の授業づくりの視点

中村(1997)は，算数の授業は「問いの連続」によって構成されること述べており，新しい問いが生ま

れることを重視する。その授業で生まれる「間い」に関して 7つを挙げている（表 1)。また中村(1997)

は「子ども一人では気づけず当たり前と思っていることが教師の発間によってゆさぶられ間いが誘発さ

れることもある」と発間の重要性を述べ，子ども同士の相互作用や教師の発問により子どもが「問い

方」を学ぶことで自ら間えるようになることを主張 している。これら

中村の (1997)の間いに関する考えは，本研究が目指す問いを生かし，

「数学的な態度」を高める授業づくりにおいて有効だと捉えた。

（表1)中村(1997)の7つの問い

① 根拠を問う（既習事項を間う）
② 多様性を問う
③ 共通性や類似性を問う

そこで，本研究の授業実践では中村(1997)が挙げる 7つの間い（表 1) ④ 相違性を問う口間っや問いの連続性の考えを取り入れた授業を行い，子どもの発言や反応

から子どもの「数学的な態度」について検証することにした。 ⑦ よさや価値を問う

子どもの「問い」を「ずれ」から引き出す研究もある。磯田(1996)は「意味とやり方（手続き）のずれ

による葛藤と納得の授業づくり」を主張し，葛藤場面でこそ自ら問いを持ち，真に考えることができ学

びを深め納得に至ると述べる。尾崎(2010)は「問い」を持たせ能動的な学習態度を引き出すためには，
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授業の中で「ズレ」を引き出す授業づくりが有効だと主張し，「友達との考えのズレ」「予想とのズレ」

「感覚とのズレ」「既習とのズレ」の 4つの「ズレ」を挙げている。磯田 (1996)と尾崎(2010)の共通点

は，問題提示や子どもの考えの引き出し方を工夫し，つまずきや困り感を持つ児童の考えを生かし教師

が子どもに「ずれ」が存在することを自覚させる場面を設定している。そして顕在化された「ずれ」か

ら子どもが「問い」を持ち，解消に向けて問題に働きかけるようにしている。両者の実践では，教師の

意図によって生じるずれと ，子どもが間題解決の過程で自然と生じるずれの両方を生かそうとする教師

の姿勢がうかがえる。本研究の授業実践にも「ずれ」を生かし「間い」につなげる方法を取り入れる。

上記をもとに本研究における「数学的な態度」を高める授業づくりについて整理する。まず，授業構

成及び問題提示や子どもの考えの引き出し方を工夫し，子どもの素朴な発言や考えを引き出す。次に，

そこから児童のつまずきや困り感を「ずれ」といった形で顕在化し問いにつなげる。また，中村(1997)

が述べた教師の発間によって「問い」を誘発し子どもが「問い」を持つことにつなげる。問いの解決後

も児童の考えやつぶやきを取り上げ，新たな間いが生まれるように心掛ける。さらに「数学的な態度」

に関わる姿が見られたときには，教師が価値付け他の子どもにもその良さに気づけるようにする。

5 「問い」を意識した授業実践と考察 (9月：実習校 3年生 33名）

単元名 「大きい数」（全 10時間）を行った。そのうちの第 1時と第 3時の展開場面から考察する。

第 1時の概要 ：満員のスタジアムの入場券の枚数を求める問題である。 1000より大きい数 「万」つい

て位取り表を活用し，読んだり書き表したりすることを通してそのしくみを学ぶ時間である。

C: 子どもの発言や児菫の反応 T: 教師の発問や働き掛け

T: 一束 1000 枚・ 100 枚 ・ 10 枚をイメージした 匝~-匝社匝・目のカ
ードを活用。それらをバラバラに提示した。（正解は 36427枚）

Cl 「え一つ？」 C2 「どうやって数えるの？」

C3 「並べたらいいんじゃない？」「並べてもいい？」

T: 「どんな風に並べたいの？隣と確認してごらん」（確認後発表）

C4 「同じ数を集めればいい！」 C5 「同じ位同士分ける」

T: 「並べたい人？（数名児童の手が挙がる）どうぞ。」

C: (5・6名の子が同じ数のまとまりを作ってカードを並べた）

T: 「なんで匝~をこんなふうに分けているの？」【根拠を問 う】

C6 「10ずつの方が数えやすいから」

T: ロ ・2年生やこれまでに学んだ方法を使って考えたんだね」

T: rーの位の数は？」「＋の位の数は？」「百の位の数は ?J と数を

児童と順番に確認していった。（児童は調子よく答えていた）

T: r匝匝lの数は 36枚だね。じやあ全部で何枚かな？」

C7 「36?・ ・ ・ 千が 36枚は 36千？」 cs: 「3万6千 427枚 ！」

T: 「千が36枚だから， 正解は 36千427枚でいいよね？」

【誤答をもと に相違性を問 う】

C9: 「ちがう!3万6千だよ！ だってさ， これで 1万で・・ ・省略」

T: 「C9さんが言いたいことわかる? 1万って何？ 」

ClO: 「匝面千を 10こ合わせたら 1万になるよ」

T: 「じやあ， C9さんがいう 3万っていうのはどこのこと ?J

ClO「（黒板上にて）ここから，ここまで」 T: (別の子を指名）

Cll「（カードを移動しながら）千の 36枚は 30枚と 6枚だよね。

6 千はわかる？ 匝匝〗が 10 つで 1 万。 それが 3 つあるから… 」
（図4)子どもによって整理された数カードの様子

·looo•/000 
・/000・/000 

・/000 
・/000 

・looo .1000 ・/000
・/000・/000・1000 

・IOVO・/000・IOOO・IOOO 

; \言：／言 1言言~
I・1 I 

考察や気づき等

【問題提示場面】 普通に問題提示をすれば先行知識のある子

がすぐに答えると考え，バラバラに数カードを提示した。そ

れにより C2や C3のように解決に向け数カードを並べる必

要性に気づく児童の姿が現れたと考える。児童の振り返り

（図 3)にもそのような内容がある。「数学的な態度」（図 2)

の「①自ら事象に対し疑問や問いを持とうとする姿」につな

ができた。

【ずれから間いを生む】 教師が児童の誤答をもとに相違性を

問う発問を出したことにより C9の発言が生まれたが，その

説明の理解に苦しむ児童の姿があった。そこで， C9の説明

について全体に問い返すことにした。すると ClOや enの

ようにずれの修正や他者の困り感に合わせて既習の十進位取

りの説明をしたり，黒板上で 1000のカードを 30枚と 6枚

に分けて丁寧な説明を行ったりする姿が見られた（図 4)。ご

れは「数学的な態度」（図 2)の「③他者に考えの過程や結果

をわかりやすく表現しようとする姿」だと捉える。

問いを生むことで，数の構成についてよりよく考えようと

するきっかけを子どもたちに提供することができたと考えら

れる。
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第 3時の概要 ：一万や千を単位として数の相対的な大きさについて考え表すことを学ぶ時間である。

C: 子どもの発言や児童の反応 T: 教師の発問や働き掛け

● （電子黒板のスライ ドで問題提示）「一万が3ご，千を 7ご，百を

1こ合わせた数は？」と位に数が一つずつ入る問題が出されていく

途中で， 「千を36こ集めた数は？」 と「数を相対的に見る考え方」

の問題を出題。グループで答えを出すことになっている。

T: (スライド）I千を 36こ合わせた数は?I
グループの反応・「え？」「あれ・・・。どんな？」「カンタンだよ」など

（位取り表^ ）

T: I千 |百 l+I― | 「答えはこうだよね？」

（グループの中にあった誤答を提示）

C2 

C3 「千の位が 36ってなっているから」 C4 「なんかおかしい？」

C5 「位のお部屋には 1けたの数（数字）しか入らないよ」 ．．．

T: 「これはちがうんだ。 じやあ Yさんはどんな？」

Y さんは口〗〗［日::ふし：こ。

「はあ？！」と周りがざわっき出し Yさんは固まってしまった。

T: 「Yさんを助けてくれる人？」

C6 : 「（別の子が助けに駆け寄る）千が 10こで何？…だよね」

Y 修正する。且mI且］乳亙ふ;~)・・ 位かちかうんたよ」
T: 「どう して，こうなるのかな ？」【根拠を問う】（全体に）

C7 : 「ほら千が 10こで 1万でしょ。千が 30こだから 3万・・ ・」

C8 : 「あーそうか 1万の位にくり上がるんだ」

6 研究の成果と今後について

考察や気づき

【問題提示場面】「千を 36こ集めた数は？」

十進位取りの理解に児童は落ち込みがあると考え，第 1時に

扱った数と関連させた問題を出題した。同じ数や似た問題で

も提示の仕方を変えただけで，予想以上に児童には混乱が見

られた。それがきっかけとなり児童は「あれ？」と予想通り

にならないことに気づき仲間と考え合う姿が見られた。

【誤答の提示と子どもの困り感の出現】 誤答の提示後ほとん

どの児童は C2~C5のような反応である。 しかし，数名は

（位取り表A)の下の数字 36000を見て，これでも正解だと

感じている様子であった。児童の中には間違いやずれに気づ

けない子もいる。そのため，誤答から教師の発問によって児

童の発言や考え方を意図的に取り上げ，問いを誘発すること

にした。すると，「何がちがうのか」「どこまではあたってい

るのか」と解決に阿けて問いを持ち，問題に働きかける児童

の姿が現れた。一部の子ではあるが「数学的な態度」（図 2)

の「①自ら事象に対し疑問や問いを持とうとする姿」「②目

的に応じ既習の図・式 ・言葉を使って思考しようとする姿」

に高まりが見られたと考える。（位取り表 A)を修正しようと

したYさんの考え（位取り表B)は誤答であった。教師はすぐ

に修正を図ったが，そごでYさんの気持ちや考え方を全体に

想像させ， （位取り表C)に修正される過程を丁寧に扱えば

「数学的な態度」（図 2)の「④自他の思考を生かし，よりよ

いものを求めようとする姿」につなげられたと考えられる。

(1)児童のつまずきや困り感をもとに，考えの「ずれ」に気づかせ「問い」につなげることで， 一層，

児童が能動的に考えを働かせた。子どもの「間い」は「数学的な態度」の育成に重要だとわかった。

(2)児童の考えやつぶやきから，中村(1997)が挙げる（表 1)のような「間い」が発生したが，発間でつ

なぐだけでは児竜全体に認識されなかった。今後は発生した「問い」を，意図的に取り上げて全体で

吟味したり板書等に残して整理したりするように心掛け，個々の問いを大切に扱うようにしたい。

(3)本研究の段階では授業分析と検証方法が確立されておらず，児童の「数学的な態度」の変容やどの

位の人数が高まったのか明確でない。今後，中村(1997)の「 7つの問い」と片桐(2004) 「数学的な態

度」を関連させた授業づくりを再考し，「数学的な態度」の分析と検証方法について検討していく。

また，期間を空けてアンケートを実施したり，授業実践後に動両をもとに数名で授業を分析したりす

ることを取り入れ，児童の「数学的な態度」の変容について調査していきたい。
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