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１．「筋道を立てて考える力」とは何に具現

化されるか

算数科では、「筋道を立てて考える力」を育て

ることを教科の重点目標として掲げ、その授業づ

くりをすすめている。

では、「筋道を立てて考える」力とはどういう

力だろうか。

「筋道を立てて考える」とは、直観的に物事を

判断したことについて、根拠となる理由をみいだ

し、その判断を確かめることである。具体的には、

子どもが「なぜかというと」といった言葉ととも

に理由となる根拠を明確に表現する姿に、「筋道

を立てて考える力」は具現化される。

「なぜかというと」

〈図１：「筋道を立てて考える力」の具現〉

例えば、「この四角形は平行四辺形である。」

（ＡはＢである。）「なぜ、その四角形は平行四辺

形なのですか？」と問えば、「なぜかというと、

平行な辺が二組あるからです。」（ＣはＤである。）

と応える。

このように、理由となる根拠を明確に示し、何

らかの命題を説明すること、これが論理の具体的

な表現であり、筋道を立てて考えた結果としての

ひとつの具現化である。その筋道を立てていく力、

つまり、命題Ⅰ（ＡはＢである。）の根拠となる

命題Ⅱ（ＣはＤである。）を見出し、図１の矢印

にあたる力を育てていこうというのである。

２．なぜ「筋道を立てて考える力」が大切な

のか

それでは、なぜ、「筋道を立てて考える力」を

育てることを算数科の指導の重点としているので

あろうか。

「筋道を立てて考える力」を育てることを重点

にする理由とし、いくつかあげることができる。

ひとつは、本校の教育目標の具現化のためであ

る。本校では「相互に啓発し合う」「思いゆたか

に、考えふかく、ともに生きる子」を育てること

を学校教育目標にしている。それを受けて、校内

研究の主題は「ともにひらく」学校生活づくりを

研究している。仲間との相互作用によって相互に

啓発されるという学びを深めていく経験は、将来

社会のなかで様々な人々と関わりながら生きてい

く子どもたちにとって価値あるものだからだ。

様々な人と関わりながら生きていくなかで、物事

の判断とその根拠を説明し伝えたり、逆に、相手

の判断の根拠を理解したりするためには「筋道を

立てて考える」力が重要である。

二つ目には、国の方針にそった算数教育にする

ためである。いうまでもなく、学習指導要領算数

編には、いつの時代も「筋道を立てて考える力」

を育てることがうたわれている。

三つ目には、社会の要請に応じるためである。

この子どもたちが生きていく我が国は、今後ます

ます、高度情報化、国際化が進み、、「筋道を立て

て考える」ことによる人間理解が必要になってく

る。話し合って決めたことを根拠として明確にし

ながら物事を判断していくという生活態度が求め

られる時代なのである。

さらにいうならば、四つ目に人間性陶冶に寄与
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することができるためである。「筋道を立てて考

える力」を育てることによって、感情や感覚に左

右されず、公正で民主的な判断をする生きかたそ

のものを陶冶することになるからである。とくに、

算数の学習で、論理的に「筋道を立てて考える」

ことによって得られる、発展的統合的な見方考え

方は、人間の共通部分を見るという生きかたその

ものを陶冶することになる。

３．授業づくりのための３つの視点

それでは、そのような「根拠となる理由を明確

に説明できる子ども」を育てる算数授業を、どの

様に設計していけばよいのだろうか。

「筋道を立てて考える力を育てる」の授業を創

造するために、今までの「よい授業づくり」の研

究をふまえて、次の３つの視点で授業設計を試み

ることにした。

（Ａ）学習前の子どもの姿をつかむ

算数科の授業では目標が始めに設定されてい

る。当然の事ながら、その目標の達成を目指す授

業設計をする。しかしながら、始めに設定されて

いる目標は具体的な子どもの姿とはなっていな

い。ある程度具現化されてはいるものの、目の前

の子どもにとって適切な目標として具現化されて

いるかどうかは疑わしい。

そこで、まずはじめ、その目標に関係した、前

時までの子どものノートの記録、学習感想文、今

までの授業記録にある子どもの発言、ペーパーテ

ストやワークシートの結果などから、目標に対す

る子どもの姿をつかむことから始める。それらか

ら、始めに設定されている目標をあらためて吟味

することになる。

（Ｂ）目標を明確化する

次に、始めに設定されている目標を、Ａで捉え

た子どもの姿をもとに、学習後に具体的にはどの

ような姿になってほしいのかととらえ、子どもの

姿として表す。すなわち、指導案の本時の目標の

項目を具体的に、かつ重点的に表現する。目標が

具体的で重点的であればあるほど、授業の終わり

に子どもがどうなっていればいいのかがわかり、

簡便に指導案が立てやすくなる。

（Ｃ）授業設定における教師の役割を計画する

始めに設定されている目標が、子どもの学習前

の姿が明らかにされることによって、ゴールが具

体的な子どもの姿として明確になると、そのＡか

らＢへの変容を支援する教師の役割も明確になっ

てくる。そこで、その変容を推進する具体的な教

師の役割をＣとしていくつか計画する。

具体的には、明らかになった子どもの既習事項

や既往経験に基づいた導入教材の準備、また、目

標に沿った発問とその予想される反応など、具体

化されたゴールである目標に向けた教師の評価活

動などを具体的に計画することである。

〈図２：児童の変容と教師の役割の関係図〉

４．とくに大切にしたい評価活動

上記の三つの視点を中心に「筋道を立てて考え

る力」を育てる授業を計画する。そして、実際の

授業と協議会を通して、この教師の役割をきちん

と果たせることを算数科としての自己改善に向け

た研修目標として位置づけていく。

この教師の役割のなかでもとくに、授業におけ

る「筋道を立てて考える力」を評価していくとい

う、授業における教師の評価能力を高めることを

今年度の研修の重点としてきた。
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実践事例

「なぜかというと」と理由を言う子どもと

「なるほど」と理由が分かると子ども、それ

によって「じゃあ」「じゃあ」と考えはじめ

「同じ」や「ちがい」を見いだす子どもたち

１．「なぜかというと」

３年生の子どもたちが、「１枚25円の画用紙を

12枚買った代金」を求めるのに「25×12」という

式をたてた。そして、その計算の仕方を考えた。

さっそく子どもたちの発表が始まった。

まずは、秋山さんが指名され発表した。

「12を10と２に分け、かけ

てたした。」それっきり秋

山さんは黙ってしまった。

そこで先生が質問した。

「どうして、そうしたので

すか。」

秋山さんは、まだ黙っていた。先生も負けずに待

った。やっと秋山さんが発言し始めた。

「なぜかというと、25×10と25×２は、すぐにで

きるからです。」

先生はひどくほめた。

「『なぜかというと』という言葉で、理由を発言し

たんだね。すばらしい。12を10と２に分け、それ

ぞれかけたんだね。確かに、25×10と25×２は前

の時間にやっていてすぐに計算できるんだよね。」

先生は、秋山さんの口調を真似るかのように

「12を10と２に分け、それぞれかけた」とゆっく

り語りながら、秋山さんの発言をていねいに板書

した。そして、「12を10と２に分ける」にアンダ

ーラインを引いた。さらに、「なぜかというと」

と「～だから」という部分にもアンダーラインを

引いた。

秋山さんは、思いついた「12を10と２に分け、

それぞれかける」とした理由となる根拠を、どう

説明したらいいのか考えていた。そして、「なぜ

かというと」という言葉で表現し始めたのだ。

２．「なるほど、あっそうか」

次に、秋山さんの発言をじっと聞いていた飯山

さんが元気よく手を挙げた。次のように発言した。

「じゃあ、ぼくは12を４×３に分解しました。な

ぜ、12を４×３に分解したかというと、四三12だ

からです。」

先生は、また飯山さんの発

言を板書した。理由となる根

拠を付け加えた発言を再び評

価していた。そして、「なぜか

というと」「～だから」という

部分に、またアンダーラインを引きながら、こう

付け加え、問うた。

「分解か。どうして、四三12をつかって12を４×

３と分解したの。」

飯山さんは、板書している先生をじっとみつめな

がら、四三12をつかった理由を考えていた。

そして一応準備ができたという感じで発言した。

「なぜかというと、25×４をつくるためです。

25×４は100ってすぐ分かるから、12の４と25で、

25×４をつくりました。」

そのとき子ども方から飯山さんに質問が出た。

「どうして、25×４は100になるってすぐ分かる

のですか。」

飯山君は、小さな声で恥ずかしそうに応えた。

「プールで25ｍ４本というと100ｍです。」

「なるほど、あっそうか。」

質問した子どもは大きくうなずきつぶやいた。

３．「じゃあ」と「でも」

突然、「じゃあ」と内山さんが手を挙げた。

「じゃあね。ぼくは、飯山さんのまねをした。 12

を２×６として、50をつくり、

五六30で300とやりました。ど

うしてかというと、25×２の

方がわかりやすいからです。」

「でも25×４＝100の方がわか

りやすいよ。」

「でも、覚えるの大変だ。25×２の方が簡単。」

「でも」「でも」が連続して、どちらがやりやすい
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かの対立が芽生えた。

そのとき、江山さんが発言した。

「じゃあ、25×12じゃない式、25×16でやってみ

ると、16は四四16だから……」

ちょっと息詰まった江山さん

を助けるように、先生は式を

板書し言葉を添えた。「江山さ

んは、だから25×４を使った

方がいいと言うんだね。」

すぐ賛成者が現れた。

大山さんだ。「25×28だったら、四七28だから、

25×４がでてきてわかりやす

い。

25×４に賛成です。100を使う

と便利だ。」

「なるほど」「あそうか」の経

験は、「他の場合はどうかな」という問いを生む

のだ。きっと、「なるほど」と感心したことを他

の場面で使ってみたくなるからだろう。そして、

実際にその「なるほど」に当たることが成功体験

を生むと、ますます子どもたちの意欲は高まって

いく。

4．「同じ」と「ちがう」

先生は、別の例を出した江山さんや大山さんを

解説し始めようとした。しかし、ここでふと立ち

止まった。江山さんと大山さんが考えたことを広

く理解させる方法は、自分の説明ではなく、子ど

もどうしの相互作用による方が確実ではないか、

と考えたのだ。江山さんと大山さんが考えたこと

を、他の子どもたちにも体験的に考えさせてみよ

うと目論んだのだ。すなわち、相互作用を活性化

することによって、かける数がかけ算四の段の数

（４の倍数）に気づかせていこうと目論んだのだ。

そこで,先生は次のように発問した。

「江山さんと大山さんは、なぜ、16や28という数

を例にしてあげたのでしょう。」

何人かの子どもの発言が連続していった。

「16は四四で、28は四七で、両方とも同じ　四

の段のかけ算になってる。25×４＝100をつくる

ために、×４が出てくる数です。」

「でも、25×12や25×16、25×28、など、かけ

る数が四の段なら25×４＝100が使えるけど、か

ける数が38だったら、25×38で25×４＝100はつ

かえない。」

かける数をいくつかの数の置き換えながら、他

の場合を考えるなかで、「同じ」ところと「異な

る」ところが見えてきた。そして、便利な計算の

仕方「25×４」を使う仕方と、いろいろできる仕

方「10といくつに分解する」仕方が、ひとつの知

識あるいは技能としてまとまってきた。

5．この実践からの今後の課題

以上の実践から、以下二つのことを読みとるこ

とにした。そして、今後、いくつかの「筋道を立

てる子どもを育てる」授業実践と並列し、比較検

討しながら、「筋道を立てて考える子どもを育て

る」授業を創造する視点としていくことにした。

（ア）子どもの「筋道を立てる力」にあたる発言

を評価するしどころと、その内容と方法

を具体的に明らかにしていくこと。

（イ）筋道だ立てて考えることから生まれる、発

展的考察、統合的見方考え方という子ど

もの思考の様相を明らかにしていくこと。

本実践では子どもと教師の織り成す、一つの知

識を獲得したり技能をつくる学習課程には、下図

のような子どもの思考の流れがあることがわかっ

てきた。

（文責：黒澤俊二）
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一つの思考の流れ
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