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自分らしさ

山本良和

筑波大学附属小学校では、「『独創』の教育」という研究主題のもとで2009年からの４

年間をかけて研究を続けてきた。最終年度である今年、いよいよその成果を６月15日（金）

16日（土）の初等教育研究発表会で披露する予定である。

「独創」という言葉を初めて目にした方の中には、言葉の印象から、独善的な子どもの

姿をイメージされる方がいらっしゃるかもしれないが、当然のことながら本研究はそんな

ことをねらっているのではない。学級という集団の中で、子どもが相対的な概念としての

「自分らしさ」を意識し、こだわりを持って学びに取り組んでいくような子どもを育てた

いと考えたのである。それは、見方を変えれば周りの友達に対しても「その人らしさ」を

認めるということを意図しており、結局、「『独創』の教育」は集団との関わりを重視し

た教育である。特に子どもが「独創」を意識するのは自らの「発想」に対してであり、本

研究を通して、算数科の授業でも今まで以上に子どもの「発想」を大事に扱うようになっ

た。発想するという子どもの営みの価値を指導者がより一層意識するようになったのは本

研究の成果と言えるだろう。ただし、子どもの発想を大事にした授業を実現するというこ

とは、授業者にも授業に対する豊かな発想が求められる。教材開発や授業櫛成等、授業づ

くりに対する考え方を見つめ直し、子どもが自ら発想し、思考を推し進めていくような授

業の具体像を模索しなければならない。しかし、実はこれがなかなか難しい。教材研究に

対する思考の柔軟さや既存の見方とは異なる新たな視点からの教材開発は、「言うは易〈、

行うは難し…」なのである。

ところで、同様の難しさを本年度の全国算数授業研究会の企画本の原稿を通して感じた。

今回、全国理事と幹事、及び一般の先生方に原稿の公募をかけた結果、２５本の原稿が寄せ

られた。その中で、気になったことが何点かあった。まず４頁の原稿にも関わらず、「は

じめに」にあたる理屈がやたら長〈、肝心の具体的な授業実践の記述が少ないのである。

いわゆる論文形式の書式に縛られ、柔軟に記述できていないという実態が浮かび上がった。

また、紹介された実践内容自体もどこかで誰かが既に報告しているような教材や指導法の

焼き直しが多く、本人の「自分らしさ」が見えない。仮に先行研究がある実践ならば、引

用参考文献という形で記述すべきであり、それを踏まえた上で本原稿における「自分らし

さ」はどこにあるのかを焦点化して示してほしい。２５本の中にはとても興味深い実践紹介

もあり、理事幹事外の一般の方の原稿も採用されている。やはり、自分らしく新しいもの

を追究していく姿勢が本研究会の源となっているということを意識しておきたい。
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導入で男子の人数から女子の人数を求める話題を経て、次のように展開した。

「お兄さんがいる人立ってください｡」といって、右の画面を屍

ところで、「弟がいる人」も提示する。

ここで、「大桑小学校１年１組で､男の兄弟がいるのは何人でし

ょう｡」と投げかけると、「わからない」「わかる！わかる！」の声

が入り乱れる。そこで、わかるという子に聞くと、「４人」という

答えがかえってくるので、「本当？なんでわかるの？」と問うと、

次のように式をつかって説明が始まった。

「お兄さんがいる人が１人で、弟がいる人が３人だから、１＋

３＝４でしよ。だから、男の兄弟がいる人４人｡」

右の画面を見せる。 子供が人数をメモした

曇１．＃１年i鋪

これを踏まえて次はお姉さんがいる人と妹がいる人を提示す

る。

「では、女の姉妹がいるのは何人でしょう」との投げかけに、

「さっきと同じだよ｡簡単！」という声と、｢え？わからない･･･」

という声が入り乱れる。

「さっきも足したから、今度も足して、４＋６＝１０で１０ノ

岸n年

蕊
「さっきも足したから、今度も足して、４＋６＝１０で１０人｡」

この発言に何人かは「そう、そう｡」とうなずいている。しか

し、初めから「わからない」と言っていた子が困った顔で、手

を挙げていたので話を聞く。

「だって、この２人はお姉さんもいるし、妹もいる｡」

この発言に学級全体から「あ～～～～～～～～！」驚きと納

得の声が聞かれた。そのまま、話し合いを続ける。

「お姉さんも妹がいる人が２人で、その人は最初にお姉さん

のところで立っちゃってるから､妹のところでは立たないか

ら４＋４で８人｡」

教師「え？妹がいる人は４人なの？」

「そうじゃなくて、２回立ってる人は、もう先に立ってるから

引くの！」

Ｊ「だったら４＋６－２でいいんじゃない？」

こうして､重複したものを引くという表現も引き算で表せるこ

鐸i鏑

弔
騨

ｌｉｌｌｌｉ灘’
とを確潔し、最後に自分たちのクラスで男の兄弟がいる人、女の兄弟がいる人を式で表して授

業を終えた。

▲句の」▲



廓55寝藁重国第3学年｢円のひみつを探ろう」、l本県山鹿市立来民小学校百田止水
１「円周率」の学習の問皿点

子どもたちの中には，この学習を始める前に，すでに知餓として円周率が3.14であることを知っ

ている者も少なくない。そのため，この「円周率」の学習は，蝶題設定の仕方が難しく，教師の方

から，一方的に子どもたちに「円周と直径の関係を岡くましよう｡」とか「円周は直径の何倍でしょ

う｡」などの腺題を投げかけることが多かった。また，学習を終えても，子どもたちは，円周率をた

だ機械的に覚えているのみで，本当に円周と直径の間の関係について，実感をもって理解している

とはいえないことが多い。

２デジタル教材を活用した「問い」をもたせる狸題段定

この学習でまず大切なことは，子どもたちに「円周と直径

の長さには，何か関係があるのだろうか？」という「問い」

をもたせることである。そのために，複数の円周の長さを比

べることから学習を始める。円周の長さは，そのままでは比

べることが難しい。そこで‘円を一回転させた軌跡を比ぺる

ようにする。

デジタル散材①により，「－回転するとどこまで移動する1

。
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ようにする。 デジタル敬材①

デジタル散材①により，「－回転するとどこまで移動するだろうか？」という碇１１Mを投げかける。

１つ目の円のとき，多くの子どもたちは，直観で予想をしていくであろう。それは，円が他の基本

的な平面図形とは異なり．曲級で囲まれており，予想のよりどころがないからである｡しかし，大
きさの異なる円を１つ１つどこまで移動するのか予想したり，－回転する円を見たりすることによ

り，この中に何かきまりがありそうだということを感じさせる。デジタル教材①では，円が－回転

した軌跡と元の位匝を目に見える形で子どもたちに示すことができる。①．②の円周の長さを予想

させ，③の円周の長さを予想させる段階では，その根拠も明らかにさせる。子どもたちに予想とそ
の根拠を発表させ，それらの気づきに応じて円の中に直径を谷き込み，円周と直径の関係や円周同
士，直径同士の関係を見やすくしていく。

`廩噛醐鯉卿?亨岬竺響轍の（~）最後に，円周と内接する正六角形のまわりの長さを比較するため

に，デジタル敦材②を提示する。子どもたちは，正六角形が円に内

接することから，円周は半径の６倍，匝径の３倍より少し大きくな

ることを意鯉するであろう。そして，円周と血径の関係について，

さらに。くわしく1Nペようという眼題を設定していくようにする。
３様々な円の円周と直径を測定しⅢその関係を見いだす解決活動

円周と直径の関係を閥ぺる煤題には.次の二面性が含まれている。
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デジタル教材②

この腺題を解決するために，子どもたちは，様々な円の円周と直径を測定することになる。たく
さんの円周や直径を実測することで問題解決をしていく。そこで，今回は，自分たちの身のまわり

のものから運動場にかいた円まで扱い,多くのデータを集め,考察することから,円周率(3.14..…）

に迫っていくようにする｡そのことにより,実感をもって円周率を理解することができると考える。
４授案を終えて

複数の円周を－回転させた軌跡を比較させることで，円周と直径の関係をくわしく鯛ぺようとい
う媒題意M1を高めることができた。また，円とその円に内接する正六角形のまわりの長さを比較す
る二とにより,円周は直径の３倍より少し長いことを理解させることができた。その際に，２つの
デジタル教材を用いたが，円周と直径の関係を視覚的に見やすく際題意職をもたせたり，理解を深
めたりするために大変有効であった。
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１授業のねらい

線対称について、「対称の軸で折り曲げるとぴったり重なる形」という定義をおさえた後の、線対称につ
いて詳しく鯛ぺていく授業である。教科書の流れでは、「○○の長さを測りましょう｡」「角○の大きさを測
りましょう｡」と測定することを促し、その要素について「対称軸からの距離、対応する角の角度が等しい
ことを砿かめていくものである｡」本時では、子供たちから「長さを碗かめたい｡」「角度を調べたい｡」と自
然に子供たちが測定に流れるようなものを考えた。

２授業の実際

①先生の力作…「ずれてる」「変だ」
子供たちは線対称の定幾について知ったのち、自分で線対称の作図に取り

組んだ。「先生も書いてみた、力作を見てください｡」と言い、右図を提示し

た。「ねこだ｡」「きつねだ｡」「ブタだ｡」「これが力作？」と子供たちは口々に
賭す。「実は、もう一つあるんだ｡」と先ほどとは少し違う、線対称ではなし、

図を提示した。すると、「おかしい｡」「変だ！」「え～｡」というこえがあがっ
た。
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②ずれてるってどういうこと？…「確かめたい」「調べたい」
「何が変なの？」と聞くと「線対称じゃない！」と子供たち。少し間を極き、

とぼけていると、「だから、ずれてるの｡」「曲がってる｡」と首うので、「何が？」
とまたとぼけてみる。すると、「ロ！」「あごのライン！」「輪郭！」とずれてい
るところを見つけて話し出した。
「そうかあ、ずれてるのかあ・・・。」とまだ少しとぼけながら、今度は「な

んでずれてるって曾えるの？」と聞くと、「だからあ.」とその先を賭そうとし
たところで、『じゃあ､ずれてるってどういうことなのか考えてみよう｡」と本時のねらいを子供たちに伝え
た｡子供たちに力作２種類を配ると、さっそく子供たちは図の中に｢ずれてる｣の意味を書き加えていった。

③みんなで考える１…「長さ」
まず子供たちが目をつけたのは、「長さ」である。「ロ！」と哲っていたが、では、そ

の口がずれているというのはどういうことなのか？子供たちは最初「長さが違う｡」と臆
した。「そうか。長さが同じだったらよかったんだ｡」と子供たちに問い返すと、「それじ １－

－．J

iｊ

かつた。「左が３cmなのに、右は４cm」という』ニフな表異ｊＦＩ４鰹んIF4ェ刀２．」とい

う表現、「耳からあごまでが９cmと８cm」という表現などである。子供たちの思考では、
先に目のつくロの長さに目が行ったので、ここでも長さで解決したようだった。そうし
た中で、一人の女の子が前へ出てあごの角度「１４５．と１３５。」を密きこんだ。「そ
ういうことか｡」と納得する子供たち。このあごのラインのずれは「角度が違うんだ｡」
ということを全員で砿認して授業が終わった。

子供たちとのやりとり、子供同士のやりとりが楽しい１時間だった｡子供たちは線対称という定縫につい
て「折り曲げるとぴったり重なる（合同になる)」ということについては理解していた。このぴったり重な
るのはなぜかという条件について､最初はぼんやりしていたイメージを自分の言葉に趾き換えて賭し合うう
ちに、このイメージが明砿になっていった。教材の中の「見た目のずれ｣、そして、子供たちの「イメージ
と、それを実際に言葉にする時のずれ」を生むことによって、子供たちが自ら腺皿に関わっていくことがで
きた。
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圃赫丈(鋤大学繩認鯛1Ｎ私の授業実践「点対称」（６年生）

ｵ称の中心を探す活動

点対称における対称の中心は､点対称の概念を剛解する際やその作図において重製な典索である。
しかし、教科書では、対称の中心を教えるが、探す活動を取り入れてはいない.線対称で対称の軸

は探す活動があり、その作図において了どもたちの気付きや納得を生み出したことを踏まえると、

点対称でも取り入れる必要があると考えた．

n両扇ミヨ
対称の導入で、八・，.Ｅ・Ｍ・Ｎ．Ｓ・Ｚから当たりを見つけるという学習をした．子どもた

ちは、Ａ・，．Ｅ・Ｍが当たりであることから、どれも縦か横に半分に折るとぴったり承なる形で

あることを理解することができた。また、外れのＮ・Ｓ・Ｚても「ぴったり重ねることができる」

という発言により、切って半分にしたり１８０度回絃したりすると、当たりにすることができると

いうことに気付くことができた。本時は．線対称について性質や作図を学んだ後の学習である。
どこに留ピンを刺したら、ぴったり重なるかな？

まず、１８０度回転するとぴったり重なる形を「点対称な形」と呼ぶ

ことを教えた｡例としてＮに蘭ピン（※）を刺し、１８０度向犠させて

重ねようとすると、ずれてしまった。もう・度やろうとすると、二んな

声が聞こえてきた。

「先生、僕にやらせてよ｡」

やってみたいという了どもたちを３人選び､順番に取り組ませてみた。

しかし、どの了もうまくいかない．この様了を見て、見ていた了どもた

ちも一緒に琴えようという雰囲気になってきた。そこで、小さく印刷し
たＮを渡し、各自で考えさせた。

どもたちの対称の中心の探し

Ａさん

Ｎを長方形だと見なして、

対角線を引いて、交わった所

Ｂさん

縦に半分に折って、Ｎの中に

できた線を定規で測り、その良

さを２で削った所

Ｃさん

対応する頂点を直線で結ん

でできる点が交わった所

翻醐蝿
なぜ．ぴったり重なるのか説明する

上記の３人の考えで、ぴったり承なる理由を説明できるものがあるか問いかけた。
「Ｃさんのは分かる．だって、それぞれの頂点はどれ#,倒ピンを中心にして１８０度ｎ帳したと二
ろにあるのだから、結んだら交わるはずだ｡」

このＤさんの説明を聞いて、Ｅさんは、

「Ａさんの探しﾉ1ﾉはｃさんと似ている．だって、対角線は頂点を結んでできるから.」．
ＡさんとＣさんが似ていることが分かると、子どもたちは近くの＋と相談を始めた…。耳を傾け

ると、何とかしてＢも似ていると日いたいようだ。自分たちから統合的な見方をしようとする鰻は
期待していかなったので、うれしくなった。しばらくすると、Fさんがぱっと子を挙げた。
「分かった１半分に折って２で削るってことは、国ピンから同じ長さにあって１８０度回犠させた
所にあるってことになるんじゃない？」

友達の考えを蝿解していく過程で、対応する頂点が１８０度回鱸させた場所にあることを琿解す
ることができた。この理解は、作図で大いに活用されるに違いない。

'

※スクールプレゼンターの教具の「留ピン｣。教材は自作したものを使用。
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私の授業実践「な力百百づて~U-Z赤子TTT享蜀 iBlll軸(A誠立久馴'報）

学習

の入門期の指導を行うために,算数科の様々な問題に感覚豊かに自ら働きかける子どもたちを育て
ていきたい。それに伴い，思わず自ら主体的に働きかけたくなるような授業が必要である。その１
つの具体的な姿として「ゲーム要素を含んだ算数的活動」を授業の中に取り入れることが効果的で
あると考える。本時では，数の見方の１つである数の感覚を育てることをねらいとしたゲーム要素
を含んだ算数的活動を行なった。

｣禁t籍j与鶚織忌二雀漂霊W雪雲甕需…醤挙げ…『先生，
ぼく，はりたい！」とロを輝かせてこちらを見ている。Ａにあてると鼎板の前に111てきて「こうや
って…」と１と２の数カードを取り横に並びかえ始めた．Ａの動きを止め「Ａ君がなんだかカード

を貼っているけど，Ａ君の気持ちがわ

かる人？」と|H]うと’手を挙げていな

かった了･どももみな手を挙げた。Ｂが
「１から１０まで貼るんじゃない？」７８９１０

ｉと白うと，動きをIこめたＡも鋼しそう

|I融鱗醗嵐ｉ畳o…‐
すると，「あ！まただ！」という声がどなにも,百わず凧板に数図カードをバラバラに貼った。すると，「あ！まただ！」という声がど

こからともなくあがった。全部貼り終えるときには！ほとんどの了･どＩ)たちが，にこにこしながら
こちらを見ていた。Ｃにあてると数カードの横に，１と２の数図カードを貼り始めた。Ｃの動きを
とめ，「Ｃさんはこの後どうすると思う？」と問うと，Ｄが「さっきみたいに，はると思う｡」と話
した。「さっきみたいにＪ「まただ」と言って２つのことを同じに見ようとする姿勢を褒めた。する
とピが「先幣ちょっと」と不満顔でこちらを見ている．（)が貼った１と２の数回カードを．１と２
の数カードのﾄﾞに並びかえ，「これを「にはったほうが,いいよ」とiI召した子どもたちも「ああ～！」
と納得し，数カードの下に対↓Bする数図カードを貼った。

さんすうかるた（ゲーム要素を含んだ算数的活動①）

＜慨要＞表向きの１～１０の数カードと数図カードを用いる。１～１０

の中の数詞を１つ唱え，子どもがそれに対応する数カードと数図カード

を力凶るたのように取る。

＜ゲームの様ｆ＞ゲームを何度も行う巾で取る速さが増していった。数

lxlカードの〃が数カードより，取りにくいことがわかると数|剤カードを取りにくいことがわかると数|剤カードを狙って取る子どももいた。

しんけし､すいじゃく（ゲーム要素を含んだ算数的活動②）

＜概要＞裏向きの１～１０の数カードと数|翼lカードを用いる．神紐衰弱

の要領で，対応関係にある数カードと数図カードを見つけていく。ただ

し，できるだけ多くの子どもが解答できるようにするために，対応関係

を見つけた場合も次の人に順番がまわるようにした。

＜ゲームの槻子＞一人一人が数にじっくり関わる槻子が見られた。勝ち

負けにこだわるのではなく，数カードや数図カードの場所を記憶し，友】

られた。このゲームでは，１枚も取ることができていない子どもを取り

して，Ｏについて合わせて指導した．

友運に場所を教え合う姿も見

I，上げ．「Ｆちゃんの秘密」と

２つのゲーム要素を含んだ算数的活動を終えて

数カードと数図カードの対応関係を全体で並べかえ砿寵したことが，２つのゲームに必典不可欠

な数と数図の対応関係の把握につながり，ルール説明がほとんどなくてもスムーズにj他行していた｡

ゲームの中で，「人」「枚」「回」「勝」「個」などの助数詞も確認することができた。今後もゲーム

要素を含んだ算数的活動をキーワードに感覚豊かに自ら働きかけていく＋どもたちを育てたい。

07380



iﾑの授業実践５年生「子どもたちにある感覚を引き出す｡」新保健介(宮城県仙台市立金剛沢小学校）

1年間の始まりに,子どもたちの中にある小数のイメージを楽しく発露できる場面を設定した。

１実際の授業

５に近い数ゲーム！

子どもたちは「ゲームだ！どうやるんだろう？」と楽しみにしている。

Ｏから９までのカードがあります。じゃんけんで勝った人から交互に引きます｡できた数が５に

近いチームが勝ちです。

子どもたちは勝ちたいと燃える。そこで引いた数によって様々な作戦を言い始める。

|Ⅲ ｜|Ⅱ

チームメイトの声がけから，「そうか！」と気が付く子もいて,知らず知らず理解が深まっていく

様子が感じられた。時々「どうしてなの？」と尋ねると「だってさ・・・」と理由を話す姿を引き

出すこともできた。子どもたちの自然な姿を価値づけることができたことは大変有意義であった。

２子どもたちの中にあるものに輪郭をつける

子どもたちは意職していないが,小数の感覚をもっている。その感覚をゲームという場面設定

を通して競わせることで,子どもたち自らが輪郭をつけて表現する。そして輪郭をつけて表現す

る姿を価値づけることで,自ら積極的に働きかけることに自信と喜びをもたせることができた。



・・・巻尾言・・・・・・・・・・・・

初心を思い出そう

●●●●｡●●●●０●●●●●●●●●C●●

中村潤一郎

さい」、「しっかり考えなさい」などと子

どもに要求ばかりしていたことも思い出す。

お店だったら、潰れていてもおかしくない。

しかし、今は違う。これも、全国算数授

業研究会に出合い、真の算数授業の『味』

を知ることができたからである。

「昼ご飯は、どうせ、ラーメンでしよ！」

どんなに家族から冷たい視線を浴びせら

れても、ラーメン好きの私にとって、出先

でのラーメン屋巡りはやめられない。

先日訪れたお店は、つけ麺の元祖として

有名な東池袋『大勝軒』で修業し、暖簾分

けを許された店らしい。壁には『大勝軒』

の創業者の写真が大きく掲げられていた。

はたして、どのようなラーメンが出てく

るのか。カウンターの向こうであざやかに

湯切りをする店主を眺めながら、胸をわく

わくさせるこの瞬間がたまらない。

ラーメンは、今や国民食とも言えるほど、

誰でも手軽に作り、食べることのできる料

理である。しかし、有名店のような、食べ

る者を魅了する『味』をつくり出すのは、

容易ではない。さすがは、プロである。

算数授業も同じではないか。小学生を相

手に塾で大学生が、家で家族が手軽に教え

ることは可能である。しかし、学ぶ者を魅

了する『味』をつくり出すのは、我々だか

らできることと言えるようになりたい。

とはいえ、私の場合、教育実習や教科教

育法の講義は経験したが、授業の『味』に

ついてはよく分からないまま教員になり、

子どもの前に立っていた。つまり、素人が

いきなり店を開店させ、「とりあえず作り

ました」程度のラーメンを提供していたよ

うなものである。さらに、自分の『味』の

不十分さを棚に上げ、「もっと手を挙げな

本研究会に対する意思確認をさせて

いただくことになりました。

全く連絡のない方，全く参加できな

い方もいらっしゃるようです。

へ

先日、このような内容の手紙が事務局か

ら届いた。我々は再度、初心を思い出し、

なぜ、本研究会に属そうと思ったのか、何

を目指して修業しているのか（そう、本研

究会は『味』づくりを学ぶ修業の場である）

そして、当初の目標は実現できたのかとい

うことを考える必要があると思った。

シャキシャキという麺上げの音が聞こえ、

待ちに待ったラーメンが出てきた。

修業の地、東池袋『大勝軒』の味を継承

しつつ、オリジナリティの味を乗せている

という印象のラーメンだった。

「私も本研究会で学んだことをもとに、

自分らしさのある『味』づくりを目指して、

もっともっと頑張りたい！」

店主の努力と思いが詰まった一杯のラー

メンは、私にこう決意を新たにさせた。や

っぱりラーメン巡りはやめられない。
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