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～

巻

頭

言

子どもたちの考えに向き合える教師

千々岩 芳朗
福岡県赤村立赤小学校

ご存じの方も多いかもしれないが、
「Twitter ユーザーのぽつたんさん」という方が先日ネット上に
下のような問題を投稿した。それが大変ネット上で話題となっていた。この問題は、教育学部の課題
として出されたものだそうだが・・・。（以下問題文を引用させていただく）
○１年生の「くり下がりのあるひき算」の授業で、次のように説明した児童がいます。児童がどう
考えたか、説明しましょう。
１３－９＝４
１３から３ひいて１０になったほうから２ひいて５。
そして５になったほうから４ひく。こたえは４。

この子は、どう考えたのだろうか。この文章を読んだだけではとんと意味が分からない。
しかし、実際にこの子はこのようにして「１３－９」を解決していったそうだ。この GEPPO をお読
みの先生方はどうこの問題を説明されるだろうか。
（ちなみに様々な考察が Twitter 上に登場したそう
だ）
この問題に出会ったこの子は、今持てる力をふりしぼってこの問題に対峙したと考えられる。問題
に積極的に関わろうとしているこの子は、自ら動き始め自らの方法でこの問題を解決していったのだ。
回りから見ると難解な解き方だが、この子にとっては最善の策をとったにちがいない。たぶん、その
子は体全体を使いながら、この問題の解き方を他に伝えようとしたのだろう。だから、その子の言葉
だけを聞いて、考え方を説明するのは大変むずかしい。ふと考えてみた。私が、そんな考えに出会っ
たときどうしただろうかと・・・。
子どもたちは、こちらが予想だにしない考えを披露してくれるときがある。しっかりと教材研究を
し、子どもたちから出される考えを予想していたとしても、なかなか解明できない考えが発信される。
そんな子どもたちの発信にいかに向き合っていくのか、いかに理解していくのか、それが教師の腕の
見せ所だ。それが近所の大人達にはできないプロ教師の熟練した技の一つだと思う。
（私は、まだまだ
その域まで達せず相変わらずもがいているが、目指すところは熟練した技を持つ教師だ）
我が福岡県では、来年度の新規採用者（合格者）が５００人を越える。今までこんなに多くの採用
者が出たのは、私が勤めはじめてから聞いたことはない。採用者の中には講師経験の豊富な方もいら
っしゃるとは思うが、そうでない方も多いのではないかと思う。そんな若者たちが、子どもたちの秘
められた力を引き出す「熟練の技」を体得し、子どもたちの夢を育んでいくプロ教師へと成長してほ
しいと切に願う。微力ながら私も少しでも若者達の役に立てればと強く考えている今日この頃だ。
さて、前述の問題の説明はできましたか。１年生になったつもりでこの問題に向き合うとその子の
考え方が見えてくるかも・・・。もしその子の考えが見えてきたら、千々岩までお知らせください。
なお、私自身はというと・・いろいろと考えてみたのですが、納得いく考えを見つけることはできま
せんでした。そればかりか、ついついネット上のいろいろな考えを見てしまったのです。そこには大
変納得のいくものが・・・。
（まだまだ、私は修行が足りません。・・・熟練のプロ教師になりたい千々岩でした。）
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実践報告①

３年 １億までの数
奥 拓也
１

福岡県川崎町立川崎小学校

はじめに
今年度から新しい学校に異動し、３年生のかわいい２２名の子ども達に囲まれて過ごしている。そ

こで、６月に行った、最初の研究授業での実践について報告する。今回は、第３学年一億までの数の
１０倍の計算の仕方を考える授業において、「たまご」の教材の活用の仕方について考え実践してみ
た。
２

授業の実際

ねらい

１こ２０円のたまごや２５円のたまご１０こ分のねだんを求め方を話し合う活動を通して、

１０倍の計算の仕方を考えることができる。
最初に、実際のたまご１パックの模型を見せ、「こ
のたまご１０こ分の値段は何円か？」と条件不足の問
題提示をした。すると、案の上、「先生、それじゃわ
からないよ。」「何のたまごかわからない。」という
子ども達の反応。私は、「なんのたまごかなあ。」と、
とぼけると、一人の子どもが「わかった、恐竜のたま
ごだ！」とよい反応！私は、「しめしめ。」と思いな
がら、「今日はいろいろなたまごの値段を考えてみる
ね。」と言って、まず、１こ２０円の鶏のたまご１０こ分の値段を考えた。そこで、図を元に、帰納
的に２０円✕１０こ分は２００円ということを確かめた。位取り版を大きく板書して、「２０円が２
００円になったんだね。」と子どもが気がつくように並べて板書する。
次に、「もう少し上等なたまごでやってみようよ。」「烏骨鶏のたまごは２５円だそうです。」と
２５円の場合を考えた。こちらも帰納的になんなく、２５円✕１０こ分は、

２５０円を導き出す。

ここは定石通り、鶏のたまご２０円の場合と烏骨鶏のたまご２５円の場合の位取り版を大きく板書上
で比較し、共通点を見つけてみた。子ども達は「どちらも（かけられる数に）０が一つ増えているよ。」
「１０倍すれば、０が一つ増え、位が一つ左にずれるね。」というきまりを見つけ出した。大切なこ
とは、子どもが見つけ、価値づけることで深く印象に残っていくとつくづく思う。
話はここからである。私は、たまごの教材はここで終わってしまってはもったいないと考える。色々
なたまごがあるからである。そこで、発展的な考え方を育てるために、残り１０分でグループに分か
れて問題づくりをした。「1 こ７円のかえるのたまご１０こで７０円」というモデルを示し、「１こ
○円のたまご１０こ分は？」と短冊に書いて渡すと、子ども達は、意欲的に話し合い始めた。こんな
考えが出た。「1 こ５円のカメのたまご１０こで５０円」「５０円のウミガメのたまご１０こで５０
０円」「１００円のガチョウのたまご１０こで１０００円」「１０００円のダチョウのたまご１０こ
で１００００円」「７０００円の恐竜のたまご１０個で７００００円」。楽しく問題づくりに熱中し
た。せっかくのたまごだから、こんな展開が面白いと思う。「どれも、１０倍すると０が一つ増えて
るね。」というところでチャイムの音。とても楽しい授業になった。
３

授業を終えて
鶏のたまご１こ２０円の１０倍は２００円、烏骨鶏のたまご２５円の１０倍は、

２５０円、だったら○○のたまご１０こ分は？というように、たまごの教材を使って発展性のある展
開にしたことにより活発な対話・交流になったと思う。
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実践報告②

教師が間違いを提示することの重要性～第４学年「１桁でわるわり算」の指導を通して～
久連松 大輔

福岡市立千代小学校

１ はじめに
学級全員が算数の意味理解を深めたり，考えたり説明したりするための近道は，教師が間違いを提示
することだと考える。「１桁でわるわり算」の実践をご紹介する。
２ 問題を把握する場面で
第１時【問題】
80 枚のカードを４人で（同じ数ずつ）分けます。１人分は何枚になりますか。
Ｔ：（

）を外して問題を板書

「仲良く分けようね。（10 枚の束カードを不均等に分けて）…できたよ。」
Ｃ：「えっ…。みんな同じ枚数じゃないよ。」
Ｃ：「仲良くって言ったのに…。」
Ｔ：「でも，ちゃんと４人で分けているよ。」
Ｃ：「分けているけど“同じ数ずつ”じゃないよ。」
Ｔ：「今の意見，どういうこと？」
Ｃ：「仲良くってことは，みんな等しくってことだから，４人で同じ数ずつ分けるってこと。」
Ｔ：
「同じことを考えていた人？（子どもの挙手を確認）…そうだね。先生が“同じ数ずつ”って言葉を書
き忘れていたよ。（問題に“同じ数ずつ”を挿入）」
３ 解決方法を見通す場面で
第３時【問題】

72 枚のカードを３人で同じ数ずつ分けます。１人分は何枚になりますか。
Ｔ：（子どもとやりとりし，72 枚を 10 枚の束カード７つと１枚カード２枚としてを黒板に提示た後）「実
際に分けてくれる人？」
Ｃ：（10 枚の束カードを３枚に手にし，３人に各１枚分けるところを演示）
Ｔ：「次をやってくれる人？」
Ｃ：（同様に 10 枚の束カード３枚を操作）
Ｔ：
「じゃあ，残りは３枚だから，ここからは先生も分かるよ。
（残った 10 枚の束カード１つと１枚カード
２つの３枚を各１枚分けて）こうするんだね。」
Ｃ：「あーだめだめ。かわいそう。10 と１，１だもん。」
Ｃ：「９枚も違うよ。」
Ｃ：「先生，１枚のカードがあと 10 枚いるよ。」「両替しなくちゃ。」
Ｃ：「そうそう。」

10
10

10

10
１

10

10

10

１

Ｔ：
「みんな同じこと考えているの？どういうことかな？となりの人と確認してごらん。」
（子どもたちはと
なりと確認）「みんなに説明できる人？」
Ｃ：
「10 枚のまとまりをくずして，１枚カードを 10 枚にするということ。10 と２を足して，残りを１枚カ
ード 12 枚にしたら同じ数ずつ分けられるよ。」
Ｔ：「今，みんなで確認した分け方を，ノートに書いてごらん。」
４ おわりに
教師が間違った考え方を提示し，そのことをもとに，子どもの思考に沿った問い返しと指示をすると，
学級全体が生き生きしてくる。今後もこのようなことを大事にし，算数の学習を子どもたちと共につく
っていきたい。
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実践報告③

３年 あまりのあるわり算「たかき公園の絵を作ろう」
～文にぴったりの絵を作る活動を仕組み絵と式のずれからあまりの意味を考える～
１

髙木 美和

はじめに

福岡県赤村立赤小学校

１ はじめに
日常生活において「余りのあるわり算」は「割り切れるわり算」の場面より多く存在しており、「日
常生活に活かしやすい算数」と言える。しかし、余りの意味はその場面によって取り扱いがちがって
くることから、余りの意味を理解し、その処理を的確にする力を培っていくことは大変重要なことと
考える。そこで、以下のような授業に取り組んだ。
２ たかき公園の絵を作ろう（文にぴったりの絵を作る活動）

１０月１６日（日）
わたしと３年１組のみんなでたかき公園に行

導入で、子どもたちに「日曜日、先生はたかき公園に行った

きました。公園の入り口のすぐよこに花だんが

よ。どんな公園かみんなで絵を作ろう。」と投げかけた。まっ

あってピンクと白のコスモスが４本ずつさい

たく公園についての情報がない子どもたちからは、「行ったこ

ていました。とてもきれいでした。花だんのと

とないからわからない。」との声。そこで、「先生の日記を特

なりにブランコ、公園のまん中にはすべり台が

別に見せてあげよう。」と右のような長文を提示した。この日

あったのでみんなで遊びました。おくには高い

記から必要な情報を取り出し、遊具などのパーツを置き公園の

木が２本生えていてその間にベンチがありま

絵を作り上げていくわけだが、「余りのあるわり算」の場面に

した。みんなそのベンチにすわっておにぎりを

つながる「しかけ」をしておいた。それはベンチである。公園

食べました。すごく楽しかったです。

の様々な遊具のパーツとともにベンチのパーツを 1 脚だけ提示
しておくと、子どもたちは口々に「これだけでは全員が座ることができない。」と言い出した。そこ
から「一体ベンチは何脚あるのか？」という「問い」を引き出すことができた。
３ あれ？A 君と B 君が座れない
（図と式のずれからあまりの意味を考える）
先生と 3 年 1 組全員が座るためのベンチを何脚置いたらいいか迷った子どもたちは、交流する中で、
先生と子どもたちは先生と３年１組全員で１７人だということ、ベンチ１脚には３人座れることを日
記の文やベンチのパーツから読み取った。そこから、「わり算」の計算や図を使いながら問題を解決
しようとしはじめた。子どもたちの考えは、ベンチの数は「５脚」「５脚になって２人あまる」「６
脚」という意見に分かれていた。交流する際、まず式を取り上げた。式は１７÷３＝５あまり３にな
るという意見をもとに、公園の図に５脚ベンチをはり、子どもたちの顔写真入りのパーツを座らせて
いった。すると、「A 君と B 君が座れない。かわいそう。」と言い出した子どもたち。「あまった二
人はブランコに座るといい」「みんなそのベンチに座ると日記に書いているからベンチに座らせない
とだめだよ」など交流する中で、「計算では５脚で２人あまるけど
２人が座るベンチがあと１脚あるはずだから、５脚に１脚たして５
＋１で６脚になるんだ」と話はまとまっていった。
４ おわりに
長文から公園の絵を作っていく活動を仕組むことは、自然に問い
にいざなうことができ効果的だった。子どもたちは公園を作ってい
く中で、長文の中から必要な情報を取り出したり、ベンチの数は一体

１７÷３＝５あまり２

何脚なのかと問いをもつことができた。また、「わり算」の式と図で
ずれが生じた時、このずれを解決していくことで「余りの意味」を子
どもたちに考えさせていくことができた。今回の学習が日常に活きて
働く力になればと思う。
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きゃく
５＋１＝６
きゃく

人

実践報告④

５年 分数のたし算（２）
１

高瀬 大輔

はじめに

福岡県川崎町立川崎小学校

１ 授業のコンセプト
通常、本単元では通分の仕方を学習した後に、異分母分数の加法減法の計算の仕方について学習す
る。しかし、通分することと、異分母分数の加法・減法をすることには子ども達の考えるべき内容価
値・方法価値に大きな差はない。むしろ、事前に通分の仕方を学習することにより、異分母分数の加
法・減法の計算の仕方を見いだす学習が形式的なものに陥りやすいのではないだろうか。異分母分数
の加法・減法の計算の仕方を考える際に、必然的に通分せざるを得ない状況に追い込み、それらを同
時に取り扱う方が、子どもの思考力・表現力を育む上で価値があると考え、授業づくりを行った。
２ 授業の実際
本時までの同値分数をつくる学習において、子ども達が単なる形式処理だけ
に陥ることなく分数のイメージ力を育むことができるように、１枚の紙を折っ
たときにできる大きさを分数で表す活動を単元を通して仕組んでいた。
（表に分
数、裏に図）
そして本時。
「分数くじびき」として、封筒からひいた分数のどちら
が大きいかを、教師 VS 子どもで勝負する活動を仕組んだ。ただし、

1 回戦

子ども

３

2 回戦

子ども

３

実際には、右のような分数が出るように袋の中を工夫していた。
1 回戦は、右の表にあるようにすぐに勝負がつく。子どもたちも、

５

教師

２
５

教師

２
５

まだゲーム感覚である。次に２回戦、
右にあるように、異分母分数の登場である。数人は同値分数に置き換えること
をつぶやいているが、ほとんどの子は、その分数の大きさが分かるカードの裏
を見せてほしいと言う。直接比較によって解決しようとしているのである。そ
して、裏をみてがっかり、一勝一敗となった。しかし、この図を次の布石とす
るため、黒板に残しておいた。
ここで、山場に入る。
「一勝一敗なので、この２枚ずつのカードで何とか勝負
つかない？」と問い、
「合計で勝負したらいい」という声を引き出した。
子ども

３

教師

２

５

５

＋

３

＋

２

もちろん、教師側の同分母分数の加法は問題ないが、子ども側の異分母
分数の加法が問題となる。ここで、ねらい通り先ほどの図が、大きな役割

５

を果たした。
２枚のカードがほしいという子どもたちに、
自由にカードを取らせると、
何とか２つの大きさを合わせようと図に働きかける子どもたち。和の大き

さの違いが微妙なだけに、図に色をぬる、図に線を入れる、あるいは切って貼るなどの活動が生まれ、
図をもとにしながら２つの分数の和を求めることができた。
３．授業を終えて
予想以上に、子どもたちの図に働きかける姿が見られた。形式的な処理は、後からいくらでもでき
る。しかし、初めて異分母分数の加法という課題と向き合った子どもたちが、図を駆使して計算に立
ち向かうことがいかに大切かを改めて実感した。
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実践報告④

２年 おつりのでないかいものをしよう
１

はじめに

武末 三奈

福岡県赤村立赤小学校

１ 授業にあたって
低学年のうちに鍛えたい算数の力は、たくさんある。その一つが、「１０の補数」である。「１０
の補数」を見極め、活用する力が備われば、子どもたちの計算力が高まることはもちろんだが、数の
見方・感覚も培われていく。そこで、子どもたちの生活場面から「１００円ぴったりの買い物をする
には、どんな買い方があるのか」という問いを引き出し、一の位の数に着目して考える学習を設定し
た。
２ 授業の実際
『スーパーたけすえ』に１００円玉を１枚持って出かける。『スーパーたけすえ』には、子どもた
ちの大好きなお菓子が１０種類あり、一の位の値段を隠して提示した。「好きなお菓子を買っていい
よ。」と投げかけると「ポテトチップスとかっぱえびせん。」と答えた。子どもたちに、ポテトチッ
プスとかっぱえびせんの値段だけを見せると、「あ！１００円以上するから買えないよ。」「だった
ら、チョコボールとビッグカツ」と次の買い物を始めた。チョコボールとビッグカツの値段を提示す
ると、「これは、買える！」と、嬉しそうな反応が返ってきた。そこで、「あ！おつりがない！」と、
とぼけてみた。その後、隠していた一の位を全て見せて、「どんな買い物をする？」と改めて投げか
けてみた。「よっちゃんイカとビッグカツとチロルチョコとチョコボール。」「お！たくさん買うね。
本当に１００円で買えるの？」「あ！買える！！」「すごい！ぴったり！」計算の速い子たちは、す
ぐに頭の中でやってしまったが、「ノートに式を書いて、本当になるか見せて。」と声かけをして、
みんなが計算をして１００円ぴったりを味わえるようにした。「どうして、A 君はよっちゃんイカと
ビッグカツを合わせて買ったのかな？」「ちょうど５０円になるから。」「チロルチョコとチョコボ
ールもちょうど５０円。」「もう、他に１００円ぴったりになるものはないかな？」「わたパチとペ
ロペロチョコ。」「どうして B さんは、その２つを買おうと思ったのかな？」「だって、一の位が２
円と８円だから。」「さっきも、４円と６円。５円と５円だ
ったよ。」一の位を隠していたからか、一の位に目を向けて
考え始めていた。他に１００円ぴったりになる買い物をノー
トに書かせていった。もし、１００円にならなくても、１０
０円より多くなったとしても、消さずにそのまま残すように
声かけをした。「１０＋３２＋５８」「２６＋６４＋１０」
「１０＋１０＋１０＋１０＋１０＋１０＋１０＋１０＋１０
＋１０」等、子どもたちは１００円ぴったりになる計算を発見していった。「どこの数を見て考えた
の？」「一の位の数。」「そうか。一の位どうしを足して何になる数を探せばいいのかな？」「１０
になる数。」「なるほどね！みんなの書いている式を見ると、２と８で１０。６と４で１０になるね。」
３ 授業を終えて
「先生、ぼくね、これとこれとこれを見つけたよ。」と「３３＋３２＋３５」の買い方を授業後の
黒板を使って話してくれる子がいた。授業では、取り上げることができなかった考えを話したくてた
まらないという子が、私を取り囲んでいた。また、その後の鍛錬遠足前には、「３００円以内のお菓
子」の買い物にお家の方たちと一緒に行って、「自分で計算しながら買ったよ。」という子たちもい
た。「１０の補数に目を向けて計算する力」が、子どもたちの生きて働く力となってくれることを願
いながら、今後も数の見方・感覚を育んでいきたいと考える。
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実践報告⑤

デジタルジオボードを使って ～３年「三角形」の学習から～
１

はじめに

千々岩 芳朗

福岡県赤村立赤小学校

１ はじめに
３年生「三角形」の学習で、iPad のアプリのひとつである「ジオボード」を使ってみた。このデジ
タルジオボードは、実際のジオボードとほとんど操作がかわらず、直感的に「ゴム」を動かすことが
できる。また、できた形を指で動かして他の形とくらべることもできる（同じジオボード上の図形）。
iPad 版、iPhone 版とあるが、iPad 版には大きな長方形のジオボード、円形ジオボードも使えるよう
になっている。
今回の学習では、５×５のピンの数のもの（図 1）と円形（図 2）のものを使ってみた。
２ 授業から
「デジタルジオボードでいろいろな三角形を作ってみよう」
子どもたちに、そう投げかけ授業を始めた。
「できた三角形を紙にうつして持ってきて」子どもたち
からたくさんの三角形が黒板に貼られていった。
「たくさんありすぎるから、ちょっと仲間わけしてみ
ようか」と子どもたちとできた図形の仲間わけを始めた。子どもたちはまず、直角二等辺三角形の分
類（もちろんそんな名前は知らない）を始めた。そのとき、一人の子から「大きさはちがうけど、同
じ形がある」「おもしろいね。どういうこと」と問い返すと「だって、形はいっしょだよ」
「みんなそ
れで仲間わけをしてもいい？」と全体に問いかけた。
「いいよ」す
ぐに答えが返ってきた。仲間わけの方針が深まった。1 時間目は
ここで終わった。
二時目、昨日の引き続き子どもたちは三角形の分類に取り組ん
だ。今日は二等辺三角形（もちろん子どもたちは二等辺三角形で
あることを知らない）
の分類。
「これとこれが同じ」子どもたちは、
二つの二等辺三角形を示した。
「どうして？」問い返す。男の子の
一人が、
「それは、こうなっているから」と頭の上でとんがり帽子

図 1

を作るようなしぐさをした。
「それどういうこと？」再び問い返す。
「長さがおんなじ」と声が返ってきた。
「そうそう」みんなも頷い
た。今度は形がちがっても、とんがり帽子のように二つの辺の長
さが等しいものを子どもたちは選び始めた。その後、直角三角形
の分類をした。そこで問題が起こった。一番先に選んだ「直角二
等辺三角形」にも直角が含まれているということだった。
「ハーフ
だね」と声が上がった。
「なるほど、二つの三角形の性質が入って
いるね」直角三角形を①グループ、二等辺三角形を②グループ、
そして直角二等辺三角形を①＋②グループとして分類することが

図 ２

できた。そこで、円形ジオボードを提示し練習として① ② ①＋②の三角形を作ってもらった。
（図 2）
それぞれのグループに分類されるいくつもの三角形を子どもたちは作っていった。そんなとき、ある
女の子が正三角形を作っていた。
「○○さんは、こんな三角形を作っていたけど、どこに分けたらいい
のか困ってるみたいだよ」
「三つの辺の長さが同じみたいだね」定規で辺の長さを測って確かめてみる
と 3 つの辺の長さは同じ長さという結果が出た。「じゃあ、この形は新しい形、だから④だ」子ども
たちは、子どもたち自らが決めた観点で三角形を分類していった。
（次時、子どもたちは三角形の名前
を知っていった）
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実践報告⑤

３年 円と球
１

新田 真子

はじめに

福岡市立舞鶴小学校

１ 点をうって，円を見つける
前時の学習で，楕円，正方形，円の３つの図を順番に見せ，
「玉入れをする時に，自分だったらどこ
に並ぶ？」と尋ねた。すると，児童は楕円，正方形では，中心からよ
り近い所を選んだが，円だけは「どこでもいい」と答えた。児童の中
で円は中心からどこに立っても同じ長さであるだろうと見当がついた。
そして, 次時に「円とは，１つの点から同じ長さになるようにかいた
まるい形である」という理解を実感するために，半径の長さの画用紙
を長方形に切ったものを児童一人一人に渡した。
「３年生１１０人全員
で玉入れをする時に，けんかにならないようにみんなの立つ位置を決
めて」と説明し，その長方形の画用紙を使って３年生１１０人分の点
をうたせた。すると, 児童が「あ，丸になった。
」と自分たちが行った
作業から「１つの点から同じ長さになるように点をうっていくと，まるい形になる」それが円である
こと，さらに１つの円では，半径はみんな同じ長さであることを理解することができた。
２ こま作りから中心を見つける
直径の意味や直径と半径の関係を理解するために，こま作りを仕組んだ。半径４㎝の円に切った厚
紙と考える時に使う薄い紙の円，そして楊枝と画鋲を児童に渡し中心を見つけさせた。中心の見つけ
方はやはり様々で，ア「円の周りから４㎝を測っていく」，イ「薄い紙の円を１回折ってその折り目を
使って 4 ㎝測る」，ウ「薄い紙の円を２回折る」
，エ「円の端から端（直径）に２本直線をひく」など
自分なりに考え，中心を見つけていた。その後，誰が一番よく回るかを，作ったこまで一斉に勝負し
てみると，やはり回り方に差がでることが分かった。そこで，
「よく回るこまは，どうやって中心を見
つけたんだろう。」という共通の課題をもち，中心の見つけ方について交流していった。
新しく習得する知識を操作活動を行うことで，自分の失敗や友達の考えのよさに気づくことができ，
児童が主体的に円について理解することができた。

図 ア

図 イ

図 ウ
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図 エ

実践報告⑤

６年 図形の拡大と縮小＆速さ
１

光尾 浩太

はじめに

福岡県福智町立金田小学校

１ 授業のねらい
知識を生かす学習の位置づけを考えた時に，問題提示の視点として，児童にとって「考えてみたい」必要感がある
かどうかをポイントに考えた。今回は，学校行事の『鍛錬遠足』にて，福智山に登るという共通の目的がある。
【頂上
で食べる弁当は最高だ！どれくらい頂上にいれるのか。】という問うことで「調べてみたい。」と気持ちになった。児
童の中で「考えてみたい」という必要感のある問いとして設定できた。地図から道のりを導き出す作業（図形の拡大
と縮小）とかかる時間を導き出す作業（速さ）を納得いく形で答えを出そうとした実践である。
２ 授業の実際
①Google Map を活用した距離の推測
まず，Google Map を活用し，地図中の歩く道のりを定規を用いて測定・計算し，実際
の道のりを推測する。児童は，登山道近くの曲がり道の多さに困り感をもったが，
Google Map の倍率を変えながら納得する値を決めていった。さらに登りと下りの道の
りは，Google Map で測ることができなかったため，福智町役場のホームページから情
報を得ることにした。このようにして情報を収集していきながら，下のような鍛錬遠
足で歩く道のりをクラス全員で推測していった。
『行き（平坦）8km

山登り 4.1km

山下り 4.1km

帰り（平坦）8km』

ここで A さんが言う。「次は速さを出さなきゃ。」
②クラスの児童の実測（平均）に基づいた歩速の推測
C くんは続けて「みんなそれぞれ歩く速さはちがうよね。」とつぶやいた。そこで，どうすれば納得できるかを問う
と，「全員で出したい。」と返ってきた。「どうすれば全員で出せるのか。」と切り返すと，「全員で測って･･･」と全員
にこだわるので「全員の記録を１つにできないか。」と問うと『平均！』と返ってきて･･･全員が納得した。そこで，
平坦な道と登り道，下り道の速さをクラス全員分測定し，平均を出していった。【納得解→平均】
【測定方法】
計測：Ipad を使用
平坦：50ｍの速さを測定
登り：階段上り 9ｍを測定
下り：階段下り 9m を測定
時間がかからない工夫として，測定の長さを短くすること
にした。

③①と②を用いてかかる時間の推測
クラスの児童の測定結果をみると･･･50ｍ歩行は平均 35.4 秒。登り歩行（9ｍ）は平均 12.8 秒。下り歩行（9m）は
平均 10.5 秒。となった。「先に道のりを求めているから，長さをもとにしたらいい。」という声を頼りに，1m 進むの
にかかる時間をそれぞれ計算し，0.71 秒/m・1.4 秒/m・1.2 秒/m と導き出した。
最後に，道のりと速さを用いて，かかる時間を計算すると，平坦な道は往復で 376 分→6 時間 16 分と導き出した。
同様に，登り下りの時間も計算し，合計で約 8 時間かかることを導き出すことができた。
３ 授業をやってみて
「考えてみたい」という必要感のある学習だったので，意欲をもち取り組むことができていた。また，学習が進ん
でいくにつれて，自分達の歩く速さを知る必要感やクラス全員のタイムの平均で物事を考えることができたこともよ
かった。これをもとに，本番の山登りでも計算して登っている様子で，実生活に生かす学習になった。さらに，実際
の山登りでは，平坦な道の歩く速さが予想よりも速く，頂上での弁当の時間も 1 時間取ることができた。その後の振
り返りで，児童は「計算よりも速かった。」「やってよかった。」など，実りある学習になった。
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巻

尾

言

高瀬大輔
福岡県田川郡川崎町立川崎小学校

今、プロ野球では、日本シリーズが行われている。２５年ぶりにセリーグを制した広島カープと最
大１１．５ゲーム差を逆転した日本ハムが闘っている。２歳から広島カープの帽子を被せられ、物心
がついたときにはカープファンだった私にとっては、今シーズンはまさに「神ってる」シーズンであ
る。３２年ぶりの日本一を心の底の底から願っている。
今シーズン、大進撃のカープについて、様々な視点から話題が挙がった。黒田選手や新井選手をは
じめ、躍動する若手選手たちがそのスポットを浴びた。ただ、その派手な表舞台とは逆にチームづく
りに欠かせないスカウト担当の話題を目にする機会があった。
カープのスカウト統括部長、苑田聡彦（71）氏である。苑田氏は、「プロ野球界最後の職人スカウ
ト」とも呼ばれ、他球団スカウトも「あの人が目をつけているなら、この選手は間違いない。」と言わ
れるほど…。日本シリーズに出場するカープのスタメンにも、やはり苑田氏が発掘した選手が並ぶ。
そして、当時無名だった黒田選手を見出し、指名を促したのも苑田氏だったという。
「もちろん、選手
のプレーはみるが、プレーだけで良い選手をとるのではない。伸びる選手をとる。伸びる選手は、練
習する『気持ちと体力』がある。新井なんかは、涙が出ても『汗や、汗や』といって黙って練習して
いた。選手の『佇まい』をみれば、大体わかるもんですよ」という。もちろん、素人には分からない
専門的な視点も選手を見出すためには必要だろう。しかし、表面的なプレーそのものだけでなく、そ
の「佇まい」から選手の内面とその後の選手の伸びしろまでもを見出す苑田氏の眼力は 40 年ものス
カウト経験の賜物だろう。
よく話題に挙がるように、教育界は今、大量採用時代を迎え、多くの若い先生が難しい採用試験を
くぐり抜けて、夢の教職についている。現場に若い先生方が増えるのは、学校の雰囲気が活気づくし、
何より子どもたちが喜ぶ。私の学校でも、年々平均年齢が下がり、いつの間にか平均４０歳を下回ろ
うとしているほどだ。
（私も若手のつもりでしたが、いつの間にか教職１３年目…平均年齢を下げるど
ころか上げてしまう年齢に…（汗）
）
ただ、プロ野球の世界と同じで、採用試験をくぐった後が大切である。「伸びる教師」「子どもたち
に力をつける教師」でなければ、プロ教師として飯を食っていけない。そのためには、若い先生方の
前にその「佇まい」で見本を示せる中堅・ベテランの教師の存在も絶対不可欠である。中堅・ベテラ
ンの教師はその経験から、当然、授業づくりや学級経営の技能は高い。それだけでなく、
「伸びる教師」
に必要であろう「気持ちと体力」を併せもった「佇まい」を示していきたいものである。教師として
の経験からあぐらをかくことなく、
「いつまでも伸びる教師」でありたい。

page 1200 算数授業研究会月報 219 号

