
 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

 これからの社会をよりよく生きる資質・能力を育

むために、どのような授業ができるとよいか。頭に

浮かぶことは、おそらく『主体的・対話的で深い学

び』という言葉に包括できるだろう。それほど、こ

の授業改善の視点は、授業の本質を捉えた言葉であ

る。その反面、広義な解釈が可能な言葉でもある。

そのため、「主体的・対話的で深い学びとはどのよ

うなものか」という質問に対する答えが、自分の中

でなかなか見つからなかった。 

そこで、日々の実践の中で、『主体的・対話的で

深い学び』であったと実感できた授業、そうでない

授業を抽出して分析し、その特徴を探ってみたいと

考えた。 

その実践の鍵となるのは、子供の表出する言葉で

ある。例えば算数科において、「便利だ」、「すっき

り」といった算数のよさを実感している姿、「見方

が広がった」、「だったらこの場合は…」、「前も…」

といった統合的・発展的な見方・考え方を働かせて

いる姿などが挙げられる。こういった表現がいくつ

も生まれる授業は、「点」の知識がつながり、算数

の本質に迫れていることが多い。反対に、「～がわ

かりました」ばかりの「点」の振り返りが並ぶ授業

は、子供の思考をつなげなかったときではないかと

予想する。 

 このように、子供の言葉に着目し、授業を分析す

ることで、『主体的・対話的で深い学び』の実態を

具体で語れるようになりたいと考え、本主題を設定

した。 

 

２．研究の内容と方法 

日々の授業で表出された子供の言葉を手掛かり

に、授業を類別し、分析していく。 

例えば、『主体的・対話的で深い学び』が実現で 

 

 

 

 

 

 

きたと感じた授業群について、「板書」、「問い」、「

数学的活動」、「教具」、「子供の関わり合い」等の視

点で分析していく。そして、そこから共通点を見出

していく。 

見出した共通点については、ＰＤＣＡサイクルを

意識し、日々の授業に取り入れ実践することができ

れば、その視点のよさが明確になるのではないかと

考える。 

 

３．授業の実際 

⑴ 日常の１コマ ４年算数科「折れ線グラフ」 

 公開授業の前時である。下松市の気温変化を帰納

的に捉えながら、2018年の今後の気温を予想する活

動を設定することで、折れ線グラフの見方を子供か

ら引き出すことをねらった。 

 

 2018年１月から４月の気温変化を見せ、「５月以

降の気温はどうなるか」と問うと、生活経験からの

予想が始まった。しかし、「８月が最も暑いよ」、「い

や、７月だよ」などと、経験則のずれが生じ、「過去

のデータがほしい」という発言に多くの子供が共感

した。そこで、３年間分のデータを提示し、それを

もとに予想させた。 

【主体的・対話的で深い学び・・・◎】 

 子供は、気温変化の共通点に着目していった。比

べやすくするために、１枚の用紙に３年間分の折れ

線グラフを重ねるという行動に出た者もたくさんい

た。そして、全員が似たような予想に至った。 

○ 経験値のずれから、グラフを見る必要感が生ま

れ、主体的に学びに向かった。   ＜問い＞ 

○ 共通点を予想に生かすという、帰納的な考え方
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のよさを子供から引き出すことができる活動であ

った。           ＜数学的活動＞ 

○ 各グラフの共通点を捉える視点は子供よって多

様であったため、互いの発見を意欲的に伝える姿

が見られた。        ＜関わり合い＞ 

７月と８月の気温変化について、(15年)小さい→ 

(16年)大きい→(17年)小さいということを傾きの大

きさから捉え、18年は大きくなる順番だと予想する

子供と、16年が例外かもしれないと予想する子供が

出て、「正確に予想するには、もっとデータが必要」

という話になっ

た。「データの活

用」で身に付けさ

せたい資質・能力

が子供の姿とし

て見られたと感

じた授業であった。 

多かった子供の振り返り 

・データから共通点をたくさん見つけることができ

た。７、８月の気温が気になる。 

・データをつなげると、見えなかった未来が見える

ようになっておもしろかった。 

 

⑵ 校内公開授業 ４年算数科「折れ線グラフ」 

 全国学力・学習状況調査において、折れ線グラフ

と棒グラフを組み合わせた複合グラフが選択肢に登

場した。これは日常でもよく見られるものだが、現

行の教科書では扱うようになっていない。ここに着

目し、教材化を試みた。 

 総合的な学習の時間で徳山の街について学習した

際、「人はどこに集まっているのか」という話題が出

た。子供は、「温かい日は徳山動物園にたくさん集ま

るよ」、「寒い日は少ないよ」と、気温に関連付けて

発言した。そこで、「気温と動物園の来場者数は関係

しているか」と問い、地域の月別平均気温の推移を

表した折れ線グラフと、徳山動物園の月別来場者数

の推移を表した折れ線グラフ、月別降水量を表した

棒グラフを段階的に提示した。 

【主体的・対話的で深い学び・・・△】 

 子供は、教材に関心を示し、主体的に学びに向か

っていった。しかし、対話的な学びが充実せず、深

いとは言い難い結果となってしまった。 

○自分たちの会話から生まれた授業であったため、

関心は高かった。         ＜問い＞ 

●複数のグラフがあったことで比較対象が多く、関

連付けが複雑化した。    ＜数学的活動＞ 

●手元の資料が多く、どれについて話をすればよい

かわかりにくかった。       ＜教具＞ 

 約３分の１の子供は、気温と降水量と入場者数の

資料、イベントに関する知識を見事に関連付け、「入

場者数に関係している」と結論づけた。しかし、全

員の学びにはできなかった。一人一人が、どこまで

の情報を関連付ける力をもっているのか、把握する

必要がある。子供の具体的な活動の姿を想定できな

いと、このような失敗を予見できないと再認識した。 

多かった子供の振り返り 

・気温と入場者数だけでなく、天気やイベントが関

係していることがわかりました。 

 

⑶ 飛び込み授業 ４年算数科「計算のきまり」 

 全国算数授業研究会沖縄大会にて、授業をさせて

いただくこととなった。テーマは「問いが生まれ、

学びが広がり深まる算数授業」である。私にとって、

渡りに船であった。 

 

 加(減)数と被加(減)数を両方○倍してからたす(ひ

く)と、和(差)も○倍になる「分配法則」。除数と被除

数に同じ数をかけても商が変わらない除法の性質。

操作は同じなのに異なるきまりが成り立つおもしろ

さを味わわせたいと思い、教材化した授業である。

また、この比較は、200×700＝1400や、800÷200

＝400などと、たし算のときの経験に引きずられる

＜子供と作った背面掲示＞ 



よくある誤答に対して一石を投じたい思いもある。

詳しく述べると紙面に収まらないので、わかりにく

いと自覚しつつも、ここでは割愛させていただく非

礼をお許しいただきたい。 

【主体的・対話的で深い学び・・・△】 

 また、一部の子供が楽しむ授業を展開してしまっ

た。反省点を以下に述べる。 

● 導入でのルール説明が入らなかった子供がいた。

これでは、学びが始まらない。シンプルにするこ

との大切さを痛感した。（飛び込み授業では特に言

える。）           ＜数学的活動＞ 

● 加減乗除をすべて扱ったため、比較対象が多く

なった。関連付けも難しい、論点もそろえにくい。

       ＜数学的活動＞＜関わり合い＞ 

● 問いが精選されていなかった。授業の深まりは、

問いに大きく左右される。     ＜問い＞ 

題材そのものの価値は、全国幹事の先生方にも評

価していただいた。これを授業化していくことにも

う一度取り組みたい。 

多かった子供の振り返り 

・わり算を使うと、ねらい通りに進むことができる

とわかりました。 

・除法の性質は便利だと思いました。 

 

⑷ 日常の１コマ ４年算数科「小数のかけ算」 

 小数のかけ算の導入である。 

 

 「１本□Ｌ入りのジュース４本分は何Ｌか」と板

書し、□の中を自由に決めさせた。５、９、２を入

れる中で、「0.2Ｌだったら…」と話す子供が現れた。

教師が「小数だと同じようにはできないよね」と返

すと、「できる！」とほとんどの子供が反応した。答

えを聞くと、0.8Ｌ。どうやったか聞くと、２×４。

ここで、「0.2Ｌが４本なのに、２×４っておかしい

ね。２Ｌになっちゃった」と投げかけた。子供は、

「２×４」の意味について熱心に話し合った。 

【主体的・対話的で深い学び・・・◎】 

○ 既習である整数の計算のイメージから、小数に

移行したため、普段は新しい課題に抵抗感を示す

子供も、自然と学びに向かえた。ちょっとした自

信が大切なようだ。     ＜数学的活動＞ 

○ 「0.2×４はどう計算するか」といった問いよ

り、その先に出てくる「２×４の意味は何か」と

いう具体的な問いの方が子供は話を深めやすい。

今回はそこまでのストーリーをしっかり共有でき

ていた。      ＜問い＞＜関わり合い＞ 

○ 多様な図が表出されたが、それらを説明すると

同じ言葉になっていくおもしろさに気付いていっ

た。            ＜数学的活動＞ 

○ 自由に交流させる場を設けると、その中で学び

を深めてくる。ただし、交流の意義について共有

することと、話したい話題を設定することが必須。

              ＜関わり合い＞ 

計算のきまりを用いた説明もあったが、これも図

と関連付けることができた。導入をスムーズに行え

たため、その後も充実したやりとりが続き、本単元

の学びの定着度は高かった。 

多かった子供の振り返り 

・図を使うとわかりやすくて便利だ。 

・0.1を基準として、いくつ分で考えるとわかりや

すかった。0.01のいくつ分もできそう。 

・計算のきまりが使えるとは思わなかった。 

※ 分数のたし算においても、「１／５ｍの３つ分と

１／５ｍの４つ分をたすから…」という発言から、

「小数と同じ！」という言葉が引き出され、学び

が深まった。子供がかいた図も、小数のときと同

じだったため、より統合しやすかった。 

 

⑸ 日常の１コマ ４年算数科「わり算のひっ算」 

 

「240÷80は、10を基準にして、10のいくつ分かを

考えるとよい」という学びを前時に深めた子供たち

に、復習から入った。そして、「もう、３けたのわり



算もばっちりだね」と投げかけた。すると、子供か

ら、「できない数がある」と反応が返ってきた。もう

一度とぼけてみると、「もし245÷81だったらできな

い」と、具体例を出してきた。「245÷80でもできな

いよ」と他の子も発言する。では、どうやって計算

すればよいのかを考えていくことにした。 

【主体的・対話的で深い学び・・・○】 

○ 「もし」で表出された 245÷80 は、まさに

245÷81 を解決する過程で必要なパーツである。

この後、関連付けられた子供たちの喜ぶ表情は忘

れられない。子供自らが「一歩だけ先の、まだで

きない計算」に目を向ける、発展的な学びの姿を

引き出すことが偶然できた授業であった。 

              ＜数学的活動＞ 

● 245÷81 や 245÷80 を「もし」で出せるセ

ンスはどうやって磨くのか。今回は偶然の産物で

ある。           ＜数学的活動＞ 

○ 「81×３が 243 で、あと２で 245 だから、

245÷81＝３あまり２だ。答えは出せるんだけ

ど、もっといい計算の仕方はないかなぁ」と話し

合う姿が見られた。解明したい問いは、子供の知

的好奇心を揺さぶる。    ＜関わり合い＞ 

● 何について話せばよいかわからなかったという

子供が数人いた。論点を明確にする展開を大切に

しなければならない。    ＜関わり合い＞ 

次時に、２桁でわる筆算の仕方に出会い、試行錯

誤した過程がつながる瞬間を味わえた子供たちの姿

が見られた。 

多かった子供の振り返り 

・240÷80 も、245÷81 も、商は３だった。こ

れが計算に使えるのではないか。 

・たしかめ算の考え方で、答えが出せた。筆算は、

たしかめ算が関係するかもしれない。 

 

４．研究の成果と課題 

まだまだ事例が足りないが、『主体的・対話的で深

い学び』になる授業で見えた共通点を、次のように

整理した。 

Ａ．子供にとって解決したい問いがある。（友達との

ずれ、既習事項とのずれ、自他の疑問 など） 

Ｂ．数学的活動を通してたどり着きたいゴールが子

供の中にある。 

Ｃ．既習事項とのつながりや、数学的な見方・考え

方の価値を子供が見出せる。 

Ｄ．「一歩だけ先の、まだできないこと（統合・発展）」

に子供が自ら着目できる。 

Ｅ．板書に、子供の発言がよく残っている。 

子供が自ら対象に働きかけていく学びの場をマネ

ジメントできたとき、そこに『主体的・対話的で深

い学び』が生まれる可能性が高くなる。そのための

教師の入り方、発問など、さらに焦点化して研究を

継続したい。 

一方、『主体的・対話的で深い学び』にならない授

業では、次のような共通点があった。 

Ａ．教師のねらいと、子供のしたいことにずれがあ

る。 

Ｂ．数学的活動を通してめざすものが不明瞭。 

Ｃ．子供の実態に合わない課題を提示している。 

受け身にならざるを得ない学びの場にしてしまっ

たとき、そこから全員を『主体的・対話的で深い学

び』に誘うことは難しい。この「受け身」は、導入

のみならず、授業のいかなる場面でもボタンの掛け

違い一つで起こり得る。子供の様子を注意深く観察

し、いつでも子供の立場での感じ方を意識して言葉

を選択する必要がある。そして、適切な手立てをも

って瞬時に対応できる教師でありたい。ただし、こ

れは一朝一夕でできるものではない。ここにも、焦

点化した研究の必要性を感じた。 

 

５．まとめ 

 『主体的・対話的で深い学び』とはどのような学

びかと問われたら、「本気の学び」と答えたいと思う。

子供は、本気で解決したい問いに向かっているとき、

自然と主体的・対話的になり、自ら深い学びを得る

ことが具体の姿で見えたからである。子供の「本気

の学び」を生み出せる教師になるため、今後もＰＤ

ＣＡサイクルを大切にし、研鑽に努めたい。 

 そのために着目したいのは、言葉である。『主体

的・対話的で深い学び』のある授業を支えた言葉を

分析することで、さらに課題の解明を図りたい。 


