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教育課程に関する研究（算数科） 

―第１学年を中心に― 

高知市立江ノ口小学校   教諭 加藤 裕子 

１ はじめに 

文部科学省国立教育政策研究所において，平成15年２月の国際数学・理科教育動向調査（TIMSS2003）

の実施・分析結果を見ると、我が国の児童生徒の学力は、国際的に見ると上位（小学校３位/25か国、

中学校５位/46か国）にあるが、数学の勉強が楽しいと思う割合・数学が得意な教科である割合はと

もに39％で、国際平均（65％・54％）よりかなり低い。同年、生徒の学習到達度調査指導資料(PISA2003)

の中で、①算数・数学科での学習内容を実生活と関連して考えさせ、課題を数学的に解決させる。②

基本的な概念を理解し、数学的に解釈し、表現することの必要性があること、さらに、学ぶ力や学ぼ

うとする力が弱いことが指摘されている。これまでの教科書中心の学習で、授業の目的が知識・技能

の習得及び、その方法の説明が中心になっている指導に問題があると考えられている。國本は、その

原因がこれまでの機械論的な算数・数学教育にあり、それに代わるものとして、全体論的パラダイム

やそれに基づく全体的アプローチの考え方を提唱している。また、ドイツのビットマンらは、全体論

（生命論）の考えに立つ算数・数学教育を提唱・実践している。本研究では、生命論に立つ算数・数

学教育や新しい数学観に立った教材を開発・研究し、実践を通して検証する。 

２ 研究の目的 

① 現在の日本の算数・数学教育に代わる、生命論に立った算数・数学教育やドイツの教科書『数の本 

  １』（第１学年）を中心に考察する。 

 ② 『数の本１』の教材を使った授業を実践すれば、子どもたちの関心・意欲・態度や数学的な考え方

が高まることを検証する。 

３ 研究内容 

 (1) 数学教育における基本理念の転換 

    近代から現代にいたるまで人類社会の発展を支えてきたのは、「機械論的パラダイム」の考え方で、今日も 

  なお多くの成功を収めている。しかし、様々な限界（例: 地球温暖化）が見えてきている。今日、それに代わる 

  「生命論的パラダイム」が登場してきている。これは、全体は部分の総和以上のもので、部分相互や部分と全 

  体を常に関係づけ、全体としての把握が必要だという考え方である。 

    このような状況の中で、数学教育においても、パラダイム転換が迫られている。 従来の算数・数学教育の 

  特徴として、内容が明確な概念・規則・手続きの論理的に完成された体系であること、教材はスモールステッ 

  プで学習されること、「易」から「難」へ同じ方法で同じ速さで学習し、何回も繰り返し解くこと等が挙げられる。 

  それに対して、全体性の原理に立ち、「結果としての数学」よりも「活動（創造過程）としての数学」を重視する 

  「生命論」に基づく考え方が登場してきた。従来の「結果としての数学」と「活動としての数学」の学習 

 を比較すると、次の表１のようになる。 

      【表１「結果としての数学」と「活動としての数学」の比較】 

結果としての数学 活動（創造過程）としての数学 

・計算の伝達と応用 

・知識の継承、関係の伝達 

・与えられたモデル内での学習 

・答えが１つの孤立的な問題 

・概念が与えられ、定理を形式的に証明する 

 

・収束的で、結果重視 

・間違った結果を誤った習得とみる 

・計算を自分で作り、理解する 

・オープン性（発展性）を意識的に利用する 

・現実をモデル化したり、さらにそのモデルを数学化する 

・多様な解決を許す、関係豊かな学習場 

・概念を発展させ、定理を見つけ、蓋然的（予測する）、 

 前形式的に根拠づける 

・オープンな過程重視 

・誤答を授業改善の構成的な契機とみる 
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   教育や授業のように、高度に複雑なシステムを外部から事細かにコントロールし、それに予め与えられた 

行動様式を押しつけることは不可能だということが、システム論から明らかにされている。國本は、数学は原 

則的にオープンであり、数学を「パターンの科学」と捉え、子どもは受動的でなく能動的な存在だ

と捉え、教授においても、数学的現象,現実的状況による問題作りや創造的な計算練習などを提唱し 

  ている。 

 (2)  『数の本』の基本方針と特色 

   開発研究プロジェクト「mathe 2000」から生まれたドイツの教科書『数の本』は、生命論に立つ 

  数学(算数)の授業設計をしている。『数の本』の基本方針は、次の通りである。 

  ① 内容は、「数と計算」「幾何」「事実計算」の３領域から成る。 

  ② 基本的アイデアに教材を合わせている。 

  ③ スパイラルの原理に従い、全学年にわたって長期的に展開されている。 

  ④ 実質的な学習目標（基本的知識や技能の習得や習熟）と高次の一般的学習目標（数学化する、 発 

   見する、推論する、表現する）などが相補い、互いに関連づけながら学習が展開される。 

基本的アイデアとして、「数と計算」の領域では、自然数の系列・計算法則や計算のよさ・十進

法・筆算・数の法則性とパター

ンが、「図形」の領域では、図形

とその構成・図形の操作・座標・

量・図形の法則性とパターンが、

「量と事実計算」の領域では、

環境の中にある数や図形・数や

図形の言語への翻訳などが挙げ

られる。例えば、「数と計算」領

域の編成は左記のようになって

おり、３年生前半までに「千の

基礎」が習得される。 

 

 

   『数の本１』（第１年生用）で見ると、３つの領域における内容と基本的アイデアは、 次の表２ 

  のようになっている。     

    【表２『数の本１』（第１年生用）の３つの領域における内容と基本的アイデア】   

  数と計算 図形 量と事実計算 

  ・数概念の発達 ・図形を作る ・環境にある数 

数 ・五の力(構造化された数の把握) ・図形を合成する ・環境にある図形 

の ・二十の範囲への導入 ・線対称 ・貨幣(ユーロ、セント) 
本 ・加法の導入 ・大きさ ・時間(月、日、時間) 
1 ・減法の導入 ・展開図、座標 ・長さ(メートル) 
  ・統合された練習 ・結び目 ・事実計算の方略 

  ・深める練習   ・事実問題 

  ・補足的練習・ミニ九九     

  ・百への見通し     

   『数の本』の編纂の特色は、次のようになっている。 

  ① 何を学ぶかとともに、数学をどのように学ぶかにも重点が置かれている。特に、主体的に考え 

   ること、自分で確かめながら学習すること、協力して学習することに重点が置かれているので、 

【図１「数と計算」領域の編成】 

『数の本１』    『数の本２』      『数の本３』       『数の本４』 

（第１学年）    （第２学年）      （第３学年）       （第４学年） 

                    前半     後半 

 二十まで      百まで    千までの半筆算           百万以上 

                          加法.減法の筆算・・・・・・・→ 

                          数のパターン・・・・・・・・→ 

                          重点:事実計算・・・・・・・・→ 

 →・・・・・「千の基礎」初期の計算教育・・・・ ←  数の範囲の拡張・・・・・・・→ 

   (数や量の観念.演算の意味理解.千までの暗算, 

       半筆算,概算) 
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   教材をスモールステップで与えるのでなく、能動的に学習できるように全体的に編集されている。 

  ② 基本的計算技能（四則計算技能）の練習にも重点が置かれている。単なるドリル的な練習だけ 

   ではなく、生産的(創造的)練習に重点が置かれている。対象（図形,数,式,図式など）を組織的に 

   変形し、その中から新しい規則性を見つけたり、新しい知識を習得したりする。「数の家」「数の

石垣」「計算三角形」「数の芋虫」などがそれに当たる。 

  ③ 数学のパターンや構造の美しさを子どもたちに経験させる。「計算三角形」「数の石垣」「美しい 

   包み」「対称」「魔法陣」などがあり、数学に対して子どもたちに興味・関心をおこす教材である。 

  ④ 子どもにとっては、学習における理解の不十分さや不確かさは当たり前の現象である。だから、 

   多くの効果がすぐに出なくても、基本的内容は色々な方法で何回も学習され、子どもを長期的に 

   見て励ますことで、いずれ解決の手がかりを見つけると考えている。 

  (3) 『数の本１』（第１学年）の内容の特徴 

    次に、『数の本１』の「数と計算」領域の内容に焦点を当てて、日本の教科書と比較しながら、 

     『数の本』の特徴をいくつか示す。 

  ① 数概念の発達、五の力 

    「自然数」の概念は個数・順序数・数える数・数字（番号）・測定数などであるが、特に、「個 

   数」と「数える数」が重要と考えるので、おはじきを５こずつとか５ずつの束になる棒表など「五 

   の力」を大切に扱い、数を構造化された数（ 例えば、６,７,８を５＋１,５＋２,５＋３に、また 

     ４を２＋２に、６を３＋３や５＋１）とみる能力を育成する。 

  ② 二十の範囲への導入 

    日本では、十進法位取りの原理をもとにしているので、十のまとまりを大切にしているのに対 

   して、『数の本』では、二十までの数を早い段階から段階的に導くのでなく、全体的に学習する。 

   「二十の領域」「おはじき」「二十の系列」「数のカード」「点のカード」「結び目」などを使って５ 

   ずつ数えたり、五を常に意識して、「身体にある数」「環境にある数」や個数・測定数・順序数・ 

   番号なども扱われる。確実な数概念の育成や数学的活動を大切にしているので、筆算は早い段階 

   で扱っていない。 

  ③ 加法の導入 

    導入は身の回りの加法的状況から始める。鏡を使って２倍（同じ数のたしざんで、加法の重要 

   で特殊な場合）を利用している。学習は、「五の力」を利用して、自分にあった計算方法を子ども 

   たちが自ら選択するように促される。これは、二十の領域におはじきをさまざまに置いたり、変 

   形することで、問題を互いに関係づけることが重要だと考えているからだ。例えば、７＋６＝ 

   （５＋５）＋（１＋２）＝10＋３＝１３、７＋７から７＋６を作ることなどである。   

  ④ 減法の導入 

    環境にある減法の状況から始める。ひき算の問題とおはじきを取り去ることを結びつけた後、 

   「１１ー5」の問題では、「五の力」を利用して、さまざまなおはじきの置き方や計算方法が学習 

   される。そして、加法と同様、簡単な問題から難しい問題へと移行する。 

       【図２ たしざんとひきざん】 

⑤ 統合問題 

  日本の教科書では、たしざんとひきざんを別 

 々のものとして指導しがちだが、『数の本』で 

 は、図２（おはじきは赤が７個で青が５個)から 

 7+5=12,5+7=12,12-5=7,12-7=5の４つの式が同 

 じ時間に指導され、たし算とひき算が逆演算で 

 あることを認識させている。また、サイコロゲ 

   ームでも、足したり引いたりすることで、加法や減法の関係を理解することを容易にしている。 
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  ⑥ 深める練習 

    深める練習をする学習の最も効果的な教材は、下記の加法九九表である。ここには、すべての 

   加法の問題が記されている。多くの計算をする中から、色別されたたしざんの式の構造や関係を 

   発見し、表現し、それを理由づけることで、数学的な能力や意欲・関心を持つことができ、楽し 

   く学習できる教材である。 

  ⑦ 生産的（創造的）練習 

    「数の石垣」「計算三角形」「魔法陣」「不等式」「数の芋虫」「ミニ乗法九九」などがあり、パタ 

   ーンを見つけ、表現し、理由づけることなどを学習する。下記の「数の石垣」は、日本の教科書 

   でも、学年の復習（計算練習）として扱われている。『数の本』では、任意に数を書き込む問題だ 

   けではなく、書き込まれている数から残りの数をどのように計算するか、底の石(１番下の石を言 

   う)の組み合わせや規則性、石の数の増減などが工夫されている。また、日本では不等式や乗法は 

   本来、上学年の学習内容である。しかし、『数の本』では、「不等式（数字のみの比較ではなく、 

   点パターンの利用）」や「ミニ乗法九九」は、ヴィゴツキーの「発達の最近接領域」の考え方から、 

   １学年の最後で、次学年の内容の予備学習として行うことを大切にしている。 

   

 

 

 

 

 

 

 

  ⑧ 稲妻計算 

    稲妻計算は、「数と計算」の領域において、習熟のための学習として扱われている。「数と計算」 

   領域において、各テーマごとに、習熟のための練習として扱われる。『数の本１』の練習内容は、 

   数の列（指で指した数を言い合う）、数の分解、20になる数(20の領域に置いた数を言い20にな 

      るように補う)、２倍、半分、まとめて数える（例:20から４ずつ前に数える）、５，10の練習、 

   加法、減法、ミニ乗法九九等の多くが、学習過程の最後に繰り返し練習される。 

 

   ＊これらの考え方をもとに作られた『数の本１』の教材を検討し、授業を構築していった。    

 (４)  授業実践 

     【図３「東京書籍」カード練習と『数の本』加法九九表】 

                     

           【図４ 数の石垣と ミニ乗法九九】 
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① 意識調査 

      江ノ口小学校の児童に算数の学習が好きかきらいかについてのアンケートを行い、算数の学習に対し

てどう思っているかの傾向を見た。各水準の平均値を取り、有意差検定を行ったところ、好き>少し好き> 

少しきらい≒きらいという結果になった。つまり、江

ノ口小学校の子どもたちは、算数の学習は、好き

が一番多く、全体的に算数の学習が好きだというこ

とが言える。しかし、少しきらい・きらいという子ども

は、どの学年でも２８％前後いる。算数の学習で、

どんなことがいやだとか、難しいと思うかの問いに

対して、少しきらい・ きらいという子どもたち（上級

生）のほとんどは、分数やかけ算の計算が、次いで

文章問題がきらいという結果が出ている。このこと 

から、これまでの知識・技能の習得等を重視した指導の改善をしていかなくてはならないと思われる。 

  ② 概要 

   実施日・・・2006年10月11日～11月1日のうち５日 

   対 象・・・江ノ口小学校１年生２クラス 

   内 容・・・「たしざん」（全11時間）の単元の学習を『数の本』の教材を使って学習する。 

   指導計画 

第１次 鏡の世界（同数のたしざん）・・・・・・・・・・・・・・１時間  

第２次 第２次 ８＋７の計算のしかた・・・・・・・・・・・・ １時間 

    第３次 簡単なたしざんの問題(5+5,5+4）・・・・・・・・・・・・１時間 

    第４次 簡単な問題から難しい問題へ(7+7から7+6)・・・・・・・１時間 

    第５次 習熟練習（計算練習・カードによる練習・文章題等）・・・６時間 

                               （＊担任による授業） 

    第６次 たしざん九九表を使って・・・・・・・・・・・・・・・ １時間    

   ＊ この授業実践は、『数の本１』の「たしざん」の教材をもとに、単元を組み替えて行った。こ 

    の教材を使うことで 子どもたちが主体的に考え、自分で確かめながら学習し、計算技能の生 

    産的(創造的)練習を行い、新しい規則性を発見し、数学のパターンや構造の美しさを子どもた 

    ちに経験させることができると考え、授業を行った。   

   ③ 内容について                       

   ア 鏡の世界（同数のたしざん・第１次） 

       繰り上がりのあるたし算で、さまざまな考え 

    を出すための導入学習である。第２次で学習す 

    る問題８＋７が、ここで学習する同数のたしざ 

    んの問題（７＋７＝14）に帰着できると考えて 

    鏡を使ったたしざんの学習を取り入れた。たこ 

    の絵を鏡に映し、鏡に興味を持たせた後、鏡に 

    ●のパターンを映し、●が同数映ることを利用 

    して、たしざんの式（1+1=2,2+2=4,4+4=8…)へ 

    導いた。授業のふりかえりカードを見ると、ほ 

    とんどの児童が鏡に興味を示し、たこの目が４ 

    つや自分の指の数が20本になった等と、数的なことにも関心が向いていた。内容が盛りだくさ 

    んだったので、２時間使って、たっぷり鏡で遊ばせる作業を多くすればよかった。子どもは予 

    想以上に鏡を色々な方向に使いこなしており、自然に線対称の概念が、鏡を使う経験により培 

【写真１ 鏡を使って】 

【グラフ１　１～６年算数の学習について】
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    われる教材でもある。 

   イ ８＋７の計算のしかた（第２次） 

     加数分解・被加数分解による加法の計算方法だけでなく、おはじき（ブロック）と二十の領 

    域を使って、五の力、十のかたまり、２倍の計算（同じ数たしざん）の計算利用などにも目を 

    向け、様々な方法で操作し、考えさせることをねらった。 

    【予想される置きかた】 

    ○ア 加数分解の考え方・・・７＝２＋５、８＋２＝10、10＋５＝15 

    ○イ ２倍の考え方・・・８＋７＝（７＋１）＋７＝（７＋７）＋１＝１５ 

            ・・・８＋７＝８＋（８－１）＝（８＋８）－１＝１５ 

    ○ウ ５の力・・・ ８＋７＝（５＋３）＋（５＋２）＝（５＋５）＋（３＋２）＝１５ 

    ○エ ８と７を続けて１5個置く・・・１から15まで数えるまたは９から15まで数える 

 この授業は予想通りには進

まなかった。その理由は、ま

ず二十の領域に慣れていない

ことにある。左右の間も離れ

過ぎていたことでおはじきの

置き方が制限された。普段使

っていない教具を使う際には、

やはり十分に慣れる時間が必 

   要であると思った。８＋７の置き方は、図５のように、加数分解して１０のまとまりを作った児 

   童がほとんどであるが、おはじきの置き方は様々であった。２倍（同数のたしざん）の考えは出 

   なかったので、教師が誘導して前時を思い出させた。普段の授業では、多様な考え方から、一つ 

   の方法にまとめてしまいがちだが、子どもは自分にあったやりやすい方法で計算していくという 

   ことを子どもたちの活動から学んだ。 

  ウ 簡単なたしざんの問題（第３次） 

    ここでは、再び、簡単な問題を解決する。それから、難しい問題に導くと前時の学習が活かさ 

   れる。使った問題は「２倍」「10＋」「５＋」「５の分解」「10の分解」「＋２」である。「数の家」 

   を練習問題に使った。 

  エ 簡単な問題から難しい問題へ（第４次） 

    簡単な問題やよく知っている問題から、おはじきを置いたり、動かすことによって、新しい「難 

   しい」問題を導いていく。どんな問題もばらばらに考えるのではなく、簡単な問題から答えを導 

   き出すことができることや、そういう見方で式を見て行くことを印象づけたかった。使った問題 

   は、７＋７＝１４→ ７＋６＝１３ 、８＋２＝１０→ ８＋３＝１１ 、１０＋３＝１３→ 

      ９＋４＝１３等である。 

   オ たしざん九九表を使って（第６次） 

 模造紙に描いたたしざん九九表と

児童用プリント（写真２）を使って

授業を進めた。黒板用は視覚的に式

を捉えることをねらった。初めにた

しざん九九表の計算の時間を十分と

って学習した後、答えや式に着目し

て、たしざんの式の構造やたしざん

の式間の関係を見つけさせた。また、

図６のように自分の好きなひし形（上下左右）の４つの式を選 

【写真２ たしざん九九表】 【図６ ４つの式】 

6+4 

  

5+4    ２０    6+5 

   

5+5 

 

【図５ 児童の計算方法】 
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  んで、答えや式の秘密（どこの４つを選んでも同じことがいえる）を見つけさせた。児童の感想に、 

  「答えが上下いっしょだ」「計算がいっぱい」「答えが一緒のところが楽しかった」「答えが上がった 

  り、下がったりするのがふしぎです」「１２３４５・・・と（たくさんの式で）すごかった」という 

  ように、たしざんのおもしろさを実感することができたようだ。 

 ④ 成果と課題 

  これら『数の本１』の教材を使った授業では、子どもたちが初めての教具や教材に大変興味・関心 

 を持って意欲的に取り組むことができていた。また、子どもたちの活動から、『数の本１』の教材によ 

 り、主体的に考え、自分で確かめながら学習し、計算技能の生産的(創造的)練習をしたり、新しい規 

 則性を発見し、数学のパターンや構造の美しさを子どもたちに経験させることができ、算数・数学に 

 対する見方を育てたり、子どもの持っている可能性を引き出していくことができることを確信した。 

 しかし、授業での子どもの活動や発言は、分析結果に反映されていない部分もある。その原因として、 

 友達との関わりが薄かったこと、新しい教具に慣れさせる時間が少なかったこと、子どもの能力等が

十分把握できていなかったために、

様々な方法や意見をうまく取り上げる

ことができなかったこと等、指導法も

要因である。ただ、単元全体を『数の

本１』の教材で授業構成をした場合、

子どもたちの教材に対する見方も変わ

り、もっと期待される結果が得られた

と思われるので、このことは、来年度

の課題としたい。 

【グラフ２ ふりかえりカードの分析】 

   
４ まとめ 

全体論に立つ算数・数学教育や新しい数学観に立った教材『数の本』の研究や授業実践を通して、

教師は現状に満足することなく、常に研究・実践していくことで、子どもたちの潜在的能力を引き出

していくことができると考えられる。何も知らない,やらないでは前に進まないということが私自身、

一年を通して言えることである。『数の本１』（第１学年）を副読本に編集したので、次年度の授業実

践に生かし、活用していきたい。 
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ふりかえりカードの問い 

１．きょうの がくしゅうは たのしかったか。 

２．きょうの がくしゅうで じぶんの いいかんがえや いいほうほうを  

  見つけることが できたか。 

３．ともだちの いいかんがえや いいほうほうを 見つけることが できたか。 

４．きょうの がくしゅうから もっと やってみたいことが うまれたか。 

５．きょうの がくしゅうで、 ふしぎだとか おもしろいと かんじたところが 

  あったか。 


