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１.はじめに 

（１）研究の動機と背景 

 平成 28年に示された，「幼稚園，小学校，中学校，

高等学校及び特別支援学校の学習指 導要領等の

改善及び必要な方策等について(答申)」や，令和 3

年 1 月 26 日の，「令和の日本型学校教育」の構築を

目指して〜全ての子供たちの可能性を引き出す，

個別最適な学びと，協働的な学びの実現〜(答申)」

では，各教科特有の見方・考え方を働かせる必要性

が言及されている。 

このことから，子供たちが予測困難な時代を生

き，答えのない問いに立ち向かっていくために，各

教科等固有の見方・考え方を働かせ高めていくこ

とは欠かせないことであり，これからの学校教育

の大きな意義と言える。また，「主体的・対話的で

深い学び」を実現することと見方・考え方を働かせ

ることは密接に関わっていると考えられる。その

ため，数学的活動を充実させる中で，数学的な見

方・考え方を働かせる授業を日常的に行うことが

必要である。 

また，相馬（2016）は，算数・数学科における「よ

い授業」のポイントを次のように示している。 

 

 

 

 

 

 このポイントⅠにあるような，生徒が主体的に

考え続ける姿は，数学的な見方・考え方を働かせる

ことで引き出されると捉えている。そのため，私は

この「よい授業」を目指し，「問題解決の授業」を

日常的に実践している。 

しかし，実際の授業では，数学的な見方・考え方

を働かせ，自分なりの考えをもつことができる生

徒もいれば，そうでない生徒もいるのが現実であ

る。後者の生徒は，問題を解決するために何を使え

ばよいか分からない状態にある。そのため，一部の

生徒が働かせている数学的な見方・考え方の共有

を図り，見方・考え方を十分に働かせることができ

ていない生徒に，考える糸口を与える手立てが必

要であると考えた。 

 その手立ての一つとして，教師がヒントを与え，

考えるきっかけをつくることも考えられるが，そ

れだけでは生徒同士の協働的な学びを実現させる

ことは難しい。そこで私は，盛山（2013）による「問

い返し発問」に焦点を当てた。「問い返し発問」を

意図的に授業に取り入れることで，生徒の内面に

ある言葉を引き出し，数学的な見方・考え方の顕在

化することにつながる。そして，生徒同士で数学的

な見方・考え方を共有し合う授業が実現されるの

ではないかと考えたからである。 

また，私自身も日々の実践で「問い返し発問」を

うまく取り入れることができていないという課題

意識をもっているため，ただ問い返し発問を取り

入れるのではなく，「何をどこで問い返すのか」と

いう，問い返し発問の意図や位置付けにも着目し，

授業研究をすすめた。 

 

（２）研究の目的と方法 

 本研究の目的は，次のようにした。 

 

 

 

  

検証の方法は，以下の３点である。 

・「問い返し発問」の授業内の取り入れ方を明確に

する。 

・「問い返し発問」を意図的に取り入れた授業を構

想する。 

・授業中の生徒とのやりとりや板書の記録 

  

これらをもとに，授業を教師自身が振り返り，検

証することにした。 

  

令和４年度 第７７回 北海道算数数学教育研究大会 

 

見方・考え方を共有することについての研究 

問い返し発問の有効性に焦点をあてて 

北海道 釧路市 釧路市立桜が丘中学校 鈴木 陵平 

Ⅰ 生徒が主体的に取り組み，考え続けている授

業 
Ⅱ 目標が適切に設定され，それが達成される授

業 

（p．14） 

生徒が働かせた数学的な見方・考え方を共有す 
るための手立てとして，問い返し発問を取り入

れることの有効性の検証 
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２ 「問い返し発問」について 

（１）「問い返し発問」の先行研究 

 盛山（2013）は，問い返し発問を次のように定義

している。 

 

 

 

 

 

 

  

また，問い返し発問の目的として，盛山は，次の

３つを挙げている。 

 

 

 

 

 

 

 

この目的の①と②からは，問い返し発問は，生徒

の思考や表現を共有する側面があることがわかる。

また，目的の③からは，生徒の思考を働かせるため

の手立てという側面があることもわかる。このこ

とから，問い返し発問は，生徒に数学的な見方・考

え方を働かせるための手立ての一つであると言え

る。  

 

（２）問い返し発問の分類 

 志水（2001）は，生徒への切り返しとして,事実

を問う「What」,方法を問う「How」,根拠を問う「Why」

の大きく３つに分けている。 

 また,盛山（2021）は，問い返し発問を次のように

分類している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は，この①～⑧の「問い返し発問」を志水（前

出）の What，How，Why の３つに分類し，次の

ように整理した。 

What 

（事実を問う） 

①意味を問う  

⑤ヒントを問う 

How 

（方法を問う） 

④続きを問う 

⑤ヒントを問う 

⑥他の表現を問う 

Why 

（根拠を問う） 

②理由・根拠を問うⅠ 

③理由・根拠を問うⅡ 

⑦思考や表現のよさを問う 

⑧否定的に返す。 

 これらの分類をもとに，「問い返し発問」の授業

での位置づけ方を考えていった。 

 

（３）先行実践からの研究 

 北海道教育大学附属釧路義務教育学校後期課程

の数学科では，「問題解決の授業」を日常的 に実践

している。そして，「問い返し発問」を取り入れ，

生徒の考えを学級全体へ広げていくような授業展

開をしている。この取り入れ方について，次の共通

点がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの働きかけにより，生徒が「あ〜」，「そこ

まではわかるけど…」などと発言し，一人の生徒の

数学的な見方・考え方が共有され，わからなかった

生徒が考え続けようとする姿が引き出されている。 

また，わかったつもりの生徒が，「そういうこと

だったのか」と理解を確かにする場面も見られた。 

 このことから，以下のように問い返し発問を位

置づけることとした。 

①How で考えるきっかけを生み出す 

②What で困り感の焦点化と考える間をつくる 

③再度 How で問い返し，考えるきっかけやヒント

を生徒から引き出す。 

④Why や What で見方・考え方の顕在化をねらう 

① 子どもの呟き，発言，動作，書いたものなど

の様々な表現に対して，その意味や根拠，よ

さを問う発問 
② 応用として，反論をしたり，別の案を出した

りして，子どもの思考を揺さぶり，新たな思

考を引き出すために行われる発問 

（p．22）  

① 子どもの未熟な表現や曖昧な表現を数学的

な表現や明確な表現に高める。 
② 子どもたち一人ひとりの解釈に基づいた多

様で豊かな表現を引き出し，概念の理解を深

める。 
③ 数学的な思考を引き出したり，子どもの反論

を引き出したりして，思考を活性化する。 

（p．22） 

① 意味を問う（数学的な表現を引き出す） 
② 理由・根拠を問うⅠ（数学的な見方・考え方を

引き出す）  
③ 理由・根拠を問うⅡ（発想の源を引き出す） 
④ 続きを問う（解釈を引き出す）  

⑤ ヒントを問う（数学的な見方・考え方を引き

出す）  
⑥ 他の表現を問う（数学的表現を引き出す）  
⑦ 思考や表現のよさを問う（数学的態度を引き

出す） 
⑧ 否定的に返す（数学的な見方・考え方を引き

出す 

・ 式や図を部分的に提示し，「どのように考え

たのか見えるかな？」と問い返す。（How） 

・ 「どこに困っている？」などと問い，困り感

を焦点化する（What） 

・ 他の生徒に「何かヒント言える？」，「どこを

見ているの？」と問い返す。（How） 

・ 「〜（数字など）って何？」，「どうしてこう

考えたの？」などと問い返す。（What や

Why） 
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 この順序で問い返し発問を取り入れることを意

識し，授業研究を行っていった。 

 

３ 「問い返し発問」を取り入れた授業実践 

 私の勤務校では，習熟度別に基礎コース，標準コ

ースに分かれて授業を行っている。その中で，１学

年基礎コースにおける実践と，２学年標準コース

における実践を紹介する。 

 

（１）１学年基礎コースにおける実践 

①単元「方程式（８/16時間目）」 

 

 

 

 

 

 問題（１）の解決後，問題（２）を提示する展開

で授業を行った。問題（１）は，まず 

「21𝑥 = 5𝑥 − 32」と提示し，「これならできそうか」

と問うてから小数点を付け加え，問題を提示した。

これは，両辺を 10 倍すると計算しやすくなること

への布石と，生徒に「おや？」と思わせることをね

らいとした問題提示である。問題（２）も同様に，

分数であることを隠してから問題提示をした。 

 はじめは小数のまま計算している生徒の考えを

取り上げ，説明させた。その後，両辺を 10 倍して

計算している生徒の考えを取り上げた。そこで「何

をしているのか読み取れるかな。」と，How の問い

返し発問を取り入れ，他の生徒へ考えるきっかけ

を与えた。すると，ほとんどの生徒が読み取れると

反応したが，「全体的にわからない」と反応した生

徒もいた。そのため，「考えるきっかけになりそう

なヒントは言えるかな。」と How で問い返し．「かけ

る」というヒントが生徒から出た後，ペアトークを

入れ，説明へとつなげた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そして，両辺を 10 倍していることを全体で共有

した後，「両辺を 10 倍しているは分かったけど，

なぜ 10 をかけようと思ったのかな。」と，思考のよ

さに迫るための Why の問い返し発問をした。する

と，「小数点がなくなって計算しやすくなった」と

いう発言が出たため，逐語板書として残した。 

 問題（２）について考える場面では，問題（１）

で思考が停滞していた生徒が，「もしかしたらまた

簡単にできるのかもしれない」と呟き，試行錯誤し

ている姿が見られた。このことから，思考のよさを

問うたことで，等式の性質を使うと，能率的に方程

式を解くことができるという見方・考え方が共有

されていたのではないかと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，問題（２）の展開については，（１）と同

様に，3𝑥 − 30 = 8𝑥 の式を提示し，「何をしている

のか読み取れるかな。」と How の問い返し発問をし

た。そして，「両辺に６をかけている」ということ

を確認してから，「６ってどこからきたのかな。」と

What で問い返し，分母の最小公倍数であることを

共有した。その後，「なぜ６をかけようと思ったの

かな。」と問うと，「さっきと同じで計算しやすくな

った」，「分数から普通の数になった」という言葉を

引き出すことができた。 

 

②単元「方程式（13/16時間目）」 

 

 

 

 

 

 

 本時は，方程式の活用の最後の時間に位置付け，

方程式をつくることに重きを置いた指導とした。   

「追いつく」という状況を生徒に実演させ，問題

提示を行い，個人思考をとった。 

すると，50(4 + 𝑥) = 70𝑥とノートに書いている生

【問題】 

次の方程式を解こう。 

（１）2.1𝑥 = 0.5𝑥 − 3.2 

（２）
  1  

2
𝑥 − 5 =

  4  

3
𝑥 

 

【問題】 

 弟は家を出発して学校へ向かいました。兄は

４分後に家を出て，弟を追いかけました。 

弟は分速５０ｍ，兄は分速７０ｍで歩きます。 

 兄が弟に追いつくのは，弟が家を出てから何

分後でしょうか。 
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徒がいたため，この方程式を取り上げ，「この方程

式が立てられるみたいなのだけど，どうやって立

てているか読み取れる？」と How で問い返し発問

をした。この段階では読み取れる生徒が少なく，

「どこがよく分からないなって思うか」と問うと，

「70𝑥はわかるけど，50(4 + 𝑥)がよく分からない」

と反応があり，そこに困り感を焦点化した。読み取

れる生徒が２人いたことから，「何かヒントになる

ようなことは言えるかな。」と問うと，「弟は４分早

く出ている」，「弟が歩く時間は４分長い」というヒ

ントが出た。そこで「そういうことか」という呟き

が生まれたため，ペアトークで交流させた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  その後，生徒の説明の中で，方程式の左辺の意

味を確認した。そして，「どうして𝟓𝟎(𝟒 + 𝒙)と𝟕𝟎𝒙

を＝で結べたのかな。」と Why で問い返し発問をす

ると，下図のような，図による表現が引き出された。

これは，生徒の内面にあった表現が引き出された

ものといえる。この生徒は，磁石を使いながら「追

いつくということは進んだ距離が同じであること」

を説明し，他の生徒は「なるほど」，「そういうこと

か」と理解を確かにしていた。 

 

 

 

 

 

 

 しかし，この授業では 1 人だけ最後まで方程式

の意味がわからなかった生徒がいた。その生徒に

どこがわからなかったかを聞くと，「方程式と図が

どうつながるか分からなかった」とのことだった。 

 振り返ってみると，図の表現を引き出して説明

させることをねらうのであれば，左辺を200 + 50𝑥

として提示するべきだった。その方が，先に進んだ

時間と距離が図にも表しやすいからである。この

ことから，問い返し発問を効果的に取り入れるた

めには，How の問い返し発問をする段階で取り上げ

る式や図などの表現も深く関わってくることがわ

かった。 

 

（２）２年標準コースにおける実践 

単元「１次関数（18/19時間目）」 

 

 

 

 

 

 

１次関数の活用の最後の時間として，富士山周

辺の観測地の気温のデータをもとに，気温と標高

の関係を１次関数とみなして富士山七号目の気温

を予測し，友人にアドバイスをするという問題を

位置付けた。 

 導入では，服装についてアドバイスするために

はどんな情報が必要かを考える活動から，気温が

わかればいいことに焦点を当て，課題の明確化を

した。本時ではグラフを活用して問題を解決する

ことに重きを置いていたため，誘導的ではある

が，以下のプリントを配付し，個人思考をとっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 机間指導をすると，グラフをかこうとする生徒

もいれば，思考が停滞し，何も書けずにいる生徒

がいた。そこで，下図のようなグラフをかき進め

ている生徒の考えを提示し，「このグラフから，

６〜７℃くらいっていう結論が出たみたいだけ

ど，どのように考えたのか見えるかな。」と How

の問い返し発問を取り入れた。その際，何をして

いるか分からないという生徒がいたため，ヒント

として, 生徒から「点をとってみる」という発言

を引き出し，ペアトークで考えを表現する場面を

取り入れた。 

 

 

 

 

 

 

 

【問題】 

 富士山の七合目まで登山を計画している友

人がいます。登山に行く服装について，どんな

アドバイスができるだろうか。 

※参考：東京学芸大附属世田谷中学校 

鈴木誠教諭の実践 
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 その後，生徒が説明する際に，「点をとって，

直線を引いた」という言葉が出てきたタイミング

で，「でも点は少しずつずれているよね。直線を

引いてもいいのかな。」と否定的に返す Why の問

い返し発問を取り入れ，直線を引いていいのか，

よくないのかの立場を決めさせた。すると，生徒

全員が引いてもいいと反応したため，「どうして

直線をひいてもいいのかな。」と全体に Why で問

い返し，ペアトークを取り入れた。 

 その中で，「だいたい直線上にあるから」，「１

次関数とみなせるし，１次関数とみなさないと予

想できない」という表現を取り上げ，１次関数と

みなしたことで気温を予想できたという結論に結

びつけた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １次関数を日常で活用する場面においては，後

半の Why の問い返し発問が肝要になってくる。こ

こで問い返し発問をすることによって，ただ機械

的に直線を引くのではなく，問題を解決するため

に直線を引いた，というように１次関数とみなす

ことの必要性にも迫ることができたのではないか

と考える。 

 

４ 成果と課題 

（１） 成果 

 問い返し発問を「How→What→How→What，Why」

の順で意図的に取り入れることで，他者が働かせ

た数学的な見方・考え方を読み取るきっかけが生

まれ，それを機に自分自身の考えをもとうとする

姿が引き出され，全員が参加し，問題解決に向かう

授業に近づけることができた。  

また，How の後に What や Why の問い返し発問を

取り入れることは，生徒の内面にある表現を引き

出し，問題解決に必要な見方・考え方をより明確に

共有していくことにつながっていったといえる。 

 

（２） 課題 

 今回の研究では，1 単位時間における「問い返し

発問」の取り入れ方に重きを置いたが，数学的な見

方・考え方は単元を通して随時養われていくもの

である。そのため，単元を通した実践を積み重ね，

問い返し発問」の有効性をさらに追究していく必

要があると考える。また，問い返し発問をより有効

に取り入れるために，取り上げる考え方の順番や 

内容についての工夫も考えていく必要がある。 

さらに，１単位時間の中で数学的な見方・考え方

を共有するだけに止まらず，生徒がその先で活用

できるようにしなければならない。そのためには，

どのような学習活動や教師の働きかけが必要なの

かも研究し，３年間の授業の中で生徒が様々な見

方・考え方を習得・活用できるような授業の実現を

目指していきたい。 
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