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琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・うるま市立平敷屋小学校

1 . はじめに

授業改善について小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説算数編（以下「解説」と示す）におけ

る総説の中で， 「学習の質を一層高める授業改善の取り組みを活性化していくことが必要」と述べられ

ている。さらに， 「算数科の目標の改善」 「算数科の内容構成の改善」と改善事項も示されており， 「授

業改善」を意識して授業づくりを進めていくことが重要であると考える。沖縄県教育委員会から出され

た「『問い』が生まれるサポートガイド」 (2018) においては， 「評価規準に基づく確実な評価と授業

改善」について示されており，評価を授業に反映させることの重要性や，多面的・多角的な評価を行う

ことといった評価と授業改善を関連づけている。併せて，多面的・多角的評価の中で自己評価や児童生

徒同士が相互に評価し合うことの重要性についても述べている。

自己評価について，中村 (2008) は， 「自己評価は，自分の学習を振り返り，自分が十分に分かって

いる所や遅れている所を捉えることに意味がある。算数の授業では，子ども自身が自分の学習の状況を

的確に捉えることが，考える力を育成し，見方・考え方を広げることになる。その点から自己評価を適

切に行うための指導のあり方を探ることは大切なことである」と自己評価の意味について述べている。

また， 「『書く活動』は，まず『学習感想』という形から授業に取り入れることを始めたい」と述べ，

子どもに自由に書かせる学習感想の必要性について示している。さらに，「学習感想を継続的に子どもに

書かせることによって，次のような様相が見えてくる」と述べている。以下にこの様相について示す。

第一の様相は， 「楽しい」「また勉強したい」などの言葉が出てくる。

第二の様相は，算数・数学の内容について， どこが分かったのか， どこでつまずいたかを書いて

しヽる。

第三の様相は，自分の考えだけでなく，他人の考えについて自分がどう思ったかを書くようにな

る。文章の中に他の子どもの名前が出てくる。

第四の様相は，自分の考えについて，再度見直しをしている記述が出てくる。 （中村， 2008,

125-126) 

特に第三の様相に注目したい。今までの私の授業を振り返ってみると，特定の子どもと教師との対話

で授業を展開することが多かった。しかし，子どもは仲間と対話する機会が増えることでより成長して

いくはずである。中村 (2008) は第三の様相の説明の中で「この様相は他人の考えを受け入れ，自分を

見直す契機になっている。自分一人では考えつかなかったアイディアを他人の中から見つけ出すという

相互作用が生まれてくる」と述べている。それは，仲間のよさを見つけることで，自分のよさにも気づ

いていけることの重要性を示していると考える。また，自分で考えたことや決めたことが仲間に認めら
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れた時に，自分を支える力を身につけることができることも示している。これらの点から，子どもが第

三の様相だけでなく第四の様相も意識できるように授業改善を進めていきたい。

これまでの授業では，子どもに数学的な考え方をはぐくませるため，練り合いの場（比較検討）にお

いて，言菓数，式，図，表，グラフ等を用いて説明し，簡潔・明確・統合の視点で練り合わせてきた。

その結果，根拠を明らかにしながら，自分の考えを説明しようとする子どもが増えてきた。しかし，教

師が子どもの姿から見方・考え方を評価し，子どもの気づき（考えのよさ）をつなぎ，学習を深めさせ

ることが十分でなかった。それは，仲間と共に学び合い「帰納的に考察する」ことや「演繹的に考察す

る」 「類推的に考察する」などの場面を通して「筋道を立てて考える力」を育成することを意識した授

業構成でなかったからだと考える。石田・神田 (2012) は， 「仲間とのやりとりは個々の子どもが思考

するための手がかりとなり，これらを受信しながら思考し発信する」と仲間との学び合いと思考の広が

りの関連性について述べている。 「筋道を立てて考えること」は「解説」の中で算数科の内容の骨子の

一つとして示されており，これから育成していく資質能力の一つとして意識し，授業改善していく必要

がある。

また，授業実践の振り返りについて，以前の実践では，毎時間のまとめの場において，算数科の評価

の観点である 4つの観点（関心・意欲・態度，数学的な考え方，技能，知識・理解）から自己評価でき

るように選択と記述を組み合わせた振り返りカードを活用し学習を振り返させた。その結果， 「でき

るようになったこと」 「できるようになった過程」を自分の言葉で表現する子どももいた。しかし，仲

間の考え方について，具体的に記述する子どもはあまりいなかった。それは，導入・展開に時間がかか

る授業構成で具体的な記述を書かせる時間を十分に設けなかったことや仲間のよさについての視点で記

述させなかったことが原因ではないかと考える。

これらを踏まえて，算数科の授業改善において，学習感想の子どもの考えや思いを把握し，授業構成

を考え，授業づくりに生かすことが，必要なのではないかと考え本研究を進めることにした。

2. 方法

今回は，毎時間授業の終末時に中村 (2008) が示した学習感想に取り組ませた。その際，学習感想は

一つの単元の全時間を見返すことができるように振り返りシートに記述させた。教師は書かれた記述を

参考にして，次時の授業構成を考え， 「子どもが筋道立てて考えることができるようになること」を目

指した。また，「授業のポイント」として授業の手立てを考え授業実践に臨んだ。手立ての効果について

は授業の子どもの姿を中心に述べていくことにした。

3. 振り返りシートについて

今回の研究では，以前の実践における

課題を踏まえて，子どもの記述だけに設

定した振り返りシート（図 1) を使用す

る。授業終末での振り返りの際には 3つ

の視点（① 「わかったこと・できたこと」

② 「考えたこと」③ 「気づいたこと」）か

ら必ず 1つ書かせる。振り返りの視点と

して，石田・神田 (2012)は，「友達のよ

い考え」「友達から学んだこと」を挙げて

いる。これを踏まえて本研究では「友達

のよかったところ」についても書かせる

かえ

椒り返りシー ト 5年組番名前（

口単元名：

0 月日（）

' gい出せた I l 

' ..  り巴い出せなかった 1
• gい出せ9よい I I 

図 1 振り返りシート
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ことにした。この相互評価の視点について，小島 (2003) は「お互いに話し合っているうちによい考え

に気づかされたり，情報交換をしているときに素晴らしい発想が浮かんだりするものである」と，子ど

も同士の学び合いを取り入れ，相互に評価していく大切さについて述べている。このことからも，仲間

の考えや活動に注目していく授業が大切である。そこで，振り返りシートの中に仲間についてのよりよ

い記述があれば，それを授業づくりに活かしていくことにした。

4. 授業実践

(1) 5年「単位量あたりの大きさ」

「単位量あたりの大きさ」の問題は，全国調査や沖縄県到達度調査の結果においても，「 1あたり

量で表すことの意味」について落ち込みの見られる単元である。「どの単位を 1として， どのように

比べていくか」という見方ができるように，授業構成を考え授業実践を行った。以下に， 5月に行っ

た「単位量あたりの大きさ」の第 2時を踏まえた第 5時の授業実践について述べる。なお，今回の授業

で提示した間題は 6社の教科書の問題に基づくものである。

①第2時について

【第 2時のねらい】

0ならすということを計算で求める方法を考え， 「平均」という用語と意味を理解する。

0実際には小数で表されないものであっても，平均では小数で表せることを知る。

【問題】 (G社の教科書の問題に基づく）

ジュースが入れ物に入っています。ジュースの量が同じに

なるように，ならしましょう。

【子どもの姿と教師の手立て】

平均を理解させるために，図 2を提示し，ジュースの呈のな

らし方を既習の表現方法（図，数，式，表，グラフ）を使って

説明させた。自力解決の時から約半数の子どもの活動が止まっ

ていた。そこで，自力解決を切り上げ，ならすことを視覚的に

理解させたかったので，図と式を使って自分の考えを表現して

いた Kさんの考え（図 3)を黒板に示し説明させた。 Kさんは，

まず， 12---;-4 = 3と式をかき， 「全部で 12, 4でわって 3dL」

と，図と式を使って説明した。 「なぜ， 12なの」と子どもに問

うと， Yさんが「全部のジュースをたすと (4+1+5+2)

で 12dLだからです」と， Kさんの説明に， (4+1+5+2) 図3Kさんと Yさんの考え（図と式）

の式を付け足した（図 3)。また，「ならす」ことをイメージさ

|
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図2 ジュースをならす図

せたかったので，「ならす」ことを表現した Rさんの図と式（図

4) を取り上げ説明させた。 Kさんも Rさんも式を見ると同じ

考え方だが，「ばらばらなものをならしていく」筋道を表現した

Rさんの図が重要であると考えた。

【学習感想】

OKさんの説明で式にできることがわかりました。

OYさんが一回全部まとめて，その数を---;-4したら答えがで

ました。

ORさんの図がわかりやすかったので，算数がわかりやすかったです。

(4  -t 2. + I + t;°) 7 4--

匹 •:i dL. 

紛二量〗
図4 Rさんの図と式
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②第5時について

【第5時のねらい】

0 「こみぐあい」を比べるには，広さと人数の 2星が関係していて，一方の星をそろえれば，も

う一方の量でくらべることができる。

【間題】 (G社の教科書の問題に基づく）

子どもがマットの上に乗っています⑦，①，⑨のうち，いちばんこんでいるのはどれでしょう。

【授粟のポイント】 （第 5時実施前の授業計画における）

第5時は「こみぐあい」を比べる授業である。第 2時の学習

感想から「図と式をつないで説明させること」 「図を使って表

現させること」が，子どもが筋道を立てて考えることに効果的

ではないかと捉えた。そこで，第5時は「人数をそろえるか」

「枚数をそろえるか」について子どもの考えを，図でつなぎ説

明させることで，どちらにそろえると「こみぐいあい」がわか

りやすいか考えていくような授業構成を考えた。第5時では，

導入の場面において，教科書のR, ⑦，＠の写真（図 5) を見

たり，実際に新聞紙の上に乗って体験したりするなどして「こ

みぐあい」について考えさせる。さらに，R, ⑦，⑨の人数と

枚数を第 1時で使った表にまとめていく。しかし，表だけでは

よくわからないので，表と図と式を繋げさせる。そして，図と

式を繋いだ子どもの考えを取り上げることにした。

【子どもの姿と教師の手立て】

まずは，R, ④，＠の「こみぐあい」を表にまとめたところ

で「どれがこんでいるか」について，図を使って説明させた。

しかし，机間指導してみると， 「12---;-2 = 6, 12---;-3 = 4, 15---;-

3-5」と式だけで考えている子どもが数人いた。そこで， 1 

あたり量の大きさのイメージをしつかり持たせて，式を考えさ

せたかったので，図を使って考えをまとめていた Kさんの考え

（図 6) を取り上げ説明させた。 Kさんは図をかき終えたあと

「Rは， 1枚につき 6人，＠は， 1枚につき 5人」と説明した。

「1枚につき」と，言葉で 1あたり量も説明してくれたので，

大切な言葉として板書した。 Kさんのこみぐあいの図から「式

で表せるか」と全体に間いかけると， Jさんが「12---;-2= 6, 

12---;-3 = 4, 15---;-3 = 5」と答えたので，全体で図と言莱と式

を繋いで表現することを確認した。みんなで「マット一枚につ

き」とキーワードを確認しながら⑦，①，◎の「こみぐあい」

を数値化して比べることができた。

マット 2 まヽ•に 12 人．

＠ マット 3まいに 15人．

贋□叡~ 
は月｝：ンき 5人
図6 Kさんの図の一部

図7 Rさんの式

本時は，教科書では 3通りの考え方「 1枚あたりの人数で表す」 「1人あたりの枚数で表す」 「6

枚（最小公倍数）あたりの人数で表す」を提示して比較検討しながら学習を進めていく授業構成に

なっている。しかし， 3通りの考え方を一つずつ取り上げていくことが大切だと考えて， 「1枚あ

たりの人数」→ 「1人あたりの枚数」→ 「6枚（最小公倍数）あたりの人数」の授業構成で進める

ことにした。そこで， 1枚あたりの人数を考えさせたあとに， Rさんの式（図 7) を取り上げ提示し
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た。すると， Nさんが「できないよ。前の数字が小さい」と発言していたが， Rさんの「小数でも表

すことができる」と言った発言で「ああ」と，どよめきが起こった。子どもは 1人あたりの枚数が

小数になることについても，平均の考えを想起して納得しているようだった。さらに， 6枚あたり

の人数については教科書に載っている説明の仕方を全体で確認した。

【学習感想】

OKさんのかいた図が私と同じでした。R,@を考えるときに，最初できた式で考えてみると，

とても簡単でした。なぜなら，人数十マットの枚数で式を作ることができるからです。なので，

また別の間題を見つけて自分でできるように練習したいです。

0今日わかりやすかったのは Kさんの図です。図の下に「 1枚につき 5人」と書いていたのでわ

かりやすかったです。 Iさんの説明もわかりやすかったです。私はならして考えると思ったけ

れどわり算でできたことがわかりました。私もいろいろな考え方を使いたいです。

0マットでどれがこんでいるかの説明の時， Kさんの図がわかりやすかったです。 3--;-15や 2--;-

12でやって小数でできることもわかりました。

0こみぐあいを調べるには，マットの一枚に乗っている人の数を求めるとできました。 Iさんの

説明で人数十マットの枚数の計算をすればいいことがわかりました。

OKさんが図を使って， 15--;-3など間題を解いていたのですこ‘いなと思いました。私は図ではな

くわり算でやっていたのでこういう考えをしなかったので，すご‘いなと思いました。

③第 5時の考察

第 5時終了時の学習感想では， Kさんの図の表現についての感想が多くあった。それだけではな

<, 「Kさんが図を使って， 15--;-3など間題を解いていたのですごいなと思いました。私は図では

なくわり算でやっていたのでこういう考えをしなかったので，すごいなと思いました」 「わかりや

すかったのは Kさんの図です。図の下に『 1枚につき 5人』と古いていたのでわかりやすかったで

す」と仲間の表現から自分の表現を見直している第四の様相（中村， 2008) の記述もみられた。

教科書では，こみぐあいの考え方は 3通りあるが， 1枚あたりで考えることを丁寧に取り上げた。

図から式に説明するということは， 「小数と整数」の単元でも取り組んでいたので，その時と同じ

ように類推して考えさせようと試みた。 Kさんの説明に寄り添ったことで「図から言葉そして，式」

という新たな表現の繋がり方が出てきた。 1人あたりの枚数で考えることについては，小数で表す

ことに子どもは納得しているのに驚いたが，「平均は整数で表せないものでも小数で表すことがあ

る」といった考えを演繹的に結びつけていたのだと考える。 6枚あたりの人数であるが，これを考え

る際にはかけ算の考えを用いてこなければならない。そうすると 1あたり量を求めるわり算の考え

と混乱してしまう恐れがあったので，教科薯の説明の仕方を紹介するだけにした。特に， 1枚あた

りの人数の考え方は，人口密度の考え方に繋がっていくので大切に扱った。

(2) 5年「体積」

「体積」の単元は，面積の既習を活用し課題を解決していく単元である。角や辺，面に着目させる

ことによって数学的な見方・考え方をはぐくむことのできる単元である。以下に 10月に行った「体積」

の第 4 時を踏まえた第 8 時• 第 9時の授業実践について述べる。

①第 4時について

【第4時のねらい】

0展開図から，直方体や立方体の体積を求めることができる。

【問題】 (G社の教科書の間題に基づく）

次の展開図を組み立ててできる直方体の体積を求めましょう。
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【子どもの姿と教師の手立て】

授業の導入で，長方形の体積の求め方を想起させ，直方体の展開図（図 8) から体積の求め方を

考えさせた。 「求める式はどうなりますか」と間い，机間指導してみると，ほとんどの子どもが「 7

X5X2」 「5X7X2」の式で問題を解いていた。答えを出すだけではなく， 「どうやって考え

たか」といった問いに対して，説明も書くように指示すると，組み立てた直方体をイメージした図

を描き， 「縦X横x高さ」と数字を入れる子どもが数名いた。

「他の式はないの」と全体に間うと「縦と横は変えることができるけれど，高さは 2cmと決まっ

ている」と Kさんが答えた。そこで，実際に展開図を組み立てて，机の上に置いてみた。それを見

たJさんが「下に置く面が違っていると高さも違う」とつぶやいた。教室は驚きに包まれていた。

さらに， 「高さも変わるから， 5X7X5の式もできますね」と誤答を提示して，間違っている

理由を考えさせた。

【学習感想】

0展開図から体積を求めました。展開図は，縦，横，高さが決まっていないから，式はどこから

書いてもいいと言うことがわかりました。あと，小数でも求めきれることもわかりました。

0直方体の高さが決まっていないことがわかりました。なので，計算が逆でも答えは同じことが

わかりました。

0展開図も縦X横x高さをやると思っていたら，展開図は向きを変えると高さがいっぱいあるか

ら， 1つだとは限らないということがわかりました。また，立方体もやってみて，立方体は今

までどおり一辺x一辺x一辺で，できるということがわかりました。

②第8時・第 9時について

【第8時・第 9時のめあて】

0体積が 1000C m3の箱をイメージして，たて，横，高さ

の長さを考える。

【問題】 (G社の教科書の問題に基づく）

① 1000 C 面の箱のたて，横，高さは何cmでしょうか。

②体積が 1000C 面の箱を，いろいろ作りましょう。 図9 R, c の口の長さを求める問題

【授業のポイント】 （第 8時・第9時の実施前の授業計画における）

第4時で扱った展開図の学習で，子どもは縦，横，高さは底面の位置で変わることを学習してい

る。この図を使ったことを踏まえて，第8時では，同じ体積でも縦x横X高さで 1000になる数の

組み合わせがいろいろあることに気づかせ式を使って説明させることにした。第 9時では，実際に

1000 C面の箱を作らせた。その際，第4時の展開図のかき方や第8時での式のつくり方を想起させ

縦，横，高さの組み合わせを数多く考え帰納的に考察させることにした。

【子どもの姿と教師の手立て】

授業の導入の場面で，直方体の体積の求め方を想起させ， R,0の口の長さを求める問題（図 9)

を提示した。「答えだけではなく図，言葉，式を使って説明もかいてください」と指示し机間指導を

してみると，ほとんどの子どもが体積を求める式の，縦X横X高

さにあてはめて考えていた。活動が止まっている子どもが数人い

たので，「どうやったら求めることができますか」と問い，ペアで

確認させた。図と式を使って説明させたかったので，かけ算のき

まりを使って考えていた Mさんの考え（図 10)を取り上げ説明さ

せた。また，かけ算をわり算に変換していないが，式と言葉を使
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って考えた Iさんの考え（図 11) を提示した。

体積が 1000crri汀こなる箱をつくる場面では，方眼用紙を子ども

に配布し，自由に 1000c面の箱づくりを行わせた。箱の作り方の

見通しを細かく提示しなかったことにより，子どもは試行錯誤し

ながら様々に活動していた。子どもの様子を見ると，「体積が

1000c rri汀こなるように縦，横高さを決めて図で表す子ども」「す 図 11 Iさんの考え

ぐに展開図をかく子ども」「 2面ずつ 3組に分解した図をつくる子ども」等の様々な姿があった。

教師は展開図の辺の長さに着目することだけを指示し，作成の手順を示さなかった。子どもは自分

で解決していくことに夢中であったが，必要なときは仲間に尋ねていた。

【学習感想】

0同じ体積にも様々なものがあるので，他の物も探してみたいです。

0自分で 1000C rri汀こなる箱を作る前に， 自分で計算して 1000C nfになるか計算するのが楽しか

ったです。

0いろいろな 1000c面の箱を作る式が何にしようか迷って難しかったけど，作るとどんどん楽し

くなっていきました。

0わかったことは，同じ体積の箱には様々な物がある。同じ体積でも辺の長さの和や面積が違う

ことがわかりました。それで，今日は 1000cnfの体積の図形をつくりました。作る前にどのよ

うな式にしようか迷ったけれど，ぼくは 50X2 X 10をしました。 Kさんが 1番目にできていた

のですごいと思いました。ぼくは， Kさんに手伝ってもらい完成したときは嬉しかったです。

0今日， 1000c面の体積の図形を作りました。私は作れなかったけれど， Sさんが 25X4 X 10で

やっていました。

③第 8 時•第 9 時の考察

第8時・第 9時の学習感想を見ると， 「自分で計算して 1000C rri汀こなるか計算するのが楽しかっ

たです」「いろいろな 1000c面の箱を作る式を何にしようか迷って難しかったけど，作るとどんどん

楽しくなっていきました」のように，自分で，縦，横，高さの組み合わせを考えたり展開図を考えた

りと意欲的に調べる子どもが数多くいた。子どもの活動を中心に授業を構成したことで，小数値の

長さで求める子どももいるなど予想以上に帰納的に考察していた。

1000 C 五になる箱づくりは多様である。答えが 1つでなく自分の考えたことが形になっていく。

それが他の子どもに認められる場面があれば，中村 (2008)が第三の様相の説明で述べたように，「他

人の考えを受け入れ，自分を見直す契機になる」と考える。今回の授業では，子どもが考えた 1000C 

面になる箱を見せ合い，お互いの考えを十分に交流する場面がなかった。授業の中に全体でどんな

立体を作成したかを確認する時間を設けることで，第三の様相に関する詳細な記述が子どもの振り

返りに表れただろうと考える。子どもの振り返りには「私は作れなかったけれど， Sさんが 25X4 

XlOでやっていました」と仲間の考えから学んでいる記述を見つけることもできた。子どもの様子

を見ても， Kさんが Tさんに教えたり， lさんが Kさんに教えたりする姿を見ることができた。しか

し，「Kさんが何に困っていたのか」「Tさんが，なぜ，できなかったのか」といった間いを，全体で考

えさせてみることはできなかった。ただ，箱を作製するだけではなく，「どの子がどんな箱をつくつ

ていたのか」「どんな工夫をしたか」といった問いから学びを共有することで，数学的な見方・考え方

につなげることが必要だと考える。

「同じ体積にも様々なものがあるので，他の物も探してみたいです」という学習感想から，発展的

に考えている子どもがいたことがわかる。子どもの活動の様子については，教師が辺の長さにだけ

着目させ，自由に箱づくりをさせたことで，子どもば帰納的に考え，活動に集中していた。そして，
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必要な時にだけ仲間に助言を求めていた。このことが仲間のよさに気づく機会になったであろうと

考える。 Kさんは 2年生で学習した「 2面を 3組組み合わせて箱を作る活動」を思い出したのか，

2面を 3組つくり展開図を演繹的に作製していた。子どもの主体的な活動を中心にした授業構成は，

子ども自ら筋道を吃てて考える姿を生み出し効果的だった。

5. まとめ

今回の研究では，仲間のよさに気づく子どもの姿に注目してみた。学習感想の中で中村 (2008) が述

べた第三の様相につながる「友達のよかったところ」の視点を与えて，仲間のよさについて振り返させた。

子どもは，仲間のよさにかなり気づけるようになってきた。さらに，実践 (1) (「単位量あたりの大き

さ」）においては，自分の表現を見直している第四の様相の記述も見られ，仲間と共に授業を進めること

で様々なことに気づくこともできていた。

算数科の授業改善として，学習感想を踏まえて授業構成を工夫し授業づくりを進めてきた。実践 (1)

では，第 2時で図と式で説明することに気づいている子どもが多かったので，第 5時でも取り入れた。

そうしたことで，図から言業式へといった新たな表現の仕方を確認することができた。また，実践 (2)

（「体積」）の第4時では，「展開図を使うこと」「展開図は向きを変えるといろいろな高さが決まること」

にしつかり気づいている子どもが多かったので，第 8時・第 9時では子どもの主体的な活動を中心にし，

自由に 1000C rrfの箱を作製させることにした。 2つの授業実践のように，学習感想の子どもの気づきか

ら，子どもの姿をイメージし授業構成を考えていくことで授業づくりが深まっていったと考える。

本授業実践では，「子どもが筋道を立てて考えること」を目指してきた。実践 (1) においては，子ど

もの発言を繋いで授業を行ったことで， 「1人あたりの枚数」も， 「平均であれば小数で表すこと」と繋

げて演繹的に考察することができていた。また，実践 (2)では，箱を作る活動に主体的に取り組ませ，

箱の作製までの筋道を自山に考えさせたことにより，子どもは試行錯誤しながら自分が必要なときだけ

仲間に相談していた。そのことにより，いろいろな組み合わせの箱が生み出され帰納的な考察にも繋が

った。これらを踏まえると，子どもの発言に寄り添い，子どもの主体的な活動を中心にすることが筋道

を立てて考えさせることに有効なのではないかと考える。

「算数科の授業改善」のテーマの下， 2つの単元の核となる時間の授業づくりについてまとめてみた。

授業改善には，「子どもの発言に寄り添うこと」「子どもの主体的な活動を中心にすること」を視点に当て，

子どもの姿をよりよくイメージすることが重要であることに気づいた。しかし，全ての授業で，仲間の

よさに気づく子ども，筋道を立てて考える子どもの姿をイメージすることはできなかった。今後も，授

業の中に学習感想を取り入れ，中村 (2008) の「自分の考えについて，再度見直しをしている」といっ

た第四の様相の記述が出てくるような，子どもに寄り添った授業構成を考えていきたい。そして，「子ど

もの発言」「子どもの主体的な活動」を大切にしながら授業改善を行っていきたい。
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