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１．はじめに

　小学校学習指導要領（平成29年告示）で示された「『主体的・対話的で深い学び』に向けた授業改善」に

より，「主体的・対話的で深い学び」といった点が注目されている。しかし，より注目したいのは「授業

改善」であり，この授業改善のイメージや方法がその教師なりに確立されていくことが重要になってく

るのではないだろうか。今までの授業を改善していくとなれば，授業に対する見方・考え方も改善して

いく必要がある。そのためには，教師の授業観の変容が必要であると考える。この授業観の変容に向け

ては，益川・村山（2014）が「学習者中心型授業への技術的な方法の転換」「解決したい課題を協調的に解

く知識構築過程を埋め込んだ授業」といった点を挙げている。特に，「学習者中心型授業」「解決したい課

題を協調的に解く」という点は，授業改善の視点として大切だと考える。

　授業改善について，現職教師の談話から「どのように授業改善を進めていけばいいのか」といった問

いが出てきた。これは，教師が自らの授業をどのような視点で振り返り，どのように授業観の変容を捉

えていけばいいのかという方法が明確でないところから生まれてきた問いではないだろうか。

　そこで，この問いの解決のために，「授業リフレクション」に視点を当ててみることにした。「授業リ

フレクション」については，鹿毛（2007）の捉えから考えてみる。

　「授業リフレクション」とは，教師が授業中の出来事を具体的に振り返ることを通して，何らかの「気

づき」を得て，自らの授業を捉え直すことを目的とした実践研究である（鹿毛，2007，p.202-203）。
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要　約

　小学校学習指導要領（平成29年告示）で「『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けた授業改善」が示された。

この「授業改善」を具体的に進めていくにはどのようにすればよいのか。よりよい授業にしていくためには，教師

の授業に対する見方・考え方といった授業観がよりよく変容していく必要があると考えた。すると，ある現職教

師から「どのように授業改善すればいいのか」という方法が問われた。そこで，本研究では，教師が授業を具体的

に振り返り，授業観の変容を捉えるために「授業リフレクション」に視点を当てることにした。具体的には，算数

科の３回の授業実践を行い，その都度，「授業リフレクションの効果」「授業観の変容」について考察を進めた。結

果として，「リフレクションシート」「板書写真」「ビデオ記録」といった方法を取り入れることと，「対話リフレク

ション」を行うことは授業改善に有効であった。本稿は，授業リフレクションにおいて，得られた気づきを通し

て，効果的な授業リフレクションのあり方及び授業観の変容の捉えについて報告するものである。
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　重要なのは，「授業中の出来事を具体的に振り返ること」である。中でも，「具体的に」の部分が具体で

あればあるほど得られる「気づき」は大きいであろう。この「具体的な振り返り」の方法と程度を明らか

にすることが授業改善につながるのではないだろうか。また，「自らの授業を捉え直すことを目的」とあ

る。授業リフレクションにおいては，「授業をどのように捉え直したか」の視点で常に授業を見直してい

くことが必要であると考える。

　以上の点を踏まえ，本稿は，ある教師の授業リフレクションに取り組む姿に焦点を当て，教科を算数

科に絞り込み，算数科の授業改善に向けた「効果的な授業リフレクション」及び「授業観の変容」につい

て報告する。

２．方法

　本研究は，公立小学校での教職経験７年目で，沖縄県算数教育研究会に所属している第２筆者（以下

「仲座」と記す）と第１筆者（以下「森」と記す）で研究を進めていく。仲座は算数の授業実践を行い，森

はメンターとして，対話リフレクションに参加する。研究の進め方を表１に示す。

表１　研究の進め方

１．仲座の授業観（「現在の授業」と「理想の授業」）について共有する。

２．授業実践を行う。

３．授業リフレクションを通して，得られた仲座の「気づき」を整理し，次の授業への改善点を森が示

す。また，授業リフレクョンの方法を見直す。

４．「効果的な授業リフレクション」及び「授業観の変容」について考察する。

　⑴　算数科の授業改善に向けた効果的な授業リフレクションについて

　⑵　仲座の授業観の変容について

　⑶　森の授業観の変容について

　ここで，授業リフレクションの方法について考えてみたい。佐伯（2019）は，どのようにリフレクショ

ンするのかということについて，「さまざまであるとしかいえない」と述べている。この点を踏まえ，本

研究では，いろいろなリフクションを取り入れたり，見直したりしていく中で，どのようなリフレクショ

ンが効果的なのか検証していく。しかし，何か核となる授業リフレクションがないと比較検討ができな

い。そこで，一番に考えたのが「得られた『気づき』を整理でき，次の授業への改善点を記録できる」もの

であった。目黒・江原・磯上（2012）は，「リフレクションシート」を用いた実践を進め，その改訂版を示

している。このリフレクションシートの改訂版は，一時間分の授業について，「①本時の目標・ねがい」

を記入し，「②授業前に考えていたこと」「③授業中に見たこと」「④考えたこと・感じたこと」「⑤実際に

やったこと」を時系列で記入していくものである。②～⑤の項目から，授業前・授業中の変容及びシー

ト全体を通しての授業後の変容を捉えやすいと考える。そこで，今回はこのシートを用いて研究を進め

ることにした。

３．結果

　⑴　仲座の授業観について

　　　まずは，仲座の授業観について，仲座と森で共有した。それは以下の２つにまとめられた。

　　　　〇現在の授業・・・「問い」がない。協働的な活動に取り組めていない

　　　　〇理想の授業・・・子どもがよく考え深い学びのある授業
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　現在の授業に対する課題点として「問い」や「協働」ということが挙げられた。これらは，沖縄県

教育委員会から2016年12月に出された「学力向上推進プロジェクト」の中のめざす授業像「他者と

関わりながら，課題解決に向かい「『問い』が生まれる授業」によるものだと考える。さらに，沖縄県

教育委員会は，2018年３月に「『問い』が生まれる授業サポートガイド」を打ち出しており，沖縄県

の教育方針が仲座の授業観に影響を及ぼしているといえるだろう。次に，理想の授業についてであ

るが，「深い学び」が挙げられている。算数科の「深い学び」について，盛島（2019）は，「算数に関す

る概念の理解と，算数概念の活用が重要な鍵といえるだろう」と述べている。「深い学び」であるか

ら，ただ単に問題を解決させるだけでなく，算数の「概念」について意識しながら授業を展開するこ

とは重要であると考える。

　以上の点を踏まえ，本研究では，「『問い』を生み出し，協働的な活動に取り組みながら，子どもが

よく考え，算数の概念を理解したり活用したりする授業」を目指すことにした。

　⑵　授業実践と授業リフレクション

　次に，授業実践と授業リフレクションについて述べる。授業実践は，2019年１月～ 2019年６月ま

での３つの実践を取り上げる。

　　①　実践１：４年「変わり方調べ」

　　　　　　　　　　　　　（2019年１月10日）

　本単元第５時は，Ｔ社の教科書の問題

（藤井他，2014，ｐ50）（図１）にあるように，

階段の図の「だんの数」と「まわりの長さ」

の変わり方について考える内容である。授

業実践及び授業リフレクション（仲座と森

の対話リフレクション）の概要（表２）を

以下に示す。

表２　授業実践及び授業リフレクションの概要（４年「変わり方調べ」）

１．本時の目標・ねがい

　〇本時の目標・・・だんの数とまわりの長さのきまりを図で考えることができる。

　〇本時のねがい・・表からきまりを見つけ，式に表し，図を用いて説明することができてほしい。　

２．主な学習活動

　⑴　問題の図（図１）の「だんの数」と「まわりの長さ」を表に表す。

　⑵　問題の図（図１）をペアでホワイトボードに作る（棒状に切ったマグネットシートを用いて）。

　⑶　「だんの数」と「まわりの長さ」の関係を式で表す。

　⑷　問い（「式にある『×４』は何を表しているか」）について考える。

　⑸　正方形の形に変えて考える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．授業リフレクションを通しての「気づき」

　⑴　「仲間の振り返りからＭ児の活躍を褒める」といったことは，日頃の授業から大切にしているので，これからも

続ける。

　⑵　「困っているペアの考えは教師が発表する」ことは，これからも続ける。

　⑶　学習活動の⑴～⑶までは計画通りに進んでいて順調であった。

　⑷　問いに対して答えを考えることができない。←子どもに何をさせて何を考えさせたいかをはっきりさせる。

図１　教科書の問題（藤井他，2014，ｐ50）
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　⑸　「正方形」という言葉を子どもからでなく教師が言ってしまった。日頃から捉われていることは，すべて子ども

の考えや言葉でつないで授業を作る。できなければ負け。

４．次の授業への改善点

　⑴　「問うべき問い」を考える。

　⑵　子どものどの言葉をどう取り上げるか，吟味する。

５．次回の授業リフレクションの方法

　〇リフレクションシート，板書写真，ビデオ記録を用いた対話リフレクション

　表２について，３の⑴⑵から，「子どもを

褒める」「子どもの困り感を取り上げる」と

いった子どもを中心とし，子どもの反応を

大切にした授業展開を仲座が心がけている

ことが分かる。３の⑶については，図１に

ある問題の図を表に表し，その図を実際に

ペアで作らせたことにより，「だんの数」と

「まわりの長さ」の関係を視覚的に捉えさせ

ることができていた。３の⑷については，

問いを発したのは良かったのであるが，子

どもの活動が停滞し，一部の子どもの活動

になってしまった場面で，仲座が，一番焦った場面として取り上げたところである。

　強調したいのであるが，問いを教師が自ら出すことには問題がない。問いについて，中村（2008）

は，教師が問うべき問いを範で示すことを挙げている。但し，今回の問いは，「問うべき問い」になっ

ていたかどうか疑問が残る。「×４」は，文字通り４倍を示している。表で見れば，一目瞭然なので

あるが，この４倍が図では分かりにくい。例えば，だんの数が２だんの場合，「だんの数と同じ数を

１辺の長さにすると２cmが４倍になる。それを分かりやすい図にして説明すること」で，表と式と

図が統合されていくのである。問題の階段の図は分かりにくいということに触れて，「□×４＝〇

の式を分かりやすい図に変えることができるか」という問いの方が良かったかもしれない。その後

は，子どもなりに試行錯誤させてみればいい。最後は，できた子どもに正方形に変形させ，「だんの

数が１辺の数と同じになった。だから，２ cm×４で８ cmになる」といったことを全員でしっかり

確認する必要があった。図２が示すように，この正方形に変形させることについては，小学校学習

指導要領（平成29年告示）解説算数編でも取り上げられている内容である。実際は，二人の子どもに

説明させたのであるが，「だんの数」と「１辺の長さ」にしっかり着目させていないので，子どもの

理解は不十分であった。仲座のリフレクションシートにも，「３分の１が理解し，３分の２は理解し

ていないように見えた」という記録が残っている。３の⑸は，どの言葉をどう取り上げるかがポイ

ントである。できるだけ子どもの言葉を価値づけたいが，その判断力が教師に求められる。

　次に，「深い学び」という視点で考えてみる。本時の場合，「２つの量の関係に着目させること」

が重要であった。表と式を関連づけながら２つの量に着目させることはできていた。また，「だん

の数」を「１辺の正方形の長さの数」に置き換えてみる見方も重要であった。そのために，階段の

形が正方形に変形できるよう棒状のマグネットシートを使って正方形の辺を表現させるといった

工夫が見られた。仲座は「深い学び」を意識して授業づくりを工夫することができていた。

　本授業は，問いを発した後から，「子どもがよく考え深く学ぶ」ように構成されていたが，その

構成の吟味が不十分であった。そこで，次の授業への改善点については，問いからの授業構成を

工夫してほしいという願いから，表２の４で示した「問うべき問い」「子どもの言葉の吟味」の２

図２　正方形に変形した図

（『小学校学習指導要領（平成29年告示）

解説算数編』，2018，p231）
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点を示した。授業リフレクションの方法については，リフレクションシートに加えて，より授業

構成に意識が向くように「板書写真」及び「ビデオ記録」を取り入れることにした。

　　②　実践２：５年「比例」（2019年５月16日）

　本単元第１時の授業実践及び授業リフレクション（仲座と森の対話リフレクション）

の概要（表３）を以下に示す。

表３　授業実践及び授業リフレクションの概要（５年「比例」）

１．本時の目標・ねがい

　〇本時の目標・・・直方体の高さと体積の関係や「比例」の意味について理解する。

　〇本時のねがい・・高さの変わり方や体積の変わり方の関係に着目して，比例の意味を理解してほしい。

２．主な学習活動

　⑴　Ｔ社の教科書の問題（藤井他，2014，ｐ30－31）（図３）を見て，高さと体積の関係について考える。

　⑵　高さ２ cmの時の体積の求め方を確認する。

　⑶　「縦×横×高さ」の計算を使わないで，他の直方体の体積を求める。

　⑷　問い（「高さの変わり方と体積の変わり方が同じか」）について考える。

　⑸　直方体の高さと体積の関係についてまとめる。「比例」について知る。

３．授業リフレクションを通しての「気づき」

　⑴　問題の情報が多い。条件不足の問題から児童の思考を促すと良い。

　⑵　めあてまでは「問題提示→わかりにくさ，困り感の共有→めあて」の構成が理想である。

　⑶　一斉で確認する場面と個人に委ねる場面をはっきりさせる。

　⑷　発問で授業のリズムを作る。←「さっと答えて」という指示。「じっくり考えて」という指示。

　⑸　教科書というすべて与えられている教材をどう扱うかについて，内容を基に教材研究すると良い。

　⑹　「考えること」と「活動させること」のバランスが大切。

　⑺　理解させたい気持ちが強い。

４．次の授業への改善点

　⑴　問題内容及び問いの精選

　⑵　板書構成の工夫

５．次回の授業リフレクションの方法

　〇リフレクションシート，板書写真，ビデオ記録を用いた自己リフレクション

　１回目の授業リフレクションに比べて，対話リフレクション後の仲座自らの気づきが増えてき

た。本時のリフレクションシートの一部を図４に示す。シートの表枠の周りに数多くの気づきが

記されているのが分かる。

図３　教科書の問題（藤井他，2014，ｐ30－31）
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　では，表３について考えてみる。３の⑴は，問題提示のことであるが、本時は図３にある教科書

の問題を使った。教科書は高さ８ cmまでの図が示されている。仲座はそれを最初，全部子どもに

見せてしまった。この時間は第１時で，単元の導入でもあったので，問題を２つの図形に絞り込

んで，２つの量をしっかりと見ていくことを子どもに意識させてほしかった。３の⑵は，めあて

までの授業構成について示されているが，「困り感を共有」していることで，「困り感を解消する

ためにどうすればいいか」という活動への方向性が示されることになり，良いところであった。

　但し，３の⑶の部分，「一斉で確認する場面と個人に委ねる場面」の対応については改善が必要

であった。これは３の⑷の発問とも関連がある。仲座の構想は，子どもが，高さ２ cmの直方体の

体積を「縦×横×高さ」の公式にあてはめて求めた後，他の直方体の体積はこの公式を使わない

で求めてほしかったのである。その際の発問が「計算しないで求めよう」であった。「計算しない

で」は「公式にあてはめない計算」であるが，子どもにはそのニュアンスが伝わらなかった。この

場合は，「公式にあてはめないで，他の直方体の体積を求めることができるか」といった問いの形

で発問することが良かったかもしれない。続けて仲座は「先生はどの高さを求めると思う」と問

い，学級全体に考えさせた。１ cmから８ cmの直方体の中で，２ cmの次にどれを求めるかを問う

のはとてもいいのだが，これは教師ではなく，子ども自身が子どもの判断で何cmを求めるか根拠

を示して選んでほしかった。授業は，すぐに答えた子どもの「４ cm」から，「６ cm」→「８ cm」と

進んでいった。これは，２ cmから２倍，３倍，４倍の関係で繋がっていく標準的な見方である。

しかし，子ども自身に「次にどれを求めるか」を問い，子ども自身に考えさせれば，多様に考えた

かもしれない。中には，「２cm÷２もできるから１cm」と答える子どもが出て来たかもしれない。

わずかな時間でも，どの数と繋いでいくか，子ども自身に考えさせたかった。子どもから数学的

な見方・考え方が多様に出て来る可能性があったが，教師主導で進めてしまう形になった。

　３の⑸は，教科書の内容をどう扱うということである。教科書には８個の直方体の図が載って

いるが，それを「最初から全部見せるのか」「後からまとめた表と見比べる時に見せるのか」どち

らがいいのかについて，考える契機となった。教科書をどう扱うか教材研究を深めることによっ

て，３の⑹に挙げた「考えること」と「活動すること」が一時間の授業構成の中でバランスよく配

置されていくのであろう。

図４　リフレクションシートの一部（１／４ページ分）
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　図５は本時終了後の板書写真である。右側に「高さの変わり方と体積の変わり方が同じ？」と

いった記述がある。正に，３の⑺にある「理解させたいこと」が問いの形で記述されているのであ

るが，答えが「同じ」となるだけに必要であろうか。ここでは「一方が２倍，３倍と変われば，他方

（もう一方）が２倍，３倍になる」といった２量の関係をおさえ，それは「比例する」ということを

知らせればよいのではないだろうか。この後の授業において，いろいろな比例の問題を解決して

いくことにより，比例の見方・考え方を働かせながら，比例のよさに気づき，比例についての理

解も深まっていくはずである。「単元の終末時に子どもがどのようなことを身につけているか」に

ついて，教師はしっかりイメージしておかなければならない。その必要性を改めて森は痛感した。

　本時の「深い学び」について考えてみる。子どもが，２つの変量に視点を当て，比例の関係につ

いて考えていくように，図５の板書で示した表を使って，縦の関係，横の関係を捉えることがで

きるように教師は授業構成を工夫していた。特に，「２分の１」の捉えも表で示し，全体で共有す

ることができていた。また，数を大きくし，「10cmのとき」「80のcmとき」と考えさせていた。表を

活用しながら，多様な見方・考え方を促す場面を取り入れていたことにより，子どもは，深く学

べていたということができる。

　本授業は，前回の実践を踏まえて，授業構成が工夫されており，子どもの深い学びに繋がって

いった。今回は，「問うべき問い」ということが改善点であった。仲座の授業において，２分の１

を考える際の問いは「半分は」であった。10cmのときを考える際には，「高さが10cmの時は，でき

そうか」であった。どちらも問いが直接的である。それよりも，２分の１の時は，「大きい数から

小さい数を見てみると，どんな関係になっているか」とか，10cmのときは，「高さを長くしたら，

体積はどうなるか」といった問い方にする。その上で，「10cmだったら」と子どもが具体的な数字

を出して説明していくような形で，子どもからいろいろな数字が出て来ることが大切であろう。

「子どもの言葉」については，前回の授業よりもよく拾っていた。今回の授業において，「このあと

どうする。話し合って」といった，子どもに委ねる指示もできていた。但し，子どもに取り組ませ

る内容，場面については，停滞する場面もあったので，授業実践を繰り返す中で吟味していく必

要がある。そこで，次の授業の改善点は，効果的な問いについて，効果的な学び合いができるよう

に「問題内容及び問いの精選」を挙げた。また，板書に子どもの考えの反映が少ないので「板書構

成の工夫」を挙げた。そして，次回の授業に向けては，問題内容及び問い，板書構成を仲座と森で

共通確認する「授業前の取組」を充実させることにした。具体的には，「森による模擬授業を通し

た板書計画の作成」である。

　次回の授業リフレクションは，「仲座の自己リフレクション」で行うことにした。ここまでの２

回で，仲座の授業リフレクション力は高まってきていると捉えることができるし，何よりも日々

図５　板書写真
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の授業研究においては，「一人で無理なく授業リフレクションを継続していくこと」が必要だと考

えたからである。授業研究に関して，澤本（2009）は「教育実践を理論化し，教育理論に学ぶ，自

己研鑽と仲間との共同的な研究が意味をもつ」と述べている。この「自己研鑽」を高める要素の一

つが「自己リフレクション」であるだろう。そこで，３回目の実践では，ここ２回の実践における

仲座の授業リフレクションに対する変容を受け，対話リフレクションだけでなく，「自己リフレク

ション」に取り組んでもらうことにした。

　　③　実践３：５年「小数のわり算」（2019年６月13日）

　本単元第７時の授業実践及び授業リフレクション（仲座の自己リフレクション）についてまと

めた表４を以下に示す。

表４　授業実践及び授業リフレクションの概要（５年「小数のわり算」）

１．本時の目標・ねがい

　〇本時の目標・・・ 小数の除法での除数とあまりの大きさの関係に着目し，正しい余りの大きさを表や検算を用い

て伝え合う活動を通して，除法の計算の仕方について統合的に考えることができる。

　〇本時のねがい・・ 小数のわり算でのわる数とあまりの大きさの関係について，子どもが帰納的な活動から，あま

りはわる数より小さくなることが分かり，あまりの大きさについて統合的に考察してほしい。

２．主な学習活動

　⑴　問題を把握する。

　　　問題　2.5ｍのリボンを１人に0.□ｍずつ配ります。何人に配れますか。また，何ｍあまりますか。

　⑵　□の中に入る数を自分で決める。

　⑶　□が３の時（2.5÷0.3）のあまりの大きさについて考える。

　　　問い（「あまりは１なのか。0.1なのか。」）について考える。

　⑷　検算して確かめる。

　⑸　0.1 ～ 0.9の場合，あまりがどうなるか確かめる。

　⑹　わる数が１より大きい小数の場合（2.5÷1.4），あまりがわる数より小さくなるか考える。

　　　問い（「わる数が１より大きい小数の時，あまりはわる数より小さくなるだろうか。」）について考える。

　⑺　本時のまとめをする。

　⑻　適用問題を解く。「4.9÷2.3の商を一の位まで求めて，あまりを出しましょう。」

　⑼　実際の紙テープを分けて，あまりを確かめる。

３．授業リフレクションを通しての気づき

　⑴　問題内容をシンプルにすることができた。

　⑵　あまりに着目させる問いを発し，１か0.1かについて考えさせることができた。

　⑶　問いを板書に残し，子どもと同じ方向で進めることができた。

　⑷　１か0.1かについて確かめる方法をペアで考えさせることができた。

　⑸　あまりがわる数より小さくなることについて「偶然じゃない？」「本当に？」と問いかけることで，いろいろな小

数について調べる帰納的な活動を行うことができた。

　⑹　あまりがわる数より小さくなることを「わる数が１より小さい場合」と「わる数が１より大きい場合」に分けて

考えさせて，実際に確かめることで，統合的に考えさせることができた。

４．次の授業への改善点

　⑴　数学的な見方・考え方についての捉え

　⑵　問いを発した後の子どもの見取り

５．次回の授業リフレクションの方法

　〇リフレクションシート，ビデオ記録
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　表４における仲座の授業リフレクションであるが，３の⑴⑵⑶から，前回の改善点で挙がって

いた「問題内容及び問いの精選」「板書構成の工夫」について，意識して授業を展開したことが分

かる。３の⑶の「問いを板書に残す」ということは，子どもが何について考えればいいのか確認す

る上でも重要である。授業においては，子どもが問いの解決に集中して取り組む姿が数多く見ら

れた。３の⑷について，仲座はこの授業で「ペア学習」を大切にしていた。特に，１か0.1かについ

て確かめる場面では，検算をすればいいのかどうか，自信が持てない子どもが数多くいたのであ

るが，その様子に応じて，ペアで確認する活動を指示していたのは，自身が持てない子どもも納

得していて効果的だった。

　３の⑸であるが，仲座は,あまりがわる数より小さくなることについて「偶然じゃない？」「本当

に？」と問いかけていた。0.3でわるだけで納得していいのではなく，様々な数で調べる必要性を

問う問いかけで，他の数について調べる際に，子どもは意欲的に取り組んでいた。ところが，改善

点に挙げているように，「子どもの見取り」が不十分であった。問いかけたことで子どもが活動し

始めると，それに満足してしまったのかもしれない。しかし，自ら「子どもの見取りの必要性」に

気づいたのは，これまでの授業リフレクションの成果でもあり，自己リフレクションにしっかり

取り組めているということができよう。

　本時の「深い学び」は，３の⑹にあるように，わる数を１より大きい場合と１より小さい場合に

場合分けして考えさせ，「どちらの場合でもあまりはわる数より小さくなる」と統合的に考えさ

せたことである。この学びに到達させるために，授業構成をしっかり練り上げていたのは見事で

あった。しかし，２の⑶の「あまりが１か0.1」かの場面は，子どもがしっかり納得してはいなかっ

た。2.5÷0.3で出て来るあまりの１は何が１つなのか。それは，0.1が１つであることを示してい

ることに気づかせ，あまりを0.1と表記することの大切さに気づかせてほしかった。小数を扱う場

合は「0.1の何個分かに着目する」という見方を大切にさせたい。

　次回の授業リフレクションの方法について，仲座は「リフレクションシート」と「ビデオ記録」

を選択している。この点について，仲座は「時系列の中で，ポイントを焦点化して振り返ることを

進めていきたい」とコメントした。本稿の研究対象外の実践でも，目的を持って，様々に授業リフ

レクションを試していってほしいというのが森の願いである。

４．考察

　⑴　算数科の授業改善に向けた効果的な授業リフレクションについて

　ここでは，仲座の考察とその考察を受けた森の考察について示す。

　　①　仲座の考察

　リフレクションシートを記入することにより，時系列に振り返ることができた。また，客観的

な視点で自分の授業を整理することができた。さらに，森との対話リフレクションを通して，授

業実践する際の日頃感じている疑問（今回で言えば，「子どもが問題の意図を理解できずに手が止

まっている場面での教師の働きかけはどうしたらいいのか」）を率直に質問することができ，即時

にアドバイスをもらえたことがその後の授業改善につながり効果的だった。そのアドバイス（「子

どもに何をさせて何を考えさせたいかをはっきりさせるとよい」）を受け入れやすく感じたのは，

森がリフレクションの際に具体的な場面を取り上げ，具体的な発問例を示してくれたからであっ

た。対話リフレクションをする中で，日頃感じている疑問を質問すると同時に，授業中に感じて

いる不安や自信が持てないといった心理的な部分を言葉にして森に伝えることで，自分自身の課

題が明確になったし，整理することができた。さらに，森が共感的に対話し，実践のよさを示して

くれたので，自信に繋がり，「理想の授業」の方向性を自覚することができた。リフレクションシー
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トによる対話リフレクションにおいて，森からの助言により，現時点の成果と課題を明確に自覚

することができた。それに加え，実際の授業場面を取り上げた具体的な助言は，すぐに実践に生

かすことができるものになり効果的だった。

　板書写真とビデオ記録を用いた対話リフレクションは，リフレクションシートを用いただけの

時と比べると，より明確に授業を振り返ることができた。特に，授業における教師の働きかけや

子どもの反応についての気づきが多く授業改善に効果的だった。具体的に自分の発問や指示の言

葉，動作まで他者視点で振り返ることができ，より客観的なリフレクションができた。

　一方で，自己リフレクションにかかる時間と頻度について課題を感じた。リフレクションシー

トに記入する時間が毎回30分程度かかり，ビデオ記録を用いたリフレクションではその倍の時間

がかかっていた。丁寧にリフレクションをしたいとの気持ちからつい時間をかけてしまうのだ

が，かかる時間が長くなればなるほど負担感が大きくなり，リフレクションの機会が少なくなっ

てしまうことがある。これに，学校行事や校務分掌における業務が重なると，さらに負担感が大

きくなってしまう。そこで，改善策として，リフレクションのポイントを焦点化することを挙げ

る。当初確認した通り，自身の課題である「問い」と「協働的活動」を充実させるためのリフレク

ションであったものが，授業全体をリフレクションしようとしたために時間がかかっていたのだ

と考える。リフレクションシートに時系列で書くこともいいが，個人の課題を基にポイントを焦

点化したチェックシートのようなものを基にリフレクションすることで，短時間で負担感の軽減

にもつながると考える。それが，リフレクションの頻度につながり，より日常的にリフレクショ

ンすることができると考えられる。実際に，チェックシートがあるわけではないが，日常的に「今

日の授業はどうだっただろうか」「問いはあれでよかったか」など授業後に振り返ることが多く

なった。これは森との対話リフレクションをはじめ，これまでリフレクションを実施した経験か

ら，自分自身のなかで簡略的にも実践を振り返ることの意識が高まっていることの現れであると

考える。

　　②　森の考察

　記録に残すという点から「リフレクションシート」を活用したが，記録に残ることで時系列に

丁寧に振り返ることができているのが分かる。また，「客観的な視点で自分の授業を整理すること

ができた」と仲座は述べており，様々な視点で授業を捉えることの大切さに気づいているようで

ある。リフレクションシートだけでなく，板書写真，ビデオ記録を取り入れたことも授業をより

客観的に捉えていくことに繋がった。また，授業を時系列によりよく捉えることにも繋がった。

「リフレクションシート」「板書写真」「ビデオ記録」は，筋道を立てて考察することを目指す算数

という教科については，より効果的な授業リフレクションの方法であると考える。

　対話リフレクションを取り入れたことで，具体的な場面を取り上げ，具体的な発問についてお

互いの考えを述べ合うことができた。特に，よりよく考え深く学ぶための「問い」について語り

合ったことで，算数科で大切にしたい「数学的な見方・考え方」のレベルまで話を深めることが

できた。一方，自己リフレクションについては「時間と頻度」という課題が出て来ているが，それ

を改善するために仲座は時系列ではなく「視点を絞ったリフレクション」のようなことを挙げて

いる。自分の課題解決について，焦点化して考えていくことは，無理なくリフレクションを続け

ていくためにも有効な方法といえるだろう。また，「リフレクションシート」「板書写真」「ビデオ

記録」をいつも複数使うのではなく，基本はどれか一つで取り組んでみることが必要であろう。

特に，効果のあった「リフレクションシート」をどう続けるか，さらに，どう改訂していくかといっ

た仲座の自己リフレクションの今後に期待したい。
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　⑵　仲座の授業観の変容について

　「問い」がないという課題があったが，子どもをイメージしながら授業づくりを行ったことで，子

どもから「問い」に繋がる言葉を引き出して「問い」を生み出すことができた。実践②，実践③にお

いて，表を活用したが，すべての数の結果を示さずに提示したことで，子どもが意欲的に取り組み，

進んでペアで確認していた。これらのことから，「問い」を生み出したり，不完全な問題を提示した

りすることは，子どもがよりよく考えるために必要であると分かった。「深い学び」については，算

数の概念を理解させたり，活用させたりしようと「問い」を発したが，思い通りには深まらなかった。

今後は，深い学びに繋がる「問い」をどのように生み出すか，授業づくりの中で考えていきたい。板

書について考えることは，授業構成を意識することができ，今後も板書計画を充実させていきたい。

日頃の授業について言えば，授業リフレクションを通して，「この一時間で確実に理解させたい」と

いう意識から，「単元を通して十分に考えさせ理解させたい」という意識に変わっていったことが一

番大きいと考える。

　

　⑶　森の授業観の変容について

　３回の授業実践についてすべて授業を観察した。その際の授業観は，益川・村山（2014）が述べた

「学習者中心」でどう「協調的に解く」かというところに視点があった。また，盛島（2019）が述べた概

念を伴う「深い学び」についても視点があった。３回の実践で見えてきたことは「問いの重要性」であ

る。ただ単に，教科書の問題を解いて終わりでは，学びが深まらない。そこから何を問い，何を問わ

せていくのかが大切である。今回も仲座が「問い」を発したことで，子どもはよりよく考えていた。

　問いについて，森（2008）は，第１学年の「たし算」の授業を通じて，「問いを意識することにより，

その解決に向けて些細なつぶやきや子どもの仲間の考えを聴き合う態度が生まれ，そこから考えを

広げていくことができる」ことに気づいている。算数という教科は問題の答えが出せれば教師も子

どもも納得してしまうところがある。そこから，「どこが同じか」「何が違うか」「よりよい解き方は

どれだろうか」「数を大きくしてみるとどうなるだろうか」「この説明のどんなところがいいか」「こ

の解き方のよいところはどんなところか」等の様々な問い生み出すことを，教師も子ども意識する

ことが必要だろう。そして，「簡単に答えが出る問い」か「深く考えることのできる問い」かを判断し，

場面に応じて「問いを精選」していくことが教師には求められる。「問い」の答えが簡単に出なけれ

ば，自ずと子どもは話し合い，子ども中心の授業が展開されるだろう。さらに，答えを模索していく

中で，様々な算数の概念に気づき，理解し，活用していくのではないかと考える。本研究を通して，

「問い」に視点を当てた授業づくり，授業実践の必要性を再認識したことが授業観の変容である。

５．おわりに

　本研究のテーマに「授業改善」を掲げたが，「授業改善」について，どれだけの教師が具体的なイメージ

を持っているだろうか。本研究を通じて，授業を改善していくために「授業観の変容」が重要であること

が再認識できた。しかし，「授業観が変容すれば授業が変わる」というように，すぐになるものではない

だろう。そうであるが，何かしら工夫し授業スタイルを変えていこうと教師は意識していかなけらばい

けないのであると考える。そのためには，日々の授業を振り返る「授業リフレクション」を充実させるこ

とが，これからの授業改善の中心に位置づけられることを願うばかりである。

　今回の研究で，仲座から「授業リフレクションの時間と頻度」が課題として挙がった。授業リフレク

ションは可能であれば毎日続けてほしくはあるが，無理なく続けられる方法をその教師なりに見出して

ほしいと願う。「ビデオ記録」に関して言えば，刑部（2019）は，「CAVScene」というビデオ記録・ツール

を使った実践を紹介している。このように，授業リフレクションの方法は様々に工夫されている。一つ
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の方法を続けるのもいいが，いろいろな方法を試しながら，授業リフレクションも「改善」させていくこ

とが必要なのだろう。そして，機会があれば「対話リフレクション」を多く持ってほしい。他者と話すこ

とで見えないところが見えてくるのだ。仲座の授業リフレクションの考察にあった「自分自身の課題が

明確になる」「自信に繋がる」といったことにも繋がるのだ。授業を他の教師に直接見てもらったり，録

画していたビデオ記録の授業記録を視聴してもらったりと方法はいろいろあるので，是非とも試してほ

しい。その際，仲座が述べた「共感的な対話」が行われることが望ましい。他の教師との共感的な対話に

基づく対話リフレクションも取り入れながら，日々の自己リフレクションが高まっていき，その結果，

授業改善が高まっていくよう「授業リフレクション」に関する多くの実践が広がることを願うばかりで

ある。
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