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問題解決場面における集団思考の組織化に関する研究

ー小学校算数科における小集団学習を取り入れた授業実践を通して一

A Study of Group-Oriented Organization in the Problem Solving Scenes: 

Through Lesson Practice Using Small Group Leaming in Mathematics of Elementary School 

1 . テーマ設定の理由

新川拓海

Takumi ARAKAWA 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

平成 29年度に告示された小学校学習指導要領（以下，学習指導要領とする）では，新たに「主体的・

対話的で深い学びの実現Jに向けた授業改善の必要性が強調されている。特に，総則 1-2-(1)では I主

体的に取り組む態度を養い，個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努める」と示され，

対話的な学びとしての「協働」が求められている（文部科学省， 2018)。

これらを踏まえての『沖縄県学力向上推進プロジェクト』では，めざす授業像として「他者と関わり

ながら，課題の解決に向かい『間い』が生まれる授業」を掲げ，めざす子どもの姿として「他者との交

流を通し，『問い』が生まれ自分の考えを広げ深める」ことを挙げている（沖縄県教育委員会， 2019)。

「主体的・対話的で深い学びJの実現と，めざす授業像とめざす子どもの姿を実現するための効果的

な形態の一つとしてペア学習やグループ学習といった小集団学習が挙げられるだろう。授業内で小集団

を組織することで，子ども達の間に交流の機会が生まれ，学級内に協働して学ぶ場を築くことができる。

当然のことながら，ペアやグループによる小集団学習を組織するだけでは，このような課題を解決で

きるわけではない。筆者は大学時代の教育実習での問題解決場面において，ペアやグループでの活動を

組織した経験があるが，単に活動を設定しただけでは期待した成果にはつながらなかった。そこでのペ

アやグループでの活動は，「同じ考えでした」旨の発言の後に活動がすぐ途切れてしまったり，間題につ

いての理解が曖昧なため協働して学習が展開できなかったり という結果に陥ってしまったのである。

では，学習目標を達成するための，そして「主体的・対話的で深い学び」を実現するための手法とし

て，教師はどのように小集団学習を仕組んだらよいのだろうか。単なる手法としてではなく，質的に学

びの深まる小集団学習とするにはどのように取り組むべきか考え，本研究テーマを設定した。

2 研究の目的

ペアやグループ活動による小集団学習は，どの教科や単元でも取り組むことが可能である。本研究で

は，単に小集団での学習場面を設けるだけではなく，子ども同士が真に主体的に取り組むことができる

学習の機会とするために，教師は授業内でどのように取り組むべきかについて自身の実践を通して明ら

かにすることを目的とする。

3. 小集団学習とは

集団とは，「共通の目的をもつ複数の人たちの集まりであって，それは目的達成のために成員を組織し，

コミュニケーションの手段をそなえる」ものである（蜂屋， 1963)。竹内 (1995)はその一つである学級

集団について，「学校の単位組織としての学校の教育活動と管理活動に取り組むべき集団」と述べている。

この「集団」を小さい規模で構成したものを小集団と呼び，目的や課題によって異なるが， 2~10 名で
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編成されたものをいう（早田・原， 1971)。また，木原 (1967) は，班やグループのような学級における

小集団を組織することは， 一人ひとりが学習参加の足場をもち，不確かな発言があったとしても小集団

でそれをささえ，たすけ，はげましてくれる期待感があると述べている。さらに吉本 (1976) は，統一

的な学習の歩みを保障するために教授ー学習過程において小集団や班を活用することは大切であり，授

業において小集団を組織することはきわめて重要であると述べている。

以上のような機能を持ち合わせた「班（小集団）」を活用した様々な実践があるなかで，筆者は今回の

研究で学習班 （学習グループ）の機能に焦点を当てた。その理由は，学習班という形で学級に小集団を

編成することで子ども同士の協働的な学び合い，学力不振の子の学習参加の向上，そして「主体的・対

話的で深い学び」の実現につながるのではないかと考えたからである。

4. 研究の対象と方法

筆者は，公立A小学校における第 6学年児童 29名（男子 16名，女子 13名）を対象に，課題解決実習

に取り組んだ。その際，本研究に関する検証授業として，算数科「文字と式（全8時間）」 (2019年 5月

実施），および「ならべ方と組み合わせ方（全 10時間）」 (2019年 9月実施）の授業実践を実施し，毎時

間， ICレコーダー，ビデオカメラを活用して小集団学習の様子を記録，文字起こしと分析を行った。

また，課題解決実習の開始時・中間時・終了時のアンケート調査， 9月の実習終了時にグループ学習

に関する記述式アンケート調査を実施した。それらを学習指導要領で示された 3つの柱である「知識及

び技能の習得」「思考力，判断力，表現力等の育成」「学びに向かう力，人間性等の涵養」の観点から分

析し，小集団学習による集団息考の有効性について検討すると共に，その成果と課題についてまとめた。

5 研究の実際

(1) 5月実習（課題解決実習前半） (5月 13日-5月 24日）

①単元名「文字と式」

②単元の指導目標，ねらい

0 数量の関係を表す式に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう

にする。［小学校学習指導要領解説算数編 6学年の目標及び内容 A数と計算 (2)J 

・ 数量を表す言葉や□，△などの代わりに， a,Xなどの文字を用いて式に表 したり，文字に数

をあてはめて調べたりすること。［同A (2) ア（ア）］

③授業での手立てと実際

導入
問廻提示
めあて

図 1 主な学習の流れ

問題提示の後，個人思考の場面を設定し，その後に小集団学習

（グループ学習）の場面を設定した。グループでは間題の意味や

問われていることが理解できているか， どのように問題を解決し

たのかを確認共有し，考えをまとめることを基本にしながらそ

の途中で互いの意見のよさを認め，ほめる活動を取り入れた。グ

ループ学習の時間は 5 分~10 分程度設け，その後に全体での解決，

全体共有の場面を設定した。

グループ学習の円滑な展開のために，溝部 (2014) による「話

表 1 グループ学習での役割

係 役割

問題の 問題を確かめる

確かめ係
「問題は何かわかりましたか？」と一人ずつ
に聞く。

司会係
司会をする
「それでは一番さんから考えを言ってもらい
ましょう」と順にあてる。

ほめる係 ほめる
一人が答えるごとにほめる。はげます。

発表係 発表する
グループや自分の考えを発言する。
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し合いの進め方カード」を活用した。カードには4つの役割とその進め方が書かれている（表 1)。グ

Jレープの全員が全ての役割をこなせるように，役割は固定せずに毎時間変え， 全ての役割を理解するこ

とでグループ学習の質を高めていくことをねらいとした。

① グループ学習の様子

5月実習では 4人 1組の 7つのグループを学級に編成した (Vグループのみ 5人 1組）。学級担任との

協議の上， IIIグループ， VIグループ， VIIグループを抽出し，学びの様子を記録した。開始当初は，児童

がグループ学習に初めて取り組むことからなかなかうまく授業を進めることはできなかったが，次第に

児童らの慣れを感じた。その一方で， 「ほめる係」がグループ学習の話し合いの流れの質を少し落として

いるように感じた。また，ポートフォリオ（以下，ふり返りカード）を活用して児童らに授業のふりか

えりを記述させ，一人ひとりの質的な理解やグループ学習の中身を読み取ろうと試みたが，その多くが

表面的な授業感想で終わっていた。筆者自身の授業実践力の向上とあわせて，この 2点を 9月の検証授

業での課題とし，改善を試みた。

② 児童一人ひとりの様子

5月の実習では，グループでの協働学習に慣れることに精一杯であり，児童一人ひとりに大きな変化

は見られなかった。児童の変化を見とることができるよう改善を行い， 9月の授業実践に臨んだ。

(2) 9月実習（課題解決実習後半） (9月2日-9月 13日）

① 単元名「ならべ方と組み合わせ方」

③ 単元の指導目標，ねらい

〇 起こり得る場合に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導す

る。［小学校学習指導要領解説算数編第 6学年の目標及び内容 D (2)起こり得る場合］

・ 起こり得る場合を順序よく 整理するための図や表などの用い方を知ること。［同D(2)ア（ア） ］

・ 事象の特徴に着目し，順序よく 整理する観点を決めて，落ちや重なりなく調べる方法を考察す

ること。［同D (2) イ（ア） ］

③ 授業での手立てと授業の実際

5月実習の時と同様に，問題について個人思考

の場面を設定し，その後にグループ学習（小集団

学習）の場面を設定した。 5月実習から改善した

点として， 「ほめる係」をグループ内の考えをまと

める「まとめ係」に変更した。まとめ係は一番い

いと思った考え，おもしろいと思った考え， 等を

まとめる係である。毎時間 4つの役割から異なる

役割を担う点は前回と同様に行った。

ア．グループ学習の様子

表 2は 「ならべ方と組み合わせ方」の授業実践

第 2時， VIグループのグループ学習の場面である。

児童Eが 「間題の確かめ係」， Hが「司会係」， F

が 「まとめ係」，Gが「発表係」を担って学習に取

り組んだ。それぞれの考えを発表していく中で，

児章Gは間題で間われていることをきちんと理解

できていなかった。グループでの活動を通して，

Gが自分の考えを発表した際に， Eがその考えが

ちがうと思う理由をあげている（表の27,29, 31, 

表2 VIグループのグループ学習の様子
E (問題の確かめ係） F (まとめ係） G(発表係） H(司会係）

1 3 （4枚て6ノ枚通いーし使りかっトでをえた使，指るらえX(でとな14しが示いでたしはか，らな2じら，4がめ通こもられうのり説1にでと枚明きな終出の）りわせま組りしるみ。たんそ合。うだわしけせてどがや，） っ3 (Eのノートを覗き込む）

14 僕を見のせ考るえ）は（説，明（ノ）ート

15なんで6と4になった？

16 
3ら..つ.～..し...か..使....え..な...い.か

...17 .. 

二'れ"""は匹い考'こ"えの9項こ,間,゚をこ.もこ,ってど，迂滋あ:、同じね..．.,... ぁ... レ..コ1I"~"ー"が見●せにる置澤かれ卵る.1I ） .-. -------. 

....1.8 • 

ト羞
21 

22 3ダ枚メなしかのつかかと思っちっゃた。

23そういうことまあ

24 
こて--っ-言--ち-う-の-か--．-． 下は．なん

25とりあえず，はい，終わり。

26 まはといめ．てじやいあき考まえしをょう

27 れてこはれるをいっ（Eじ定がてや規ち思あ）が誰っこれうてのといを？思(るGうわの理け考由でえねは）．。なこぺくれつ.がEにの．Eち考がょえ当っ的たとっにこ． 

28 あ，惰の。

29 なノ思話．ーいうじのトゃっをんては指言？， し1っなだたがけららでこ）考のあえ3く枚るまとじでゃしもたなこらいれ，じは3ゃ枚可ん能し?か性(G使ののわ

-, .-..3..0 • 
---・--・・--・---・・---・-・・-・--・・ 

． .（.う..な...ず...く.）................ 
------・--・・--・---・ 疇

.だ可..か.. 能...ら性.. 違っ..うて...かい..ら.. う.. 1かを..使.使..え.う.. ると...のし...たは.. ら3.. ，枚.. こ.. あ.. のる.可...で能.. し.. 性ょ.. ？ が....，.. 
a・ ~．．ヽ......、................ 、....................

31 

32 （うなずく） （うなずく）

（中略）

37 うでらな,33る通枚っり使てあうこっっとててで．こしことょれば？使（ノ例っーたえトらばを．指ここれしれなだっがとてしらなた）るらかこ

38 ああ～

39ちゃんと3枚使ってるじゃん？意味わかる？

40 理解できた！ふふっ

41 OK? 

42 O理K解,大でき丈ま夫し。たや。っと
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37)。その説明を聞いたGは間題で間われていることをようやく理解し，正しい解を求めることができて

いる。

イ．児童Gの学びの様子

Gは第 2時のふり返りカードで，「 1,3, 5に固定しないで， 1を基本に して3, 5, 7をかえれば

いいとお しえてもらった。」と記述 している。彼の中では初め， 1を基本 (100の位を 1にすること）に

して，3けたの整数を 1つ作ればいいと問題を捉えていた。しかし，Eの説明を受けて，彼は問題で本

当に間われていることに気づくことができている。この場面で成立している集団思考は，まだまだ原初

的なレベルに留まっているが， Gの学習にとって他者の存在が意味をもつことをGに自覚させたと理解

できる。 Gはさらにその解決方法について，ただ数字を羅列して考えるのではなく，「じゅけい図をつか

えば頭の中を整理することができる」とふり返りカー ドに記述 しており， D (2) アの知識及び技能の

力を獲得 していることがわかる。さらに， 他者の考えを聞くことで学習内容を理解し学びを深めていく

ことは，D (2)イの思考力，判断力，表現力等の観点である 「あるものを固定して考えること」「多様

な考えに触れ，それぞれのよさに気づく 」の2つの獲得につながっていると言える。授業開始前のレデ

ィネステス トでは，問われていることを理解できておらず誤答となった問題があったが，単元テス トで

は全間正答した。 Gはこの単元を通して「知識及び技能」「思考力， 判断力，表現力」を高めることがで

きた。

また，課題解決実習終了時の記述式アンケートでは，グループ学習について「いつもよりはやくもん

だいがわかるようになった」と回答した。さらに，他の児童のものではあるが授業のふり返りカー ドで

「いままで練習間題やふつうの間題もわからなくてこまっていたけど，グループの人やグループじゃな

いほかの人まで手伝ってくれたのでほんとうに勉強になりました」

の良さを感じていることが分かる。

という記述がみられ，グループ活動

ウアンケート調査の結果

実習開始時 ・中間 ・終了時にグループ学習に関する量的ア

ンケー ト調査を実施 した。アンケー トは町・ 中谷 (2014)の

尺度を基に 5件法で行い，学習理解（全 8項目） ，学習参加 （全

9項目）， 仲間意識（全 7項目）の 3観点にわけて調査した。

各項目の数値に対する有意差の有無を確認するために，統

計処理ソフ トIBMSPSS Statistics 25. 0で一要因被験者間分

散分析を用いて分析した結果，質間項目 14「グループで学習

している時， 自分の考えを言 うことができる」，質間項目 20

表3

要因

質問項目

誤差

合計

表4

要因

質問項目

誤差

分散分析表 （質問項目 14)

平方和 自由度 平均平方

9 36 3 312 

8488 104 0 81 

9425 107 

分散分析表（質問項目 20)

平方和 自由度 平均平方

15.26 3 5.08 

144 98 104 139 

「学習に参加できていない友だちをグループの輪にいれるこ 合計 160.25 107 

F値

3 82 

F値

3.64 

とができる」で有意差がみられた （表 3,F (3, 104) =3. 82, p<. 05 ; 表4, F (3, 104) =3. 65, p<. 05)。さ

らに，各時期に有意差があるか TukeyHSD法を用いて多重比較した結果，質問項目 14, 質問項目 20両

方ともアンケー ト1回目 よりも 2回目 の方が有意に裔<' 1回目 よりも 4回目 の方が有意に高かった。

質間項目 14が有意に高くなった理由として，役割をグループ学習内に取り入れたことで授業への参加

意識が高まり ，そこに自分の考えを発表する場ができたことがこの結果につながったと考えられる。ま

た，質問項目 20も同様に， 一人ひとりが役割をもったことが学習に参加できていない友だちをグループ

の中に入れるよう働きかける， ということにつながったのではなかと考える。

そして， 9月実習の最後に行なったグループ学習に関する記述式のアンケート調査に着目した。 5月

と9月のグループ学習を活用 した授業について，数値では見とることができない児童らの実際の声から

考えてみたい。質問は以下の 7つである（質問文一部省略）。
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1. グループ学習にとりくんでみてどう思ったか 2. 役割があるグループ学習についての感想（よかったごと，い

やだったこと） 3. 役割はあったほうがいいか 4. グループ学習を授業にとり入れた方がいいか 5. その理由

6. 授業で自分が最も好きな学習形態（ペア，グループ，一斉） 7. その理由

質間 1のグループ学習に取り組んでみた結果として， 26名中 25名がグループ学習に肯定的な回答を

した。グループ学習を取り入れることについて， 具体的に次のように記述している。

グループだと自分のわからないことなどを教えてもらうし，グループともっと 仲良くなれた。／自分の考えを否定さ

れなかったから安心した。／他の人の考えがきけたり，違う考え方を知ることができた。／グループの人の考えが聞

けるし，間題について，良く分かる。／グループの方がわからない時にきくことができる。／いつもよりはやくもん

だいがわかるようになった。／いつもとはちがってクラスなのにあまりしゃべったことなくてもグループ学習で話す

ことができる。／まとめたりしかいをすることはあまりやらないけどできた。

質間 2の役割があることに関しては， 18名から肯定的な回答， 7名から否定的な回答， 1名からその

両方を併記する回答が寄せられた。肯定的な意見として，

役割があったから，自分のやることがはっきりするのでいいと思いました。／やくわりがあるからはなし合いがスム

ーズにすすんではなしあえなかったというのがなくなった。／バラバラに発表ではなく， 一人一人の意見がしつかり

きけていいと思いました。／司会がいることで，グループがまとまる（併記された固答の肯定的意見）。

という回答があった。一方で，否定的な意見としては，

いみがわかっていないのに，発表してといわれるのがいやだった。／まだ終わっていない人が，司会になったら，す

すまない。／役割があるからそれどおりにやりたいのに，「おれがかくから ！」とか「おれが先に意見を言 う！」な

どがあったので少しいやだった。／確かめ係の必要性があまりわからない（併記された回答の否定的意見）。

という回答があった。

また，質間 3の役割の有無に関しては， 22名があったほうがいい， 4名がないほうがいいと回答して

いる。質問 4のグループ学習の有無については 23名があったほうがいい， 3名がないほうがいいと回答

した。あったほうがいい理由としては次のような回答があった。

授業で先生にききにくいときも，グループの人たちがいたら，その人たちにきけるからいいと思います。／自分がわ

からなかったときに教えてもらえる。／グループの意見を交かんしあうことで，ふだん発表しない人の考えも知るこ

とができるし，自分の考えにつけ足したり，たすけ合いができる。／一人で悩むよりもみんなで考えたほうがいいと

思うから。／グループだと 1人 1人が活やくできる。／自分とは違う考えがきけるし，確かめができるから。

ないほうがいい理由としては次のような回答があった。

考えは深まるけど，さわいだり，考えを否定する人がいるから。 あんま，まとまんない。／グループでやってもりか

いしないから。／なりたくない役割もあるから。

質間 6の好きな学習方法では 15名がグループ学習を選択し， 4名がペア学習，7名が一斉学習を選

択した。その理由（質間 7)は次のように整理できた。

【グループ学習】考えがたくさんでる。／いろいろな意見にきづける。/1人 1人がかつやくできる。

【ペア学習】グループでやると ，たまにもめごとがあって少しイヤな所があるから。／グループより少人数だから。

【一斉学習】友だちの力をかりないで自分の力だけでやりたいから。／自分の考えを見られずにすむから。／自分で

解くと集中しやすいから。／一人がいいから。

これらのアンケートを通して，半数程度がグループ学習を支持しているが，グループ学習に関する否

定的な意見からその問題点や自身の新たな課題を見つけることができた。

工．発話分析

一柳 (2014) の発話カテゴ リを基にグループ学習の様子を録音 したものを分類し， グループ内でどの

ような発話が行われているのかを分析した。今回はIlIグループとVIグループの 2つのグループを取り上

げた。図2, 3はその分析結果である。今回の分析では，間題解決場面のみ（第 1時，第2時，第 3時，

第 5時）を取り 上げた。それぞれのグループが取り組んだ間題や単元は全て同じものであるが，そのメ

ンバー編成と問われている学習課題， 小集団学習に取り組んだ時間によって，グループ内における発話

内容の質が大きく異なることが分かる。メンバー構成は担任の先生によって行われたものであるが，そ

の構成はどのグループも平等になるようにされたものである。 IIl グループは全体的に s~g 種類の発話

があるのに対し， VIグループでは 12~1 3 種類の発話が行われている 。
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IIIグループの発話の変容をみてみると，第 1時では自分の考えや意見を発表する 【主張】と 【応答説

明】の割合が少なかったが，時数を追うごとにその 2つの割合が増えていった。小集団での学習を重ね

ることで他者と協同して取り組む学習形態に慣れたことが， 【主張】と 【応答説明】の割合が増えたこと

につながっていると考えられる。他にも，第 1時に多くを占めていた 【確認】は3分の 1ほどに減少し，

第 3時から 【解釈】が増加している。学び合いを通 して確認として聞いていたことが，解釈を交えての

確認へと変化している。また， 【質問】も授業が進むごとに増加しており，話し合い活動の質の変化が見

受けられる。学習とは関係のない 【その他】 も第 1時から第 2時 ・第3時にかけては増加したが，第 5

時では 1つもなかった。また，第 2時と第 3時で 【反論】がある理由として，第 1時と比べて話し合い

の質の変化が起きており， 【反論】を踏まえた 【主張】【応答説明】が増えたことが原因であると考える。

VIグループの発話の変容には， IIIグループとは違って 【消極的主張】や 【消極的応答】がある。占め

ている割合は少ないが， IIIグループとは異なる話し合いが行われており ，時数を追うごとにその質の変

化の仕方も異なっている。 【反論】があることも違いの一つである。このグループでは正しい考えだけで

はなく，正答に結びつかない間違った考えが出ることが多かったため， 【反論】やそれに対する 【疑問】，

【消極的主張】と 【消極的応答】が発話の中に出てきたと考える。【主張】が占める割合は第 1時から第

2時にかけては大きく減少したが，それ以降は一定の発話数である。 【応答説明】は第 1時から一定の発

話数を維持している。一方で 【役割指名】が増加している理由としては，役割が定着したことによって

活動を促している場面が増えたことが原因だと考えられる。

I11グループとVIグループの比較を通して，集団の質によってそこで行われる学習は大きく異なること

がわかる。

°" 10% 20% 泣

“ 
50% 60% 70% 巫 函 100% 

●［課題の11示][1]
O[役窮憎名}[2}

1時 [2】 (3】 (sl ;_: (12) :c. 11111 (14) I 【1S】 l【16]1C [主惧][3]
■[溝極的主彊][4]
［応答践明l[S}

a【清極的応答】【6]

授第2時 【2】 [3】 (15] 【16]」■(反鎗"'】

業
IJ [塁問】[8]

• 【問題][9]
時 ■［検言】[10]

数第3時 [2] 【3】 【15] 【16】 a【解釈】[11】
O[確認][12】
o[貫問][13] 

Cl [同意】[14]

5時 【2] [3】 【s] H竺r工r江, ， <12> .,.~.llllll1~~1t~llllll:riirt;1 【15】 I • 【相槌】[1s】
a[その他）[16) -..:.. ...;. ...,;.. 

発話カテゴリ

図2 田グループ発話カテゴリ分類

0% 10% 20% 泣

“ 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 

■［諜題の提示][1]
ロ［役窮指名】【2]

1時 [2】 【3] 【4] 【5】 (6i Wl1 [12】1111111111圃淵胤111111111H 【15】 | 【16】 I口［主張］【3]
8[消極的主張］【4】
m[応答説明][s]
ロ［消極的応答】【6】
• ［反鰭］【7]
ロ（塁問]CS]

■［問題][9]

●［換言][10] 

【16】 m[鱗釈][11] 

ロ［確認lC12J 
m【賃問][13] 
［同意][14] 

5時 【2] [3] (4) [5】 ー、 [a]tn~ <12> _lill~ 【14】l【15】 |【16】I■c相樋][15] 
ロ［その他][16] 

発話カテゴリ

図3 VIグループ発話カテゴリ分類



− 159 −

課題研究最終報告

6. 成果と課題

(1) 成果

① 実習・実践のまとめ

学習指導要領，学習指導要領解説算数編において，「知識及び技能」「思考力， 判断力，表現力」「学び

に向かう力，人間性等」の□つの柱が示されている。今回の小集団学習の成果がどのように現れたのか，

9月実習での単元テス ト （文渓堂版）の結果 （欠席児童除く 26名）から「知識及び技能」「思考力， 判

断力，表現力」の 2つの観点を，アンケー トやふり返りカードの記述から「学びに向かう 力，人間性等」

を分析した。

ア知識及び技能〈単元テスト知識・理解の問題（全 5問50点満点）より〉

平均点は 49.0点，内 50点満点が 22名， 45点が 3名， 40点が 1名であった。平均点が満点近くあり ，

ほとんどの児童が本単元の知識及び技能を習得することができていると捉えることができる。

イ．思考力，判断力，表現力等〈単元テスト数学的な考え方の問題（全 5問50点満点）より〉

平均点は 40点，内50点満点が 11名，40点が 7名，30点が 5名，20点が 3名であった。知識及び技

能と比較してみると 50点満点を獲得した人数は半分となっており，点数が半分以下の 20点が 2名いる

結果となった。平均点以上が 18名と半数以上が本単元の数学的な考え方を習得することができていると

捉えることができるが，8名が習得に至ったとは言えない結果とみることができる。

ウ．学びに向かう力'人間性等〈ふり返りカードより〉

「もっとかんたんに求められる方法を知りたい」 「表の他の応用方法があるか知りたい」といったよう

なさらに学びを追求したいという記述や，「Sさんの考えがよかったから明日の授業でつかってみたい」

のような他者の考えを取り入れ次回に活かそうとする記述， 「前回習った表や図を使ってかんたんにでき

た」のような既習事項を本時で活用できたと いう記述，「いくつかの数字の組み合わせを考えるとき，そ

の数をかければ求められる」 「Oが入っているときは，何通りか調べた後，1以上の数をかけるといい」

のように自分の言葉で学習内容をまとめている記述がみられた。これらのことから学びに向かう 力，人間

性等の涵養につながっているが， 「むずかしかったです」 「今日はできま した」のような簡単な感想も依然

見られた。改善前の5月と比べるとその数は減りは したが，完全に改善できたとは言えない。年間を通し

て継続 して積み重ねていくことで，ふり返りの必要性やそのよさに気づかせなければならないと感じた。

② 担任の話より

学級担任からは，授業に小集団学習を取り入れたことは算数が苦手な子の学習定着を図る上で方向性

を見出しやすく，児童が見通しをもちやすかったのではないかとの意見が寄せられた。一方で，役割の

ある小集団での学習を続けていくとその型にはまりすぎて しまい， 表面的な交流になってしまわないか，

という懸念も寄せられた。 うまくいけば児童の達成感は個人学習より大きいこと ，友人同士の交流から

友人間の新しい視点が出てくる，教え合い ・学び合いにつながる等が良かった点と して挙げられた。

問題点と してはグループごとの進度の差から学習全体が間延びしてしまう ，算数が苦手な子たちが理

解できていないときに恥じらいや劣等感を感じる，その時々の状況に応じてできない雰囲気がある等が

挙げられた。

また，役割のあるグループ学習を通 して，クラスの立ち位置的に弱い子が話し合いに参加しやすくな

ったのではないか，人前に出るのが苦手な子が発表に取り組んでいた，といったグループでの積み重ね

が自信をもたせている印象を受けたとのことだった。

(2) 課題

① 実習・実践からみえてきたこと

筆者が実習を行なった協力校やこれまでに参観する機会のあった学校現場では，「個人思考 ・自力解決
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→ペアで考えの共有→数人の考えを全体で共有」という流れが主であった。この中でのペア学習は単に

考えを伝え合う活動に留まっていることが多かった。自力解決ができなかった場合はペアの考えを聞い

て理解するか，全体の場で他の人の考えを聞いて理解するか，または理解できずに終わるか， という授

業が多くみられた。したがって，ペア学習を通しての集団恩考には改善の余地が残されていると捉えた。

こうした学校現場の実態を踏まえ，本研究ではグループ学習を取り入れ前述のような成果を上げるこ

とができた。しかしながら，発話分析等によって明らかになった集団思考の中身については，まだまだ

質的に改善していく必要がある。例えば，間題を理解できた子から理解できていない子への一方向的な

学習ではなく，双方向でのやりとりに支えられた学びが成立するようにしなければならない。これには

筆者自身の授業力も当然影響してくるが，教師としてどのように小集団を組織していけばいいのか，そ

の小集団にどんな課題を追究させればよいのか，固定的にではなく柔軟に取り組んでいく必要がある。

② 今後にむけて

授業は学級経営と大きく結びついており，小集団での学習をより活性化していくためには支持的風士

の醸成も必要不可欠である。これからも小集団学習（グループ学習）を取り入れた授業づくりと学級経

営に取り組みたい。

7. まとめ

グループ学習に限らず，ペア学習でも一斉学習でも多様な視点で集団学習の形態は把握しなければな

らない。今回はグループという小集団に絞っての研究となったが，「集団思考」は様々な形態で取り組ま

れているのだと改めて認識することができた。子どもたちに協働して学ぶことの良さを掴ませるために，

集団思考の組織化を通して，共に学んでいくことの良さ，支持的風士の醸成へとつなげていきたい。そ

れが学びの質を高め，「主体的，対話的で深い学び」の実現につながるのではないだろうか。

今後の課題としては，固定的にではなく柔軟に集団学習に取り組んでいかなければならない。実習終

了時に実施した記述式のアンケートにもあったように，小集団学習の形態を取り入れることで自身の学

習の充実へとつながった児童もいれば， 一斉学習の方がいいという意見もあった。今後は集団学習をよ

り効果的な学習とする為に，教師の声かけや発問，児童一人一人に合った授業づくり，集団学習の組織

化について積極的・継続的に追究していきたい。
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