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【研究協議】

（進行）５時間目、３年５組の授業について協議を行

いますが、今日の主役は授業者の先生ではなく、我々

参加者なので、提案者の先生の授業から何を学んで、

明日からどう生かすかを考えていきたいと思う。グル

ープごとに写真を使い、振り返りながら。校外からの

参加者もグループに加わってほしい。

【授業者の先生から】

本日は有り難うございました。筆算のかけ算の学習

を追えた段階。単にパズルで面白かったではなく、筆

算の仕組みがわかる授業にしたかった。自分もこの課

題に出会った時にはなんだこりゃ、と却下しそうにな

ったが、思い切ってやった。もっとヒントを少なくし

ようとも思ったが、事前の検討で素ではむずかしいだ

ろうということで改善した。数字も意図的に簡単な数

字になるようにした。OTさんがいきなり百の位、十の

位と言い出してドキッとした。以前テレビで見たらし

い。もう少しつまずくかと思ったが、あっさり行って

しまった。２問目は意外に戸惑っていた。わかる子は

さっさとわかってしまう。グループと全体の切り替え

に悩む。今回も悩んだまま。気づいてほしかったのは、

違った形であっても筆算であるというところ、かつ筆

算がかなり効率のよいやり方だということ。個人のテ

ーマとして、子ども同士をつなぐということを意識し

ているが、今日もなかなかつなげなかったので、よろ

しくご指導下さい。

（進行）授業の中につまずきがないと、わかる子とわ

からない子に分かれてしまう。つまずきをあえて仕込

むことを学校のテーマとして考えているが、今度はつ

まずきを救うための足場掛けがないという状況になっ

てしまっていす。その辺りを含め、グループで協議を

お願い致します。

【グループ協議のあとでの共有】

（進行）それでは共有をして参ります。本校職員は、

前の人の意見を聞いてそれからつなげて自分が学んだ

ことについて発言するという試みをやってみたいと思

います。

（T 先生）途中からしか見られなかったが、指導案を

見て目から鱗が落ちる思い。算数といえば計算、計算

と言えば筆算。それが線だけでできるという素晴らし

さになぜ今まで気づかなかったのかと思った。位の概

念を外して考えて、位の考え方につながっていく。こ

の授業での発見は子ども達の中で生き続けるのではな

いか。

（進行）ということは、どういうことですか？自分の

ことに置き換えて、ビジョンのようなものがあれば聞

きたい。

（T 先生）自分としては、交点をまず使って、そこか

ら割り算の勉強ができるのではないかと思った。

（S 先生）自分も筆算という考えしかなかったので、

クラスに戻って早速、２年生にやらせたらノリノリで、

子どもからインド式だと教えられた。職員室でもドイ

ツ式等いろいろあるらしいと盛り上がった。日本人は

あの形の筆算しかないが、世界のいろいろなやりかた

に、算数の楽しさ、奥深さを感じさせられた。１班、

３班に注目していた。OTさんがOGさんに教え、NO
さん、OSさんにも気遣っていた。３班でも肩が触れる

くらいくっついて教え合っていた。普段の関係の築き

方になにか秘密があるのかな、と思った。普段言えな

い子が「教えて」と言える姿も目にし、１月になって

からの成長を感じた。

（N先生）１班を見ていて、OTさんがOGさんに教

えている時に、他の２人の NO さん、OS さんが黙っ

ていても、説明は聞いていた。第二第三の課題では４

人がだんだんつながっていく様子が見えた。これから

自分も、話していない子達を育てていきたいと思った。

OTさんに対してよくわかったね、との感嘆もあった。

（NM先生）OGさんの温かさがよかった。OTさんが

NOさんに教え、OSさんが解けた時にOGさんが優し

く接していた。わからない子を支える関係を自分のク

ラスでも育てていきたい。

（U先生）６班ではNZさんが最後のところで「ねえ、

どうやってやるの」と問いかけていた。このグループ

ではUMさんが教えていた。位を色分けして説明をし

ていた。世界の算数のやり方が最近テレビでも話題に

なっている。どちらがいいかはどちらでもよく、いろ

んな見方、やり方があって、算数って面白いんだな、

と思えればいい。自分達がやっている筆算の良さも感

じられたと思う。

（K 先生）授業者の先生から最初に聞いた時に、何の

ためかと話し合った。斬新さも魅力的だが、筆算の仕

組みにつなげたいということで、やってみようと思っ



た。線の交点が位の数になるというのがわかりやすい。

位をどうとらえるかにもつまずきやすい。つっかかる

ポイントがいくつもある。授業者の先生のクラスはい

つも穏やかで先生との関係もよい。今日もどうにか解

決しようという気持ちが見えた。８班を見ていて、長

いことなんでかな、と悩んでいた。OTさんが説明した

時に、私達が予想したよりも正解に近かった。その扱

い方について考える余地があるのかな、と思った。

（進行）わざと困らせているわけだが、本当に困った

時にどうセーフティーネットをかけてあげられるか。

最後尾を走っている子にどう働きかければ良いか。

（A先生）非常に楽しい授業だった。２班のMZさん

に注目していた。おそらく最後尾。自分のクラスに同

じ子がいるな、と重ね合わせていた。今日の新たな取

り組みは課題的にも把握しづらかったかもしれない。

新しい、楽しい勉強だったので、同じ班の子も自分で

解くのに夢中だった面があり、「教えて」が言いづらか

ったかも。周りの子もMZ さんへの配慮がしづらかっ

た。この子自体に学習する意欲がないわけでもないし、

休み時間もドリルをやっている意欲の高い子だと思う。

周りの子が無視しているわけでもない。成長待ちとい

うか、今の段階で周りが手助けしたり、課題を工夫し

たり、先生もさりげなく助けているが、なかなかうま

くつながれない子がいる。そういった最後尾の子とト

ップを走る子をどう全体としてあげられるか、その仕

組みを考えなくてはいけないなと思う。自分が授業者

の立場だったら、どのように声をかければいいか、考

えつかない。講師の先生、皆さんのご意見を伺いたい。

（進行）他県、他市の方からもご意見を伺いたかった

のですが、時間の都合で難しいため、感想箋をお寄せ

下さい。それでは講師の先生からご講評をお願い致し

ます。

【講師の先生からの講評１】

いつもひたち野うしく小に来るのが楽しみ。いつも

挑戦している。常に課題を積み重ね、次につなげてい

る。それを支えている学校内での研修がある。学校内、

学年での事前の検討をされている。それがあると非常

に学べる。研修が行事消化になっている学校も見られ

る中、素晴らしい研修をされている。そして必ず前よ

りステップアップされている。今回、２つ発見した。

つまずきの想定をして、どう足場、セーフティーネッ

トを組んでいるのかという視点。リフレクションの仕

方にも工夫があり、こう見た、ああ見ただけではなく、

自分の見方を広げたり、深めたりして何を学んだかを

付け加えるという提案が素晴らしい。焦点化するため

のコメントもある。授業でも学ぶべきところ。この有

無でリフレクションの面白さがまったく違う。今日の

授業から学んだことは、子ども達の非言語的な表現が

豊かであること。えー、とかへえー、など、他のクラ

スでも見られた。なんで、仕掛けあるの、という言葉

が自然に出るのは解放されている証拠。最初の導入の

素晴らしさから学びが始まっている。見事な５分間。

昨日の復習とか、やらなければならないことをやるう

ち、くたびれてしまうのもよくあるが、今日はスパッ

と入っていた。こういう顔で導入を始まりたい。線が

出てきた時には私もどうしようかと思った。やがてわ

かったが、子ども達も同じ気持ちだったのでは。教室

に響き合いがある。ふーん、へえ、あっそうか。それ

がどのクラスでも見られた。すぐグループ化した。グ

ループにする必要ある？との先生の問いかけに、子ど

もからある、と応えてグループにする。必要性を子ど

もが感じてグループになると意識が違う。とてもいい

仕掛け。低学年から２つの「聞く」を身につけている。

他の人の話を聞く。「どうやるの」と聞く。

１年生も非常に静か。低学年にありがちな「はいは

いはい！」がない。友達の話を聞いて、どうやるの、

と静かに聞いている。３年生までくると見事にできて

いる。聞く、わからないというのを１回で済まさない。

わからないと言い続けられる子どもが素晴らしい。

授業者の先生は非常に言葉を選ばれている。つい説

明したくなるところを、探究に向かう方向に言葉が選

ばれている。ペア、グループになったときに何を話せ

ば良いか焦点化されている。小さい学年ほど、何を話

すのか明確にする必要がある。「６はどこにあるの、近

くの人と話してみて」など。

低学年ほど具体物から離さないようにすることは大

事。具体物を使っても、算数的思考が邪魔されるもの

ではない。授業者の先生の授業で、直線の仕組みの理

解に時間がかかったが、視覚化、色が変わるというこ

とがあれば、理解が進んだかもしれない。重さの場合

には、象などにみなす、ということが具体物が出てき

て、その後、○●□になるだけで子どもにとっては抽

象化になる。

（写真を見ながら）実際に手を動かすのが脳みそを動

かすことにつながる。前の子が動かして説明するのを

聞くのと、自分で動かして理解するのとは違う。映像

だけで見るのではなく、自分で動かす。実感したとき



の目の輝きが違う。授業の冒頭に小テストで集中させ

るのは教師の逃げ。先生が説明している時、聴いてい

る子が同時に手を動かせるといい。コの字のまま、後

ろを向いて相談する子。子どもは相談したい。グルー

プにして、話し合える場を作ってあげる。

（重さの授業）グループの中でできない子がわかっ

た瞬間をとらえて、先生が指名したタイミングがとて

も良かった。彼の説明はとつとつとしていたが、それ

を聴いている子ども達が受け止めて待っている。素晴

らしい子ども達。紙の上だけではわからない。自分で

動かしてわかった、という嬉しそうな顔が最後まで消

えなかった。この笑顔をすべての子どもにというのが

学びの目指すところ。いろんな人の実践から学び、失

敗をしながら体得していくしかないと思う。筆算のと

ころで、百の位、一の位はすぐにわかる。十の位の２

ヶ所をまとめて考えるところを色分けすると効果的だ

ったろう。関わりがいいところは沢山あった。課題が

難しかったのもあって、自分で精一杯の子も多かった。

自分がわかるだけで終わりにしない子ども達を育てる。

とても理解が早い子がいたが、グループの子には関わ

っていなかった。（授業者の先生：席替えをして日が浅

いのでそれもあると思う。学習以外の部分でも交流を

もたせていきたい。）この時期になり、１年過ぎていく

と、意外に原則が忘れられている。すべての子どもに

学ぶことを保障するのが学び合い。得意な子が活躍す

る授業でなく、原点は、人と関わり、安心して、没頭

できる授業を作りましょう。訊くこと、聴くことをな

ぜ大事にするか。話し合いはわかっていることを言う

こと。学び合いはわからないことについて話すからも

たもたしている。先生は焦るけれども、それでいい。

なんで、どうして、どうやったらいいのという課題を

持って取り組んでいく。子どもも先生も同じ。大人も

子どもも二つの「訊く」を大切にしたい。

学びのデザインが重要。それには同僚との対話が欠

かせない。やりながらひらめいてくのは子どもと同じ。

地道に考えていくことが必要だと思う。他校の実践に

学ぶ。真似してもいいと思う。１月が終わりではなく、

卒業式に向けて、すべて学びの成果となる。授業も含

めて、がんばっていってほしい。今日は有り難うござ

いました。

【講師の先生からの講評２】

授業者の先生、いい子どもが育っていますね。安心

して学べる。あーうーえーおー、のつぶやきを出させ

る仕掛けが上手です。学び合いではこれば一番大事。

これができなくて学級崩壊が起こる。ここまで来てい

るということは、先生方の子どもとの信頼関係、たわ

いもない会話、遊んでいることも含めて、安心して学

べるクラスができている証拠。今日の課題はいい課題。

これは外国ですか、日本ですか。（授業者：子どもによ

るとドイツ）江戸時代の和算から来ているのかな、と

思った。教科書ではかけ算の筆算を10ページ以上かけ

てやっている。その延長線上に今日の課題がある。深

める、広げる、両方の意味合いがあった。子ども達は

驚きを感じて、筆算がすごい、おもしろい、という気

付きを全員ではないかもしれないが、得た。これを全

員に気づかせるには、３題じゃ足りない。99×99まで

取り組ませていい。ぜひやってみて下さい。学び合い

を本気になってやっていないと、この授業はできない。

講師が指導に行くときだけ一生懸命やるという学校も

前にはあった。今は違う。本気になってやったら、も

う戻れなくなる。そういう先生がいっぱいいる。学び

合いをしている先生が、他校の一斉授業の授業を見に

行くと、苦しくてたまらなくなるそう。横軸を時間、

縦軸をわからなさとすると、一斉授業では時間を追う

ごとにわからない子が増えていく。私達の仕事は、わ

からない子が出てきたら、もう一度スタートラインに

戻すこと。困ったことある？○○がすごいこと発見し

たよ。わからないこと言ってくれる？などで困ってい

ることを共有させる。それが本校では育っている。

（資料）学び合いで求められる高度の専門性

１）臨機応変の対応：わからない顔をしている子ども

に気づいて、対応する。これは本当に難しい。教師

でなくてはできない高度な専門性。これができるか

ら給料をもらっている。

２）質の高い課題：難しければいいものではない。取

り組みたくなる、発展性がある、そして問題を解く

ことで、新たな指導内容を身につけさせることがで

きる。

今日の授業の良さは課題。最初本当にいい顔をして

いた。新鮮さ。えーっ、なるほどなあ、10-20分くらい、

いい顔をしていた。もっといい顔にするにはどうした

らよいか。私は分岐点があったと思う。３つめの問題

で、32×23をやっている時、間違えているにも関わら

ず、わかった人、と言われて手を挙げていた子がいた。

なぜか。

（ビデオ：先生が「ここまででわかったこと教えて」



と言って、手をあげたOTさんを指す。OTさんの説明

の途中でえ？お？と声が上がる。説明が終わって、先

生が納得？と聞く。納得した人もいれば、していない

人もいる。再度、OTさんが説明をして、先生が筆算と

の比較を行う。あ！という声。先生「納得のあ？もっ

と理解するためにもう一つ問題やろうか。」）わかる子

が説明して、みんな聞いている。本当にわかったのか。

教師は、子どもがわかるだろうと思っていた。実際は

わかっていなかった。ここをどうするか。一つの方法

として、OTさんが説明したんだけど、別な子に説明さ

せる。そうすると、OTさんが言った以上に言葉を広げ

て説明することができる。OTさん（わかる子）に指名

しちゃたことで、流れが変わってしまった。わからな

い子に指名したら、ダウンする子を拾えたと思う。こ

の展開（わかっている子に説明させる）のはほとんど

の先生がやっていること。学び合いをしていてもやり

がち。大事なところでは、なるほどねえ、と５人くら

いにつなぐ。表情を見て、指名する。繰り返す作業の

中でわかってくる。その中で大事なのは視覚化。そう

することで、落ちた子を救えたのではないかと思う。

授業者の先生の取り組みは素晴らしい。先生は駄洒落

で子どもの心をつかむことができると伺った。それも

大事だと思う。

他の授業も紹介する。１年生。始めて２分ちょっと

で問題が配られる。（ビデオ：お隣の子と相談。「こう

やってやればできると思う」「そっか！やってみよう」）

ただペアにしているだけじゃない。言葉を学び合って

いる。佐藤学先生はどの学校に行っても、まず１年生

を見る。１年生を見れば、その学校がわかると言う。

この学校で、子ども達に本気で関わっている証だと思

う。

最後尾を行っている子どもと先頭を行っている子ど

も、両方をどうすればよいか、という質問があった。

６年生の授業で、一人だけ比がまったくわからない子

がいた。どうしたらいいだろうか。実践しかないと思

う。佐藤学先生は二つの課題、共有の課題とジャンプ

の課題を用意しろといっている。まず共有の課題を誰

もができるようにしてほしい。それには安心して、教

えて、と言える環境が必要。クラスで、全校集会で、

教務主任の先生が語りかける。わからないことは聞く

んだよ、聞かれたら教えるんだよ、と。そして、双方

の差が埋まっていく。一人ではできないことを仲間に

ささえられてできるようになる。ジャンプの課題は、

全員ができなくてもいいと考えてほしい。できる子の

親から、学び合いではうちの子は教えるばかりだから

やめてほしいという苦情はありませんか。教える方が

難しい。わからない子に教えることで、より伸びる。  

１年生は（共有の課題で終わってしまったので）最

後の５分でもいいから、難しい課題をお土産にすると

よい。本校では算数で研究しているが、すべての教科

でやってほしい。課題に出会ったら、同じような問題

はなかったか、どう発展するだろうかなど、考えなが

らやってほしい。

【学校長 謝辞】

本日はお二人の先生方にはお忙しい中、ご指導賜り

有り難うございました。前回は10月だったが、3か月

経った今、少しでも成長しているとよいと思う。他市

からも沢山いらして頂いた。

１年のまとめの時期になってきた。日々悩みながら

だが、つながって学んでいく難しさを痛感している。

子どもの表情、様子等、どう見取っていけばいいのか。

最近実感しているのは、子ども達の教室での雰囲気が

しなやかで落ち着いたものに変わってきたこと。つな

がって学んでいることを子ども達が心地よく思ってい

るのではないか。以前は一人でやりたがっていた。様々

な子どもがいるが、教室の中で一人一人が安心して学

べる居場所を、以前に比べてずっと感じているのでは

ないかと思う。成果として大事にしたい。

授業の質にはいろいろなご指導を頂いた。学び合い

の原則、すべての子どもの学びを保障すること、本気

でとことんやることを心したい。互いに学び合い、育

ち合う風土を、研修を日常化することで求めていきた

い。これからも、お二人の先生方、指導課の先生方、

スーパーバイザーの先生方のご指導のもと、励んでい

きたい。


