数学科総論
テーマ

「自分の考えを的確に伝える力を育成する教科指導の在り方」について

１．テーマ設定の理由
本校では『豊かな学びで個を育む』（「豊かな学び」とは、「個性を拓く学び」、「社会とつなぐ学び」、
「世界と結ぶ学び」である）を研究主題に掲げ、３年間研究してきた。数学科としては、この研究主題を
受けて「個性を拓く学び」「社会とつなぐ学び」に焦点を当て、「追求し発信する力を育成するための教科
指導の在り方について」というテーマのもとに研究を行ってきた。
「個性を拓く学び」・・・自分の考えを他とかかわらせることによって、自分なりの考えや表現を作り上げ、
自分の学びへと深めていくことのできる資質や能力を培う学びである。
「社会とつなぐ学び」・・・他者と共通の規範意識を身につけ、周囲の人々と協調しながら、社会の一員と
して生活を送ることのできる資質や能力を培う学びである。
「世界と結ぶ学び」・・・国際社会において、「自ら成長しながら」他者とも「共に生きる」ための生徒に
とって必要な基礎的な資質や能力を培う学びである。
数学科においては、「個性を拓く学び」を「学ぶ意欲」「知識や技能の習得」「主体的な考え」「自己の表
現」「学び合い、高め合い」と考え、「社会につなぐ学び」を日常の具体的な事象の考察に数学的な考え方
を利用する学びと考え研究を進めてきた。
本年度より、本校では新指導要領の実施に向けて、研究主題を『言語活動の充実と道徳教育の推進』と
定め取り組みを行っていくことになった。これを受けて数学科では、新指導要領の数学科の目標に新たに
加えられた「数学的活動を通して」や「表現する能力」、本校の研究主題にある「言語活動の充実」など
をキーワードとし、そして昨年度までの取り組みを踏まえて、テーマを設定することにした。
２．本年度の研究について
研究の視点
研究の重点として考えたのは「数学的活動における言語活動」とは何かということである。
中学校指導要領解説には、『数学的活動とは、生徒が目的意識をもって主体的に取り組む数学に関わり
のある様々な営みを意味している。
ここで「目的意識を持って主体的に取り組む」とは、新たな性質や考え方を見いだそうとしたり、具体
的な課題を解決しようとしたりすることである。』
『なお、数学的活動には、・・・教師の説明を一方的に聞くだけの学習や、単なる計算練習を行うだけの
学習などは含まれない。』
『数学的活動のうち、特に中学校数学科において重視しているのは、既習の数学を基にして数や図形の
性質などを見いだし発展させる活動、日常生活や社会で数学を利用する活動、数学的な表現を用いて根拠
を明らかにし筋道立てて説明し伝え合う活動である。』と記されている。
そこで我々は、生徒自身が正確な知識を身に付け、数学的な考え（合理的、論理的な思考）を踏まえて、
筋道を立てて他者に伝えていくことが数学科での言語活動の一つではないかと考える。
初年度の視点として、
①用語や定義などの確実な習得
②合理的、論理的な思考力の育成
③自分の考えたことを説明する力、人の話しを聞く姿勢の育成
の３つに焦点を当てて研究を進めていこうと考える。
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本年度の取り組み
本年度は研究協議会が６月ということで、研究としてはこれからがメインになってくる。そこで、これ
からの数学科としては次のように考え、研究を進めていくつもりである。
数学科において筋道立てて他者に伝えていくには、言葉だけでなく、式・図・グラフや数学的表現を用
いることが多い。そのため、生徒は用語の意味や定義をきちんと理解し、それらを全員の共通な言語のよ
うに認識しておく必要があると考える。そのために、普段の授業では新たな用語や定義が出てくると、丁
寧に説明し全員の理解を確認してから、授業を進めていくように心がけていきたい。そして常時、数学的
用語を使用することで生徒に慣れさせ違和感なく使えるようにしていきたい。
論理的な思考や筋道立てた説明というと、２年生で学習する証明がすぐに思い浮かぶが、そこに辿り着
くまでにも合理的、論理的な思考は各学年の各単元にちりばめられている。基礎・基本を習得する授業も
あるが、常に我々教師が質問する際には「何故そういう結果になったの？」という意識を持っておくこと
が大切である。それにより「２＋（−５）は？」という問いに「−３」と答えるだけでなく「何故−３と
いう答えが出てきたのか」という思考の過程を重視した授業を展開していきたい。その中で、合理的、論
理的な思考の必要性を認識させ育成していきたいと考える。そのためにも、個人の考えが尊重される雰囲
気とお互いに意見を交換できより良い思考ができる状況作りを大切にしていきたい。クラスの生徒一人一
人がどのような考えをしているのか、生徒達の言動から汲み取りながらの授業を展開していきたい。生徒
も最初はうまく伝えることができなくても、何を言っても認められる雰囲気と話すという事に慣れること
で、少しずつ自分の考えを伝えることができるようになってくると考える。そういった取り組みによって、
自分の考えを的確に伝える力が育成されると考える。
３．成果と課題
本年度は「言語活動の充実」を基に、数学科としては「自分の考えを的確に伝える力の育成」について
研究を進めてきた。数学としては、問題に対して答えを出すという結果よりもどのように考え導き出され
たのかを理解する方が重要である。つまり論理的思考力イコール数学的思考力ではないだろうか。しかし、
今までは問題の答えを答えさせることが多く、どのように考え導き出したのかと尋ねることが少なかった
ように思われる。そこで、授業の中で質問をする際には「なぜ？」や「どのように考えた？」など求める
過程をより尋ねるようにしてきた。最初は、生徒は「えっ？」とか「なんでも･･･」とか「分からない」
など答え方に戸惑いを感じていた。おそらく、答えは導き出せているがそのことをうまく言葉で相手に伝
えることができないか、機械的に処理をして求めているので過程にあまりとらわれていないのではないか
と思われる。しかし、続けていくうちに自分の考えを少しずつみんなに伝えられるようになってきた。み
んなに向かって説明させる際にも最初は黒板に向かいただ話しかけているような姿も、少しずつ生徒の方
を向いて説明できるようになってきた。また、それを聞くことで他の子ども達からも納得する意見やそこ
は違うという意見など、話し合い考え合う場の雰囲気ができてきたように感じられる。人に説明するにあ
たっては、的確な言葉の使用が必要になってくるし、いかに合理的、論理的な話ができるかになってくる。
そこで数学に出てくる言葉や定義に関しては、常に授業で使い反復して説明をくり返し、生徒にも常に確
認をしてきた。また、学んだことを要約させるなどして学習内容が定着できるように心がけてきた。また、
合理的、論理的な考えについては、２年生で学ぶ「証明」がパッと思い浮かぶが、各単元での利用や応用
の章で、利用の仕方だけを指導するのでなく、このように考えていくことの合理性や論理的な説明の仕方
などどのように考えどう伝えることが良いのかなども指導してきた。当たり前のようなことであるが、他
教科と違う数学が持つ独自の合理的、論理的な思考を培っていくには、このような地道な反復が大切であ
ると考える。今現時点で生徒達は少なからず答えを言うだけでなく自分の考えも伝えようとする。しかし、
まだまだ考えを伝えることは未熟である。今後も引き続き反復を繰り返し、用語や定義の定着をはかり、
他者に自分の考えを伝える機会を増やしながら、授業では常に「どうして？」を考えさせながら数学的活
動を通して進めていきたいと思っている。
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１年生

実践１

授業者 中 村 正 樹
① 題

材 平面図形「図形の移動」

② 題材について
平面図形「図形の移動」の単元では、数学的な用語・記号を数多く取り扱うことになる。これらの言葉
を用いて、図形の性質や特徴について考えたり、説明できる力をつけたい。また、身の回りにある模様や
図形の中から、数学的な図形を見つけ、生活の中で数学的な用語（図形の名称、対称、図形の移動など）
を使い、必要なことを相手に伝えたり、説明したりする習慣が身につけばと考えている。
小学校で学んだ図形の概念が形成されていることを確認し、中学校の図形の学習につなげる重要な単元
である。そして、中学校で習う図形の基礎を担うため、図形への関心や知識の確実な獲得を目指す必要が
ある。
指導にあたっては、グループでの話し合いや発表を取り入れ、図形の移動の仕方について、相手に伝え
る機会を多くとることを心掛けたい。また、図形が苦手な生徒達が、図形の移動を視覚的に理解できるよ
うな工夫をし、学習内容の定着を図りたい。
③ 学習目標と評価規準
学習の目標
評価規準

・線対称な図形、点対称な図形の意味や性質を理解する。
・平面図形の移動（平行移動、回転移動、対称移動）を通して、図形の見方を豊か
にする。

数学への
関心・意欲・態度

・身のまわりにある形や模様に関心をもち、線対称・点対称な図形の性質を調べよ
うとする。
・いろいろな図形を、線対称・点対称、図形の移動の観点で調べようとする。

数学的な
見方・考え方

・線対称・点対称な図形の性質について考えることができる。
・さまざまな図形を線対称・点対称、図形の移動の観点でとらえることができる。
・図形が線対称・点対称であるかどうか判別することができる。
・線対称・点対称な図形を作ったり、図形の移動をかくことができる。
・対称の軸や対称の中心を求めることができる。

数学的な
表現・処理
数量・図形などにつ
いての知識・理解

・線対称・点対称な図形、図形の移動の意味と性質を理解している。
・対称軸、対称の中心などの数学用語の意味を理解している。
・合同、直線、線分、交点の意味や垂直、平行の表し方を理解している。

④ 学習計画（単元構成表）（15時間）
学習過程

①対称
（８時間）

学習の中心

言語活動の視点

観 点

○線対称と点対称（３時間）
・線対称な図形の性質
・点対称な図形の性質

・対称の軸や対称の中心などの用語の
習得。
【表】【知】
・提示された図形について用語を使い
説明ができる。

○図形の移動（３時間）
・移動の種類
・平行移動、回転移動、対称移動
の活用［本時］
・平行移動、回転移動、対称移動
の性質

・数学用語の習得。
・平行移動、回転移動、対称移動など
の言葉を用いて、提示された図形に 【関】【考】
ついての説明ができる
【表】【知】
・説明を聞き、気づきを書くことがで
きる。

― 57 ―

○いろいろな図形（２時間）
・多角形と対称
・円と対称

・いろいろな図形を、線対称や点対称
の観点で考察し、説明することがで 【考】【表】
きる。
・作図の仕方について、手順となぜそ
の作業をするのかを整理することが
【考】【表】
できる。また、説明することができ
る。

○基本の作図（４時間）
② い ろ い ろ な ・垂線と距離
・垂直二等分線、角の二等分線
作図
（６時間）
○作図の利用（２時間）

・同上

【考】【表】

・既習事項、「身のまわりの事象」 ・学習内容について、数学用語を意識
【考】【表】
などについてのレポートを作成
し、レポートにまとめる。
【知】
する。

③振り返り
（１時間）

⑤ 本時の目標
・平面図形の移動について、学習した用語を使い、相手に説明することができる。
・図形の移動を通して図形の見方を豊かにする。
⑥ 本時の展開
学習活動
○前時を振り返る

教師の指導

備 考

・ホワイトボードに復習の問題を提示し、［評価点］
既習内容の確認をする。（平行移動、回 ・既習の用語について
転移動、対称移動、ロゴの例など）
理解できているか
・用語を意識できるように、キーワードと
なる言葉を板書し、全員の共通の言葉と
して定着していることを確認する。
［キーワードになる数学用語］
平行移動、回転移動、回転の中心、
点対称移動、対称移動、対称軸 等。

用意するもの
ワークシート

○学習済みの平行移動、回転移動、・活動内容を丁寧に伝える。また理解でき
対称移動を使い、ア→ソへの移
ているか、机間巡視し確認し、アドバイ
動経路について考える。
スをする。

ルール
・使える動きは、平行移動、回転移動、対称移
動のみ。
・何回移動してもよいが、同じところを通らない。
・移動方法について、正確に書くことを意識する。
・できるだけたくさんの方法を考える。

― 58 ―

・１人で移動方法について考える。 ・１人での活動では、移動場所に色をつけ、［評価点］
１つ１つの移動方法についてプリントに ・ペア活動で、正しく、
記入させる。
分かりやすく数学用
・ペアで、考えた移動方法を説明
語を使い説明できる
しあう。
・ペアの活動の中では、それぞれが考えた
か。
移動方法について、数学用語を用いて説
・班で、●〜 *（爆弾）マークを
明することを意識させる。
［評価点］
通らない移動経路について考え
・友達の説明について
る。
・時間があれば、
理解し、よりわかり
一番多く意見がでた移動経路
やすい説明の仕方に
○発表の準備をする。
他の班の人に伝えたい移動経路
気付いたり、アドバ
イスをしたりできる
○班で話し合ったことについて、 等について、班で考えるよう伝える。
か。
発表する。
・発表内容の確認をし、相手に伝わるかど
［評価点］
○今日、気付いたこと、学んだこ
うか、４人で考える。
・自分の班以外の発表
とについて振り返る。
の中で知った新しい
・見やすく、分かりやすくするために、実
考えについて、理解
物投影機を用いる。
したり、メモするこ
とができるか
・項目をあげたワークシートを用意する。
⑦ 結果と考察
平面図形の単元では、線対称な図形や点対称な図形の
特徴や身近にある対称な図形について学習してきた。本
時は、既習の学習内容（平行移動、回転移動、対称移
動）を使い、自分の考えを正しく相手に伝えられること
を目標に授業を行った。
活動内容がわかりやすいものだったため、数学に苦手
意識のある生徒も集中して活動に取り組むことができた。
ア→ソへの移動経路はたくさんあり、生徒は対称移動だ
けを使い移動させたり、すべての三角形を通って移動さ
せたり、さまざまな方法を考えることができた。活動の
中に、ペア活動、班活動、全体への発表の３回の発表機
会を設けた。
ペアでの説明では、右のよう説明の仕方の獲得を目指
した。特に回転移動については、どこを回転の中心と考
えているか、何度回転させているかを説明しなければ、
相手に正しく伝えることができないため、よりよい説明
の仕方について、相手にアドバイスする場面がみられた。
それぞれの生徒が、ペア相手に自分の考えを言葉にして
発表することで、自分の中での振り返りの機会となった。
４人の班活動では、●〜 *（爆弾マーク）を通らない
移動方法について考えた。この課題を設定したのは、１
回の移動でア→ソへ移動できることの発見の手がかりに
するためであった。気づきを誰かに伝えたいと思わせる
教材を用意することの大切さを感じた。
全体への発表では、班の中で、みんなに１番伝えたい
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平行移動・・［
］方向に平行移動さ
せる。
回転移動・・［
］を回転の中心とし
て、右回りに［
］°回
転移動させる。
対称移動・・［
］を対称軸として対
称移動させる。

意見について話し合い、班のレポーターが発表を行った。実物
投影機を使用し、班での説明と同じ方法で、クラス全体に対し
て説明できるよう考えた。
生徒の感想から、説明しあうことで、新たな発見があったり、
自分の考えを再確認することができている。また、活動が楽し
く感じられたという意見もあった。実際に操作を行い、自分の
考えたことを伝える活動は、効果的な学習方法だと感じた。今
後も、このような学習機会を設けることを心掛けたい。

［生徒の感想］

［使用したワークシート］
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３年生

実践２

授業者 寺 尾 憲 和
① 題

材 「平方根」

② 題材について
小学校では０と正の有理数の範囲における数について学習を行っている。そして中学１年において数の
範囲を負の数まで拡張することにより、有理数の範囲で四則計算が自由にできるようになっている。本単
元の学習によって、２乗してａ（ａ≧０）となる数の必要性を理解し、子どもたちの考える数の範囲をさ
らに拡張することになる。スムーズに数の拡張が行われればいいが、子どもたちにとって今までに使い慣
れてきた有理数に対して、√を使って表す平方根は数として認識するのは難しいのではないかと考える。
そのため、これからの数学における無理数の理解への第一歩となる平方根の指導は丁寧に行う必要がある。
まず、正方形の１辺の長さなど、具体的な場面で長さをどう表せばいいのかを考察することにより、平方
根の意味や必要性を理解させ、大きさを表せる数として、既習の有理数と同じように大小関係や四則計算
へ繋げて行きたい。そして、今後学習する「二次方程式」や「三平方の定理」、高校数学へとスムーズに
繋がって欲しい。また、指導については、新たな数についての学習になるので習得型の指導ばかりになら
ないように、子どもたち自身が発見して理解を深めていくように指導を心がけていきたい。そのためにグ
ループごとで話し合いや意見交換をさせたり、発表を通して全員の考えを統一したりと自分たちで新たな
数を自然に身に付けるようにしていきたい。
③ 学習目標と評価規準
学習の目標

評価規準

・平方根の必要性とその意味や表し方を理解する。
・平方根の大小関係を理解するとともに、平方根のおよその値を求め、数としての
平方根の理解を深める。
・平方根の乗除や加減について理解し、平方根を目的に応じて変形することや、平
方根の四則計算ができるようにする。

数学への
関心・意欲・態度

・平方根の必要性を知り、平方根の表し方や性質、大小関係、およその値などを調
べようとする。
・平方根の乗除・加減に関心を持ち、計算の仕方を調べようとする。

数学的な
見方・考え方

・正方形の１辺の長さと関連付けて平方根の意味を考え、根号の必要性などについ
て考察することができる。
・平方根の大小を、正方形の１辺の長さと面積の関係から考察することができる。
・平方根のおよその値を、考察することができる。
・平方根の乗除・加減の計算の仕方を考えることができる。

数学的な
表現・処理

数量・図形などにつ
いての知識・理解

・根号を使って平方根を表したり、平方根を求めたりすることができる。
・平方根の大小を比べ、不等号を用いて表すことができる。
・平方根のおよその値を、求めることができる。
・平方根の乗除・加減の計算ができる。
・根号を含む数を、目的に応じて変形することができる。
・分配法則や乗法公式を利用して、平方根の計算ができる。
・平方根の意味や必要性、表し方を理解している。
・平方根の大小関係の判断の仕方を理解している。
・平方根の積や商の性質や、それを用いた変形や計算の仕方を理解している。
・平方根の加減の意味とその計算の仕方を理解している。
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④

学習計画（単元構成表）14時間（◎は本時で７時間目）
学習課程

学習の中心

言語活動の視点

・正方形の一辺の長さ
平方根
（３時間）

観 点

・平方根の必要性について話し合う。 【関】【考】

・平方根の意味

【知】

・平方根の表し方
平方根の大小
（２時間）
振り返り
（２時間）

【表】【知】

・平方根の大小

【知】

・平方根のおよその値

・近似値の求め方を話し合う。

【考】【知】

・確認問題

【表】【知】

◎√の物差し作り

・どのようにして物差しを作ったか説
明する。

・平方根の積や商の求め方
平方根の乗除
（３時間）

平方根の加減
（２時間）
振り返り
（２時間）

【表】
【考】【表】

・根号を含む数の変形

【表】

・平方根のおよその値の求め方

・求め方を説明する。

【表】

・平方根の加減

・√２＋√５＝√７になるか話し合う。【考】【表】

・いろいろな計算

【表】

・確認問題

【表】

・循環小数を分数に

・循環小数を分数にする方法を説明す
る。

【表】

⑤ 本時の目標
・物差し作りを通して平方根の理解を深める。
・自分の考えをきちんと伝える。
⑥ 本時の展開
学習活動

教師の指導

○√５とはどんな数？
・２乗して５になる数
・整数では存在しない数
・小数点以下がどこまでも続く数

・平方根についての既習事項を確認させる。

課題
√の物差しを作ろう。

備 考

・数には大きさがあり、それを表す一つの ・ワークシート
方法がさしであることを確認させる。
・目盛りをすべて√で表した物差しを作る
ことを確認させる。

○個人で物差しの作り方を考える。 ・既習内容を振り返り、√の長さはどう表
せるか思い出させる。
○グループで意見を出し合い、グ ・お互いに考えた案を話し合い物差しを製 自分の考えを伝えてい
作させる。
ループで物差し作りに取りかか
るか
・一人の考えで進んでいくのではなく、全員 物差しをどのように作
る。
の意見を聞いて、納得した方法を選ばせる。 るか【表】
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・√の付いた長さは意外に短い事を認識さ
せる。
○物差しの作り方を発表する。
・コンパスで長さを測りとる。
・およその値を求める。

・制作方法を筋道立てて説明するように促
す。
・作り方で質問がないか確認する。

・方眼画用紙
・電卓
・物差し
・コンパス
・白板
・プロジェクター
・実物投影機

○様々な作り方があることを理解
する。
○作った物差しで正方形の一辺の
長さを測る。

・自分たちが作った物差しで、平方根の導
入で作図した正方形（教科書Ｐ35）の一
辺の長さを測らせる。
・長さが合わない場合は、なぜ合わないの
か考えさせる。

○平方根について気付いたことを
まとめる。

・今日の授業を終えて√についてどう考え
たか、振り返りをさせる。

⑦ 結果と考察
本時の目標の１つが「物差し作りを通して平方根の理解を深める」であった。身の回りのには割り切れ
なくて、なおかつ分数で表せない数が実在している。それがいわゆる無理数である。面積が５㎝2の正方
形は存在し、その長さも実際に存在している。その長さを表現するために平方根を利用している。そこで、
５はど
今まで学習してきた平方根について少しでも身近に感じることができているか、授業の最初に「√

んな数？」という質問をしてみた。生徒の回答は「２乗して５になる数」、「２と３の間の数」、「分数で表
せない数」、
「2.2360679…と続く数」
、
「無理数」など学習した事がそのまま出てきている。確かに学習内
容が定着しているように思われるが、実際に平方根が身近な
存在として理解が深まっているのかは推測しがたい。そこで
大きさが目で見て理解できる物差しを作ってみることで、平
方根の大きさを体験し、√の大きさがどれくらいなのかを実
感して欲しいと考えた。そこで各班で「√の物差し作り」を
させることにした。物差し作りは、どの班も全員で取り組ん
でいた。学習した事を基にして話し合いを行っていた。考え
をまとめ物差しの完成に至るまでには時間が足らずに班活動
は終了した。しかし、どのように作っていくかの方向性は各
班できちんとまとめることができた。そのことをみんなの前
で各班の代表が発表した。本時の授業を終えて各生徒のワー
クシートを振り返ってみると、学習したことはきちんと定着
していることが読みとれた。しかし、今までの学習において
√の大きさがおよそどれくらいかを実感させられていないよ
うに感じられる。平方根を新しい数として学び始めてまだま
５㎝と言われて、すぐにこれ
だ時間が少ないこともあり、√

ぐらいの大きさというイメージが頭に浮かぶにはまだまだで
あったように思われる。物差し作りにおいても各班の方向性
の一番に考えられていたのは、平方根の導入で行った正方形
の一辺の長さを利用することであった。方眼紙などに正方形
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を作りその一辺の長さを写すことで目盛りを取ろうとしていた。この場合、うまく正方形の書けないもの
についてはその長さを測りとることができないので目盛りがとれない班や電卓でおよその値として目盛り
を取る班などに分かれていた。現時点で正確な√の物差しを完成させることは難しいと思われる。三平方
の定理を学習してからの方がより良い物差しができるはずである。しかし、今作ることにより、√で表現
される数が、今までに慣れ親しんできた有理数とは違うという気持ちを植え付けておくことができると考
える。三平方の定理の学習後であれば機械的に作業を行い完成させることができるが、そこには今ほどの
驚きや発見があるか分からない。それは、生徒の振り返りの「平方根について気づいたこと」については、
「平方根は、とてもバラバラで、とても小さいので、物差しにするのは少し難しいと思いました。
」
、
「普
通の物差しとちがって、間隔が一定じゃないのが少しおもしろかった。」、
「97という数字を聞いたらとて
も大きく感じるけど√97は、実際には９㎝と10㎝の間なので間違えないようにしたい。
」など大きさを見る
ことで、実際に計算で求める数がどれくらいの大きさになっているのかを体験できたように思われる。そ
のことが、今後平方根を扱っていく際に計算で出てきた値が、実際にどれくらいなのかをイメージするこ
とで確認していくことができるようになると思われる。

本年度、数学科は研究テーマを「自分の考えを的確に伝える力を育成する教科指導の在り方」として研
究を進めており、普段の授業においても質問の際には、自分はどのように考えて求めたのかを答えさせる
ようにしている。しかし、まだまだ未熟な所があり文章で伝えるというよりも単語でしか伝えることがで
きない生徒が多いように感じていた。本時の目標に「自分の考えをきちんと伝える」とすることできちん
と伝えることを意識させたかった。また班活動をさせることで、自分の考えをきちんと伝え、他者の考え
を聞き、そこからより良い考えを導き出させ理解を深めさせていきたいと考えた。今回、班活動の前に各
自の考えをまとめさせる時間を持った。このことによって生徒は伝えたいことを文章化でき、班活動の際
にも１からみんなで考えるのでなく、全員の意見を聞くことでより納得できる方法で物差し作りに取り組
むことができると考えたからである。班活動はスムーズに行われたと思われる。みんなの考えを聞きその
中から納得しあいながら物差し作りに取り組んでいた。しかし、各班の方向性は同じで様々な考えは出て
こなかった。前に述べたように既習事項から新たな考えや疑問を持つには至らなかった。おそらく、作る
ことが主な活動になってしまい、疑問に感じたことも既習事項で処理していたと思われる。今後は、討論
なども交え、新たな発見や疑問についてもじっくりと考えられる授業作りに努めていきたい。
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