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（群馬県太田市立宝泉南小学校）

巻

頭

言

「話したい」「伝えたい」を受け止めて！

宮城 和彦
日本女子大学附属豊明小学校

5 月初旬の宿泊行事の最中に膝を痛めた。しかも初日の晩だ。残り 3 日間に予定してい
た登山や、自然の中でのフィールドワークではまともな引率ができなかった。
東京に戻ってから、地元の整形外科で診察を受け、治療にかかったのだが、なかなかよ
くならなかった。その後、紹介された大学病院に通い始めた。
大学病院は多くの患者さんが訪れていて大変賑わっていた。当然順番待ちも長い。新聞
や本を読みながら診察の時を待つ。やっと呼び出しがあり、医師と顔を合わすことができ
た。ベッドの上に横になり、膝を出し、触診を受けた。医師は助手になにやら専門的な数
値を伝えている。それが終わり、医師からの質問。いつから？どんな風に痛めたの？今の
痛みの具合は？運動は何してる？など次々に聞いてくる。痛めてから一ヶ月以上過ぎてい
たことだ。私は、できるだけ状況を詳しく伝えねば、と質問以外のことも含め話した。し
かし、医師は私の話が途中でも、聞かれたことだけ答えなさい！という威圧的な雰囲気で、
必要なことだけを聞き返してきた。そして、手術の予定日と次回の予約をし、その日は終
了した。2 回目の診察も同様だった。
自分の話したいことや伝えたいことを相手に聞いてもらえないと、こんなにもやもやす
るものなのかとあらためて実感し、力が抜けた。
しかし、この経験が日頃から「先生」と呼ばれている自分と子どもたちの生活や授業を
振り返るきっかけにもなった。
授業では、授業者である自分に必要なものや都合のいいものだけをとり上げて、一部の
子どもと進めていないだろうか。間違いであっても、少し脇道にそれても、子どもの「話
したい」
「伝えたい」の想いのこもった言葉や内容を聴き、活かそうとしているか、そして、
周りの子どもとともに作り上げようとしているか･･･。自分では意識し、行動しているつも
りでいるのだが、とても心配になった。
まもなく第 29 回全国算数授業研究大会「新学習指導要領

算数授業を私はこう変える」

が始まる。その中で「問題発見」
「新内容」
「深い学び」
「振り返り」
「学びに向かう力」
「対
話」をテーマにした授業やワークショップが行われる。きっと「たくましき授業人」は子
どもの声にしっかりと耳を傾け、子どもの「話したい」、「伝えたい」を受け止めて、授業
人対子ども、子ども対子どもの「対話」を楽しむに違いない。そのやりとりから今年も多
くのことを学びたい。
ちなみに、痛みが和らいできた 3 回目の診察で、手術は見送りとなった。そして、私の
不安な気持ちを伝え、これから自分の膝とどう向き合って過ごして行くとよいのか、今後
の見通しについても聞くことができ、すっきりした。
「医師」も「教師」も大勢を相手にす
る大変さはある。同じ「先生」同士、「対話」のある場を大切にしたいものだ。
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実践報告①

３年 新幹線で GO!

～しくじりから学ぶ！子どもが動き出すために～

河合 智史

東京都国立市立国立第三小学校

１．はじめに
新幹線は２人席、３人席になっている。どんな数なら仲良く座ることができるのだろう
か。子どもたちが任意に数を設定しながら、図と式を結び付けて考える授業である。振り
返ってみたときに「しくじりポイント」が見えてきた。もっと子どもたちが動き出したく
なるために何ができたのかを振り返る。
２．授業の流れと「しくじりポイント」
３０人だったら２人席を１５列使って座ることができる。３人席なら１０列である。子
どもたちから出てくる式は３０÷２＝１５で１５列、２人ずつ順に座らせていった場合は
２×１５で３０人となる。かけ算とわり算の式を行ったり来たりしながら、その式が表し
ていることを押さえていく。その中で出てくる式が３０÷５である。教師はどこに５があ
るのかを問うことで、子どもたちは説明したくなる。
「２人席と３人席を合わせると５がで
きる」図と式を対応させながら押さえるポイントである。
しくじりポイント１

座席に仲良く座るというイメージは子どもそれぞれ違う。座席表の中
で実際にどのように座っている状態なのかを確認しておくとよい。

３０人が仲良く座れたことが分かったら次に子どもたちに投げかける。「当日困ったこ
とが起きてしまったんだ…」「嵐かな…」「あっ！お休みがいたのかな？」ここでのポイン
トは１人休んだ２９人のときも仲良く座れるかどうかを問いたいのだが、これは子どもた
ちから引き出したい。そこで、
「お休みがいたら仲良く座れないよね」と聞いてみた。する
と、子どもたちは「仲良く座れるときもあるよ」と反応した。どういうことか聞いてみる
と、２８人だったら…と動き始める。図と式での説明が始まる。
「３０人と２８人だったら
仲良く座れるということか！」
「まだあるよ！」子どもたちが仲良く座れるという数を整理
していくと、ある子が「２９だったらできないかも」とつぶやいた。
「いや、できるよ」
「無
理かな」と反応が割れた。式に表してみると、２×７＝１４

３×５＝１５

１４+１５

＝２９でできることが分かる。「本当だ！」「他にも１９もできた」２や３、５で割ること
のできない数でも２の倍数と３の倍数を足し合わせることでつくることができる。
「１以外
できるのか！」「そもそも２９人も休んだら旅行は中止だね。」笑顔で締め括った。
しくじりポイント２

図の使い方が悪かった。座席にマジックで書きこませたので、人を動
かすというアイデアを活かすことができなかった。はじめの３０で仲
良く座らせるときにマグネットなどで表していれば、２ずつ減ったり、
席を動かしたりすることが全員に理解できたものと考える。

まだまだ改良の余地はある。次こそ子どもたちみんなで「発車オーライ」したい。
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実践報告②

「間」が大事～第３学年「たし算とひき算」～
小泉 友

東京都立川市立幸小学校

１．はじめに
数に対する感覚を教えるのではなく、子供たちのもっている感覚を引き出し、価値付け
ることが大切だ。教材でしかける方法もあるが、子供の反応を予想し、少し間をおいてみ
ることで、子供たちが動き出す機会を作り出すことができる。3 年生のたし算とひき算の
実践である。計算の工夫を考えていく場面で、前の時間に 298＋120 を 300＋118 のよう
に、きりのいい数を使って式を変えることで計算がしやすくなることを発見した。こうし
て子供たちと見つけた計算の工夫を「大発見シリーズ」として共有しながら学習を進めた。
本時では、875＋43＋57 という 3 口の計算で、43＋57 を先に計算すれば 100 を作ること
ができるということを学習する場面だった。しかし、８７５という数を見たときに、子供
たちは１００にするために、２５を足したり、８７０にするために５を足したりしようと
動き出すのではないかと考えた。あからさまに１００になる２つの数を提示するのではな
く、８７５という数を見て、子供たちがどう動くのかを見たいと思った。
２．８７５＋・・・・
問題を黒板に書く。
「八百」
「七十」と「８７」までを板書した。

８７５＋

間

「先生、今日は 3 桁なの？」
「もっと大きい数でやってみたい！」
3 年生の子供たちは素直である。自分の思ったことを口々に話し

た。このように、算数の世界に向かっていく姿を「いいなあ。」と子供たちに伝える。「よ
し、今日は 3 桁にしよう！」と「五足すだ！」と「８７５＋」と板書した。遅れまいと子
供たちはノートに問題を書く。続きを書かずに待った。書くのを待つだけではなく、子供
たちの発見、気づきを待つ。すると、一人の男のが「１２５！」と大きな声で発言した。
３．１２５？？
この言葉が出たとき、嬉しくなった。「８７５」と書きながら、子供が何というかな？
と考える。「もしかしたら…」「２５というかもしれない。」「１７５というかもしれない。」
「５というかもしれない。」とわくわくした気持ちで待っていた。そこで出た「１７５」だ
った。この時も、すぐに「お、１７５！いいこと言うねえ。」とは言わない。間を取りなが
ら不思議そうに「１７５～？」と全員に向けて問い返した。
４．なんで１７５という数字を選んだんだろう？
この「１７５！」の発言をきっかけに、「なぜ１７５という数字
を選んだんだろう？」ということが全体の問いとなった。
「７５を見
たときに２５を考えて１００を作ったんだ。」という計算の工夫につ
いて考えを伝えあった。さらに、
「２５ではなく１２５にした」とい
うことについて、この男の子は１０００という数まで見ていたこと
に気付いていった。
子供たちは数についての感覚を豊かにもっている。それを引き出し、価値付けながら、
子供たちが数に積極的に関わっていく態度を育てるためには、こうした「間」も一つの手
立てとなるのではないだろうか。
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実践報告③

４年 「角の大きさ」

～問題の変容と振り返りに着目して～
相墨 多計士

埼玉県戸田市立笹目東小学校

１．はじめに
公開された新学習指導要領や学習指導要領解説における「深い学び」について具体的な
授業場面を考える。深い学びの授業場面は一様ではない。子供にとっての問題が連続して
変容する場面もその一つではないかと考え実践した。
２．授業の実際 ４年「角の大きさ」 ― 360°ぴったりゲーム ―
右のルールを子供たちに提示
した。お試しゲームと称して、代
表の子供 M と教師とで前の黒板を
使って対戦を行った。先攻は子供
M から始めた。M が 30°、教師が
90°、M が 30°教師が 90°と交代
で三角定規を置いていくと、M は
「負けだ」と言って 30°を最後に
置 い た 。 教 師 は 90 ° を 置 い て
360°を作り勝利した。
ゲームのやり方がわかったところで、全員がゲームを行っ
た。中心に角を寄せて置く置き方を少しずつ理解してゲームが
出来るようになった子や、「後攻が有利？」と声を出して勝ち
方を考えている子がいた。
全員が対戦を終えたところで勝った子を確認する。そして再
び黒板の前で教師に挑戦する子を募集した。M 君に続いて、A
君、Y 君、H さんが順に挑戦した。Y 君は教師が 240°をとった
ところで、「もう勝てない」と言って次のように説明した。
Y 児：
「240°で勝負がきまる。30°を出したら 90°を出される。
60°を出したら 60°を出される。90°を出したら 30°を
出される。」
ここで 240°を先にとった方が勝つことを伝え合った。
さらに、対戦をみて K 児は「まただ」という。K 児は教師が対戦中にいつも 120°をとっ
ていることを指摘した。これらを踏まえて M2 児は「120°で勝負がきまる」と発言した。
後攻が有利だという話や、違う角度（45°）だったらと話を広げて授業は終わった。
３．おわりに
授業の中で子供たちは問題を次々と変容させている。…どうやったら勝てるのか。240°
をどうやったらとれるのか。120°をとることで勝てるのではないか。なぜ 240°と 120°
をとれば勝てるのか。もしも違う角度があったら。…この変容の契機に振り返りがある。
問題場面や解決方法などの過程を振り返ることで次々と問題が変容していくのである。こ
の問題の連続性と変容が、深い学びの一つになると考えている。

page 1292

算数授業研究会月報 237 号

実践報告④

５年 ４４はどの仲間？

～整数の見方はいろいろできる！～

尾形 祐樹

東京都日野市立日野第五小学校

１．はじめに
５年生の「偶数と奇数、倍数と約数」の単元の導入はどのように展開するか。教科書を
見ると、偶数と奇数の仲間分けから入っている。児童の実態によっては、すぐに偶数と奇
数の仲間が見えてしまい、授業に起承転結の「転」や「山場」と言われる展開が起きない。
そこで、偶数と奇数で見る視点ではなく、倍数の視点から導入する授業展開を紹介する。
２．授業の実際
「ＡとＢは、どんな仲間かな？」と言った後、数字の
書かれたカードを黒板に貼っていく。
Ａには、１１、５５、７７
Ｂには、８、４
「じゃあ、４４は？」と子どもに問うと、
「Ａだ！」「Ｂだ！」「両方だ！」と意見が分かれた。
子どもの意見が分かれて初めて、「問い」が生まれた。
「４４はＡとＢのどちらの仲間かな？」
４４をＡの仲間とするならＡは１１の段。１１×□。
「倍数」の用語を指導しながら、「対話」を続けた。
４４をＢの仲間にするなら、Ｂは、２の段。２×□。
「Ｂは、２の倍数じゃなくて、４の倍数じゃない？」
子どもから、引き出したい言葉が表現された。
８と４だけでは、２の倍数とは言えない。
「次のカードによって決まるよ」新たな展開が始まっ
た。

た。子どもに、
「これなら決まる」という数字を全員に
書かせた。「２がＢに入れば決まる！」
１００をＢに入れる子が出ると、すかさず「それじ

ゃあ

あ、Ｂは、２の倍数だし４の倍数でもあるよ！」と指
摘する子も現れた。黒板に書かれた「決まらない時」
である。どの数を作ったかで、子どもの理解を把握す
ることができた。偶数と奇数の用語を指導し、最後に
０のカードを見せると意見が分かれ、授業を終えた。

３．おわりに
「４４は両方だ！」は、本時では扱えなかったが、公倍数につなげる意図がある。
平成２８年８月の文部科学省算数・数学ワーキンググループの資料に、「疑問や問いの
気付き」で始まり「新たな疑問や問いの気付き」で終わることが示された。いわゆる「め
あて」と「まとめ」で縛られた、子どもの心に寄り添わない形式的な授業からの脱却を考
えるよい時期ではないであろうか。
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実践報告⑤

５年「平均」－魔方陣を使って－
沼田 亜希子

日本女子大学附属豊明小学校

１．はじめに
授業の中で、子ども達が試行錯誤する時間を大切にしたいと考えている。「できない！」
と困難な課題に直面したところから、じっと数値や形を観察し、鉛筆を走らせて、
「あっ！」
と閃いた瞬間の子ども達の表情は、実に生き生きとしている。自然に手を動かし、解決方
法を求めたいと思える教材の提示をしていきたい。本実践は、１つの解法から発想の転換
を促し、試行錯誤しながら新たな規則性を見いだしていくことができる教材と考えた。
２．授業の実際
A

2

Ｂ

D

E

G

H

5
3

C

①１から９までの数字を１回ずつ使って、縦、横、斜めに足した数の和

F

が等しくなるようにしよう。

I

まずは、１列の和を求め、次にどの枠を調べれば良いかを押さえた。

8

ＧかＢとなる。
②適当に数字を入れて、縦、横、斜めに足した数の和が等しくなるよう

A

Ｂ

D

E

G

8

H

12
7
2

C

にしよう。同じ数字は２回使えません。

F

初めに１列の和を求め、Ｉの枠を調べる求め方が出た。
Ｃ（Ｙさん）
：私は違う求め方をしました。Ｇ＋Ｈ＋Ｉ＝Ａ＋Ｅ＋Ｉだか

I

ら、両方に入っているＩとＩが消えて、８＋２＝Ａ＋７

Ａ＝３

ここで少し混乱するが、表の中に印をつけることによって、式の意味
を理解することができた。以降、この方法を「Ｙさん方式」と名付ける。
A

15

Ｂ

D

E

G

H

C

12

F

I

17

③１列の合計が分からないとき
Ｃ：「Ｙさん方式」を使えばいいんじゃない？
Ｔ：どこから求めればいいかな。

Ｃ：ＤかＦが求められます。

Ｃ：ＤはＡ＋Ｄ＋Ｇ＝Ｃ＋Ｅ＋Ｇだから、ＧとＧが消えて、１５＋Ｄ＝
１７＋１２

Ｄ＝１４

（同様にＦ＝１０）

Ｃ：１４＋１２＋１０で、１列の合計は３６だ！
A

30

Ｂ

D

E

G

H

19
21

C

F

④では、最後の問題です。
「Ｙさん方式」を使わないで、もっと簡単な方
法で求めてみよう。

Ｃ：えっ、分からないよ。どういうこと？

Ｔ：今まで解いた３つの魔方陣をよく見てみよう。他に秘密はないかな。
I

（しばらくワークシートや黒板を見ながら考える。）
Ｃ：あっ、１列の合計の数が、全部３の倍数になっている。

Ｃ：それだけじゃないよ。魔方陣の真ん中の数の３倍だ。

Ｔ：他の言い方をすると？

Ｃ：真ん中の数は、１列の和の平均になっている！２１×３＝３６、１列の合計は３６だ。
３．終わりに
魔方陣の真ん中に、表の数の平均を見つけたときの子ども達の表情は、興奮に満ちてい
た。先月学習した平均の考え方が、数値の並びの中に隠れていた驚きと、初めに見つけた
方法より、もっと簡単な方法で解ける喜びがあったようだ。なぜそうなるのか、もう一歩
踏み込んで考えてみるのもおもしろい。授業後、「４×４や５×５の魔方陣だとどうなる
の？」「問題を作ってみたい。」という発言が聞こえてきた。数値の見方をより柔軟にし、
発展性のある素材であると感じた。
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実践報告⑥

５年 円周率を帰納的，演繹的に考える
-データの読み取りとアルキメデスの手法をもとに-

東京都 私立 学習院初等科 鈴木 純

１．はじめに
円周率（3.14）は，指導すべき知識である．しかしながら，直径と円周の割合という観
点から考えると児童が学習を通して自ら，円周率の近似値を求めることは可能ではないか
と考えて授業を行った．第 1 時では身の回りの円形のものの直径と円周を測って来て，学
年全体のデータから，帰納的類推をする．第 2 時では，アルキメデスが考えた円周率の求
め方をもとに演繹的に帰納的推論の結果を裏付ける．
２．帰納的・演繹的に考える教材
（１）ビッグデータからの帰納的推論
身の回りの円形のものを教材とする．1 人の児童が 3 つ以上の円形のものの直径と円周
を測ってその割合を計算する．1 クラス 32 人で 4 クラスなので，384 以上の調査結果が出
てくる．ビッグデータから帰納的に円周率を考える．データの読み取りの学習にもなる．
（２）アルキメデスの手法からの演繹的推論
円に外接する正方形と内接する正六角形の周りの長さと直径の関係か
ら，3＜円周率＜4 であることの証明は教科書でも指導するが，円周から
正方形と正六角形の辺までの距離からより精密に考えるように促す．ま
た，この教材を提示するときには，完成図は見せず，図の作成過程を教
師が見せることで，教師が説明しなくても児童が図の構成を理解できるよう工夫した．
３．授業の実際
○第 1 時（抜粋）
調べたデータをもとに直径に対する円周

○第 2 時（抜粋）
図から 3＜円周率＜4 を論理的に考えた

の割合を考える．

後にさらに細かい値も考える．

Ｃ：やっぱり，約 3 倍だよ．

Ｃ：正六角形と円周の間の部分は近くて小

Ｃ：100 人以上でこうなのだから，ほかの
円でもこのことが成り立つと思うよ．
Ｃ：
「2.875」
「4.45」は測り違いだと思うよ．
Ｃ：そう

だよ．みんな約 3 倍だからね．

さいでしょ．でも，正方形と円周の間
の部分ははなれていて大
きいでしょ．だから，3
に寄るのだと思います．
Ｃ：予想だけれど 3.4 以内
だよ．
Ｃ：正六角形を正十二角形に変えればもっ

Ｃ：測りなおしてくる．間違ったかも．

と詳しく分かるよ．

データの読み取りでは，極端な数値は測

正十二角形をかいて，1 辺を測ると

定ミスと判断して，除外することで円周率

1.1cm だったので，周りの長さは 12.12cm

を約 3 倍と判断した．

で直径の 3.03 倍となった．3 に寄ること
が証明できた．この後に円周率を教えた．

４．おわりに
本実践では，次期指導要領でも重視されているデータの活用と数学的な見方・考え方を
意識した．円周率=3.14 ではなく，その意味を理解できたと考える．
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実践報告⑦

算数で「式のよさ」を伝えるチャレンジ
酒井 俊太朗

東京都練馬区立石神井東小学校

１．授業実践の動機
「式のよさ」を伝える授業実践を個人的な研究テーマとしている。本実践は、６年生を対象にし
た実践である。中学２年生の教科書（文字式の利用）に、「１１の倍数になることの説明」を学習と
する内容がある。この題材を小学校段階で取り上げ、具体的な数を用いて、仕組みを理解するこ
とができれば、子供にとって「式のよさ」を味わえる機会となるのではないかと考えた。
２．授業実践の内容
１～９から好きな数を二つ選び、二桁の数をつくる。大きい位と小さ

□■

い位の数を入れかえて、先に「ひき算」をする。答え数の大きい位と

－■□
▲△

小さい位を入れかえた数を、さらに「たし算」する。

＋△▲
授業の前半は、いくつかの事例で試すことにした。すぐに「必ず答えが９９に

？？？

なること」を確かめられたので、なぜこのようになるのかを追究することを問題と
して設定し、後半を展開した。
子供たちは、以下のような説明をした。

９

１８

２７

３６

４５

５４

６３

７２

８１

ひき算の答えが必ず９の倍数なのだから、次の「たし算の答えは必ず９９」になる。

４５＝９×５

４５と５４をたし算するのだから、９×５＋９×６
となる。つまり、９×（５＋６）になる。他の場合も

５４＝９×６

同様に、９×１１になる。

授業終末に、位ごとの数をカードで示し、もともとの数が相殺される様子を実
感できるように教具を用意しておいた。画像は、操作を終えた状態である。始め
からある数を黄色、繰り上がりと繰り下がりによって発生する「１０」「－１」を橙
色のカードにして、筆算形式で示した。最後には橙のカードだけが残り、しかも
各位には「１０」「－１」が一つずつ残る。だから「答えが必ず９９になる」ということ
を、カードに触れて、動かすことで実感した子供もいた。
３．授業をふり返って
特設単元として、３時間扱いとした実践であった。第１時は、「二桁の自然数（１～９から二つ選
択）と、その数の一の位と十の位を入れかえた数をたすと、答えが１１の倍数になることの追究」、
第２時は、「（第１時と同様のルールで）入れかえた数をひくと、答えが９の倍数になることの追
究」、第３時は「第１時、第２時の計算を組み合わせると、答えが９９になることの追究」とした。
本時では、分配法則を用いて「９９になるわけ」を説明した子供の発言から、「式のよさ」を実感
させることができたのではないかと考える。さらに、教師が提示した筆算形式を生かした数カード
操作も、（きまりが潜む計算の）構造を明らかにすることに式表示が有効であることを伝えられた
のではないかと感じている。
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巻

見える

尾

言

小川 和子
群馬県太田市立宝泉南小学校

L、dL の学習で。
「この水のかさは？」と聞くと「２Ｌ３dL です」という答え。その時、
G 君が「先生、これに似ている…」と言って、教科書の前の方のページをめくって何か探
している。そこは「長さ」のページ。G 君の脳裏には、ｃｍと mm が見えている。
算数の授業をしていると、こうした「見える」がたくさんある。そして、一人の児童に
見えたものが、少しずつ学級に広がっていく…そういう時間が大好きだ。
算数が苦手…というか、勉強が嫌いで椅子に座っていることも大変なＲ君。彼が給食の
後、牛乳の箱を持ち上げて「先生、ひしがたー！」と叫びニコッと笑った。その日は、
「ひ
し形」の学習をした。彼の持つ牛乳の箱を見ると、底の網目が細かいひし形になっていた。
学習したひし形が、箱の底にたくさんあることが見えたＲ君の喜び、そして、そんなＲ
君の姿が嬉しかった。
授業中、黒板と反対を向いているＴさん。私の発問、友達の意見、そんな話の流れなど
全く関心がない。そんな彼女が、「合同」の導入、「㋐とぴったり重なる形はどれ？」の発
問に手を挙げた。それも、私の方を見て、胸を張り、手をまっすぐ上に挙げたのだ。
すごく嬉しかった。そして、反省した。無気力に見えるけれど、もしかしたら、もっと
授業に参加したいのかも。ただ、内容が難しくて授業に向かえないで困っていたのかも…。
彼女の気持ちに寄り添い、心を見ようと努力しなかった自分に気づいた。
元気に生活し、仕事に専念できる‘奇跡’を知った。そのおかげで、今まで見えなかっ
たものが見えるようになった。本屋では教育書ではない棚に、インターネットでは小林麻
央さん（ご冥福を…）のブログに、そして、両親の姿…毎日見ているはずだったのに見え
なかった数々のもの。
犬の散歩をしながら、先を歩く愛犬のお尻ふりふり、足がちょこちょこ動く様子を見な
がらつくづく思う。歩くってすごい！

元気でいられるってすごい！！

6 月。家の近くの田んぼの横を、長女と歩いた。田植
え前後の田んぼである。
「こういう水を張った田んぼ、す
ごく素敵！ 今だけ見られる光景だよね」と言うと、「そ
うだよね、稲が生長すると見えなくなるものね」と返し
てくれた。彼女には、見える。今の景色も、毎年こうし
て稲が生長していく様子も。
そして、景色が映る美しい水面、綺麗にそろった稲の
列、稲のみなぎる力…。同じ景色を一緒に見られる幸せ。
でもね、きっと、次女だったら「あっそう」
「それで？」
と取り合ってくれないだろう。だって、興味・関心がないから。
あっ、そんな先入観、だめだよね。
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