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第５回 学びの共同体研究会冬季研究会 2013.1.12～13

於：伊東市 ホテル聚楽

講演『学びの共同体における協同的学びの省察』佐藤学

報告者 那珂市立第二中学校 伊藤 紳一郎

●はじめに

「私たちは、子どもは一人より協同の方がより多くのことができることを知っている」（ヴィゴツキ

ー）

子どもは一人で学ぶことができないわけではありません。しかし，協同で学ぶ方が，より多くのこと

を学ぶことができる。それを私たちは知っている。

・学びの共同体は「方式」や「処方箋」ではない。一人残らず子どもの学ぶ権利を保障し、その学びの

質を最大限に高め、一人残らず教師の成長も保障するヴィジョンであり、哲学であり、活動システムで

ある。

４人グループや，コの字型といった，「方式」を取り入れるだけの取り組みは失敗する。入口として，

「方式」から入るのは良いのだが，それを支える考え方，子どもの学びの見え方，省察の仕方を身に付

けるということが伴っていかないと，１年は持っても，２年は続かない…

「活動システム」というのは，わかりやすく言うと，理屈で，説教で動かすというよりも，そのシス

テムに皆が参加することによって，知らないうちに（無意識のうちに），民主主義を学び，学びの主人

公を学び，学びの作法が身に付いてくるというシステムである。

・現在、小学校で１５００校、中学校で２０００校、高校で３００校が挑戦。なぜ、ここまで広がって

いるのか。「奇跡的成功」？「学力向上」？それだけではない。なぜ？

「学びの共同体は，学力向上につながる。その実証データを示せば，日本中の学校が“学びの共同体”

を実施するのではないか？」という提案をする人がいるが，断じて「やるべきではない」と言える。

事実，「学びの共同体」の学校改革は，ほとんどの学校において，学力を向上させている。そして，

中には，100 点のテストで各教科平均 20 点以上上げた学校もある。１年間で，窓ガラスが 800 枚以

上割られた学校が，半年もせずに１枚も割られることがなくなった例もある。こういったことがなぜ起

こるのか？ そのことを問うことの方がより重要である。

「学びの共同体」を進めていく上で，もちろん，学力の向上は１つの成果であるが，「学力の向上」

をするから「学びの共同体」を実践しているとは思えない。「他の何か」を追求しているからだと思う。

それが“何なのか”を答えることは非常に難しい。言葉ではなかなか言い尽くせない。しかし，その“何

か”に確信をもち，その“何か”を求めて実践していると思う。このことを忘れたくない。

・学びの共同体の改革の中心の一つは「協同的学び」にある。なぜ、協同的学びなのか。そして、協同

的学びはなぜ有効なのか。どのような協同的学びが追求されるべきなのか。これらの問いは、最先端の

理論的な問題を含んでいる。
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・今日、「学び合い」は全国に普及している。しかし、それらの「学び合い」は必ずしも成果を収めて

いるとはいいがたい。それらの「学び合い」と、学びの共同体の協同的学びは何が違うのか。

各学校の研究主題を見ると，皆「学び合い」。小学校・中学校・高校もそうである。しかし，必ずし

も成果を収めているとは限らない。「“学び合い”をすればいい」というものではない。問題は，「どの

ような“学び合い”が求められているのか・必要なのか」を考えなければいけない。そうでなければ，

「空回り」で終わってしまう。

●学びの共同体の学び

・なぜ、「共同体」なのか。＝今日の教育の最大の危機は「学びの疎外（alienation）」にある。疎外の

克服は共同体の回復によってでしか、克服できない。

今日の教育の最大の危機は，「学びの疎外」にある。「学んでいる気がしない」，「学びが無味乾燥」，「学

んでいることに実感を伴わない」，「学ぶことが嫌になってしまう」ということが「学びの疎外」である。

・学びの疎外は＜対象性の喪失＞と＜他者の喪失＞と＜意味の喪失＞に起因している。

＜対象性の喪失＞とは，例えば，「文学を読んでいても文学と出会っていない」，「数学を学んでいて

も数学と出会っていない」，「自然を学んでいても自然を触れていない」など。

＜他者の喪失＞とは，「学び合う仲間がいない」ということ。

＜意味の喪失＞とは，「学ぶ意味がわからない」，「身体の底から“わかった”“納得”という感覚がな

い。なんとなくわかった・学んだ」ということ。

「学びの疎外」というのは，「共同体」の中で感じるもの。だから，学び合う者のつながりを大切に

し，意味を追求し，その意味のつながりを通して人と人とのつながりを築いている。

・＜学びの実践＞によって子どもも教師も＜学びの主権者＞になること＝私たちの改革の目的。

なぜ，こうした投げかけをしているのか？それを究極的に一言で言うと，「一人ひとりが“学びの主

権者”である社会を目指したいから」。それこそが，学校教育の一番大きな責任であり，ミッションだ

と思う。一人ひとりの子どもたちが，この社会において，学びの主権者として生きていく。そういう子

どもたちを育てたい。多分我々は，その姿を確かめながら，一つひとつの実践に意味を見出しているの

だと考えている。

●学びの共同体における学びの定義

・学びは既知の世界から未知の世界への旅（journey）であり（Dewey）, 新しい世界、新しい他者、新

しい自己との出会いと対話である。

・学びは個人的活動ではなく社会的活動であり、自然的過程（能力や技能の形成）ではなく、文化的過

程（意味と関係の構築）である。

・私は、学びを対象世界（テクスト）との対話、他者との対話、自己との対話の三つの対話的実践とし

て定義している。この定義によれば、学びは認知的実践（世界づくり）であり、対人的実践（仲間づく

り）であり、実存的実践（自分づくり）である。

・学び＝＜意味と関係の編み直し＞＝retexturing and recontextualizing of meaning and relations
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学びは＜他者の声を聴く＞ことから出発する。＜聴き合う関係＞が対話的コミュニケーションを生み

出し、対話的実践が学びを準備する。（「話し合い」ではない！）

●私たちの授業研究は授業過程における学習研究であり、学びの＜デザイン＞と＜リフレクション＞の

研究である。学びの可能性と現実性の研究。

「学びの共同体」の研究は授業の研究ではない。従来行われてきた授業研究とは違う。「授業」を研

究しているのではなく，「学び」を研究している。授業としては成立していても，学びのない授業があ

るし，いろいろと意見を言いたくなるような授業でも，子どもたちが実に良く学んでいる授業もある。

これまでは，指導案を作って，結果はどうだったか，という仮説検証が行われてきた。しかし，我々

は，＜デザイン＞と＜リフレクション＞にこだわる。「どこで学びが成立していたか」「どこでつまずい

たのか」「どこに学びの可能性があったのか」。そして，また次の＜デザイン＞に挑戦していく。

・研究の前提＝学びは一人では起こらない。教師、仲間との協同なくして子どもは学べない。そして、

適切にデザインされた協同的学びは、どんな授業よりも強力であり有効である。

自力解決から始まる授業はどこかおかしい。まず個人学習，自力解決からグループ学習という授業が

よくあります。たくさんの授業記録ビデオがあるが，自力解決の５分間，10 分間で，できる子は 10

秒でできるが，できない子が５分，10 分考えてできたことを見たことがない。５分，10 分，じっと

固まったまま。

教師は，自力解決にこだわる。なぜか？

教師は，人に頼ることを嫌う。「また人の見て！」，「また人に頼って！」と。一人でやるのが良い学

びだと考えている。しかし，これは大きな間違いです。「依存からしか自立は生まれません」，「模倣か

らしか学びは生まれません」。じっとしているよりも，写している方がはるかに学んでいる。

もう１つは，自分の意見をもった方が話しやすいと考えている。善意から来ている。しかし，ここに

も大きな間違いがある。「話し合いと学び合いは違う」からだ。「話し合い」が活発な授業には「学び」

がない。ハイ，ハイとよく手が挙がる授業にも学びはない。グループで，話し合いが活発なグループに

も学びがない。教師は騙される。なぜ，話し合いが活発だと学びがないのか？ 話し合いが活発なのは，

「わかっていること」を発表しているから。だから活発になる。だけど，「学び」というのは，未知の

世界への挑戦です。既知の世界から未知の世界に向かって行く旅です。そうすると，未知の世界に向か

って行くときには，活発になりようがない。わかっていることを言い合っているから活発になっている

のです。

ですから，「学び」の大きな特徴は，「つぶやき」です。ぼそぼそという「これ，どういうこと？」，「な

んでそうなるの？」，「わからない，それ，どういうこと？」というようなことが広がる教室は，学び上

手な教室です。ですから，「話し合い」と「学び合い」は違うのです。

むしろ，「学び合い」に必要なのは，「話し合い」よりも「聴き合い」です。「聴き合う関係」こそが

「学び」をつくる。

・この前提から出発したとしても、多くの理論的に未解決な問題が横たわっている。この報告では、そ

の理論問題のいくつかを提示し、実践的な解決の糸口を提示する。

・学びの共同体の研究は「授業」の研究ではない。「学び」の研究である。
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●日本の授業における３種類のグループ学習

日本で普及している３種類のグループ学習とその理論的基礎。

1 . 班学習と呼ばれる「集団学習」＝集団

主義(collectivism＝集産主義)の伝統（１９３０年代から１９６０年代）

特徴は，班を一つのまとまりとして考えていること。「学び」を集団を単位として考えている。しか

し，「集団」はあるのか？ あるのは，個々人とその関係だけ。一人ひとりがいて，それぞれ関係をも

っているだけ。集団を一つの人格をもっているように見なすのは間違い。「班で意見をまとめて」と「学

びの共同体」ではやらない。「班の中で意見が違った方がいいんだよ」，「発表するときはまとめないで，

自分の意見を言ってね」と言う。

2. 協力学習（Cooperative learning）による

「話し合い」学習。アメリカでも日本でも最も普及している。（Johnson& Johnson,Slavin）

日本では，“Cooperative learning”を「協同学習」と翻訳されるので，紛らわしくなっている。

「人は一人で作業するよりも，集団で作業をした方が生産性が上がる。」，「人は競争的な関係で作業

をするよりも，協力的な作業を行った方が生産性が上がる」という理論で成り立っている。

3. 協同的学び（collaborative learning）(Vygotsky, Dewey)

学びの共同体における協同的学びは、ヴィゴツキーの発達最近接領域の理論と、デューイの民主主義

と対話的コミュニケーションの理論を基礎としている。

教科によって，科学的探究，数学的探究，文学の味わい，皆違うので，方式や理論ができない。まし

てや研究もできない。よく大学の研究者が研究をするが，「やめた」と言う。できないから。数学科に

おける協同的な学び，社会科における協同的な学びならできる。しかし，いわゆる一般的な「協同的な

学び」の研究はできない。複雑過ぎるから。研究ができないということは，方式ではないということ。

これは，ある面では難しい問題である。それは，「教師の力量にかかってくる」，もっと言えば，「教師

と子どもの力量にかかってくる」から。学び上手な子どもたちがそこにいて，課題のデザインができて，

数学（それぞれの教科）の本質がわかっている人でなければ，実現ができない。

●協同的学びの理論的基礎

・協同的学びの理論的基礎は、よく知られたヴィゴツキーが提示した「発達の最近接領域（zone of 

proximal development：ZPD) にある。

・「発達の最近接領域は、自力で問題解決できる現実の発達レベルと、大人の指導や有能な仲間との協

同のもとで問題解決できる可能性の発達レベルとの間の距離である。」（ヴィゴツキー）

つまり，一人でできるレベルと，友達の助け，仲間の援助があればできるレベルがある。

・「現実の発達レベルは精神発達を回顧的に（retrospectively）に特徴づけ、発達の最近接領域は、

精神発達を予測的（prospectively）に特徴づけている。」(ヴィゴツキー)

●協同的学びの理論
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発達の最近接領域（ZPD）

・協同的学びの理論的基礎は、発達の最近接領域（Zoneof Proximal Development＝ZPD)にある。

（Vygotsky）

＜ヴィゴツキーの発達の最近接領域＞

―――――――――――――――――――― ← 他者の援助や道具の介入によって

                        達成できるレベル

                        （明日の発達水準）

学     発達の最近接領域     発

       （学びの可能性）

習                  達

―――――――――――――――――――― ← 一人で達成できるレベル

                        （現下の発達水準）

学びの課題は ZPD の下辺ではなく上辺で設定されなければならない。

学ぶ課題は，上記の範囲内ならばどこでも良い。できれば，上の方が良い。その方が，学びがダイナ

ミックになる。一番良くないのは，下の方でやること。下でやると，子どもは何の興味も示さない。上

過ぎても諦めてしまう。あるいは，到達できないということになる。

●協同的学びの二つの様態

・発達の最近接領域の内側で、二つの方法で学びが成立している。一つは、他者の思考を＜なぞる＝モ

ニター＞することによる模倣の学び（真似び）であり、もう一つは他者の考えを足場にして自分の考え

を創出する＜足場かけ＝ scaffolding＞ 学びである。

１つは，友達がどういう風に考えているのかをたどって，それを模倣して学ぶ。「ああ，そう考えた

のか。わかった。」と学ぶ。これを，モニタリングによる模倣という。

もう１つは，友達・他者の考えを足場にして，自分の考えをつくること。これをスキャフォルディン

グという。

子どもたちが学び合っているとき，一方では，模倣して「なるほど」と取り込むこと，もう１つは友

達のアイディアを借りて，自分の考えをつくっている。僕は，「学び」はこの２つしかないと思ってい

る。究極的には。先生の考え，友達の考えを取り込む，これが模倣です。それからもう１つは，先生の

考え，あるいは友達の考えを足場にして自分の考えをつくってしまう。この他に協同的な学びはない。

・学びは＜活動的な内化（active internalization）＞とヴィゴツキーが名付けたモニタリングによる

模倣が根本的である。

学びは，受動的に取り込むのではない，活動的に取り込む。夢中になって取り込むこと。

・「子どもの文化的発達のすべての機能は二度現れる。まず初めに社会的な次元（アプリシエーション）

において、その後に個人の次元（内化）において、すなわち最初に人と人との間において、そして次に
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子どもの内面においてである。」（ヴィゴツキー）

●「スキャッフォルディング（足場かけ）」をめぐる論争問題

・「スキャッフォルディング」はヴィゴツキーの理論を表現しているが、その概念はブルーナーが「発

達の最近接領域」の説明として比喩的に使った概念である。

・「スキャッフォルディング（足場かけ）」は卓越した比喩であり広く知られているが、論争的な概念で

もある。たとえば、マイケル・コールは、「スキャッフォルディング」が教師と学習者、あるいはより

有能な学習者と学習者の関係を示し、その結果「一方向的関係」になっており、学習者の創造性が無視

されていると批判している。

・この批判は当たっている。なぜならば、「スキャッフォルディング」の提唱者は、教師のヒントやで

きる生徒の援助を重要視しているからである。

●理論と異なる学びの風景

・しかし、学びの共同体の実践においては、それとは異なる「スキャッフォルディング」の姿が現れ

ている。学びの共同体において主要は「スキャッフォルダー」は教師ではなく、小グループの仲間であ

る。（教師のヒントは往々にして学びの妨害にもなる。）しかも、驚くべきことに、できない子の考えや

考えのつまずきが、教師のヒントやできる子の考えより強力な「足場かけ」になることも多い。

・このようなことが、なぜ、起こるのだろうか。

●「互恵的教授」とその問題

・「互恵的教授（reciprocal teaching）」という概念も、論争的な問題である。「互恵的教授」という概

念はブラウンとパリンサー（Brown and Palincsar,1989)によって、教師が生徒との協同において行う

モデリングやコーチングやスキャッフォルディングを意味するものとして提起された。「互恵的教授」

の成立について、彼らは次のようにいう。

・「理論と研究は、思考の技能が熟練したスキャッフォルディングを促す態度で教授され、支持的で協

同的な文脈において指導されることを示している。その文脈は、教師と生徒がテキストを中心に対話に

没頭するなかで創出される。」(Palincsar and Brown)

●批判的考察

・「互恵的教授」は単に「相互の教え合い（peer tutoring）」を意味しているのではなく、生徒との協

同における教師の「互恵的な役割」を強調している。

・しかし、「互恵的教授」は、学びの共同体における「互恵的学び」とはかなり異なっている。両者は

ともに「「互恵性」を追求しているが、学びの共同体においては、その互恵性は、主として教師と生徒

の協同にではなく、生徒同士の仲間の協同において生み出されている。
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●学びの互恵性（RECIPROCITY）

・学びの共同体においては「互恵的教授（reciprocal teaching）」を追求するのではなく、「互恵的学

び（reciprocal learning）」が追求されている。

・語源的に言っても、「互恵性（reciprocity）」は「贈与の関係（gift relationship）」(M. Mauss)に

よって生み出されるものであり、相互の利益と幸福の享受を約束するものである。この意味における

「互恵性」は、学びの共同体の協同的学びにおいて日常的に見られ、学びの推進力になっている。

●協同的学び再考

・ここで、どのような学びが良い実践なのかを再検討してみよう。ヴィゴツキーは、次のように述べて

いる。

「我々は、学びの本質は、その学びが発達の最近接領域を創出するところにあると提唱する。すなわ

ち、子どもが環境において人々と交わり、仲間と協力し合うときにのみ、その学びは多様な内的発達過

程を覚醒する。いったん、このような過程が内化したならば、それらの過程は子どもの自立的な発達の

成果の一部となるのである。」（ヴィゴツキー）

発達は，まず，他者とのコミュニケーションによって起こる。それが個人の内面に起こる。ヴィゴツ

キーは，発達は２段階で起こると言っている。第１段階は，対人関係において，第２段階は，個人の内

面の心理において。逆ではない。子どもは分かって話し合うのではない。分からないままで話し合いな

がら，分かるようになる。コミュニケーションの方が先行する。

仲間と学ぶことによって，内面がつくられる。内面がつくられることによって，次の可能性を生み出

す。その次の可能性が，新しい他者とのコミュニケーションを生み出していく。それがまた内化して，

自立に向かっていくのである。

●学びはジャンプ（LEARNING IS JUMPING）

・教室における学びは、多元的な発達の最近接領域が同時に成立している状況を文脈として、「ジャン

プ」として成立している。したがって、学びの課題のレベルが決定的である。

・学びの共同体では、通常、「共有の学び」（教科書レベル）と「ジャンプの学び」（教科書以上のレベ

ル）の二つの課題で協同的学びを組織している。両者はともに、そのほとんどが発達の最近接領域の範

囲内に位置づいている。しかし、時には「発達の最近接領域」を超えて学びの課題が設定される場合も

ある。＝誰も解けない課題

・「ジャンプの課題」はできる子にとって有意義であるだけでなく、できない子にとっても有意義であ

る。なぜなら、できない子は「ジャンプの課題」においていっそう夢中になって学び、たとえジャンプ

の課題は達成できなくても、基礎的概念を習得している。

共有の学びが不十分だからといって，時間をかける教師がいる。ジャンプの学びの時間が少なくなっ

てしまうことになる。そういう場合は，早めにジャンプの課題に取りかかる方が良い。ジャンプの方に

むしろ，基礎的な内容があるから。よく僕が言うのは，できる子は，「基礎から発展に進む」，できない

子は，「発展から基礎におりる」と。そっちの方が早いんです。成績の低い子が，共有の課題以上にジ

ャンプの課題において，夢中になって学んでいる。これはどの教室でも見られる。不思議だ。
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協同的な学びの一番大きな特徴は，今までの一斉授業では，５分でダウンしてしまう子が，後半にな

ればなるほど夢中に学ぶこと。なぜなのか？ 謎。普通の常識から言えば，共有の学びに夢中になって，

ジャンプの学びで諦めるはず。しかし，実際はその逆。高いレベルになればなるほど，できない子が夢

中になる。

・成績の低い子どもが、「共有の課題」より以上に「ジャンプの課題」において夢中になって学ぶのは、

驚くべき事柄である。

●真正の学び(AUTHENTIC LEARNING):「話し合い主義（DIALOGISM）」＝「対象の喪失(MISSING OBJECT)」

の克服「対象（テクスト）」は、私たちの協同的学びにとって決定的に重要である。対象を喪失した「話

し合い学習」は克服しなければならない。「対象性」の重要性について、レオンチェフは次のように述

べている。

「真正の学び」とは，教科の本質に沿った学びのこと。数学は数学らしい学び。文学は文学らしい学

び。科学は科学らしい学び。

「真正の学び」とは，突き詰めると，対象の喪失だと考えている。例えば，よくある文学の授業では，

最初の 10 分，15 分テキストを読んで，後は話し合いになる。あれ，文学の授業？ 違う，話し合い

の授業。文学の授業，究極的に良い授業は，最後の最後になって，テキストと自分一人になることでし

ょう。（例えば，満員電車で本を読んでいると，一人になれる。特に，文学はそうなれる。）友達も消え

てしまう，教師も消えてしまう，教室も消えてしまう。透明になってしまう。しかし，最初からそうは

ならない。だからそこに教師が介在し，友達が介在し，教室が介在している。そう考えると，文学の学

びの，真正の学びとは，たとえ協同の学びを行っても，テキストとの対話なんです。テキストの言葉と

の出会いなんです。だから，子ども同士がつながる以上に，実はテキストの言葉と言葉がつながれてい

る。最初の 10 分テキストを読んで，後は話し合いをやっている授業っていうのは，思いつきをつない

でいるだけであって，文学のオウセンティシティがなくなっている。

話し合いには，学びがありません。１つは，対象を失っている。ただ話し合っている。ものに触れな

いで，言葉だけがやりあっている。教室はこれに陥りやすい。文学の言葉に触れないで，文学に感じた

ことについて話し合っている。それは，対象を失っていることになる。もう１つは，わかったことを話

し合っても学びはないということです。その２つにおいて，話し合い学習を克服しなければならない。

「活動の基本的で、時には構成的といわれる性格は、その対象性にある。適切に言えば、＜対象

（Gegenstand）＞は、すでに潜在的に活動そのものの概念を含んでいる。＜対象なき活動＞という表現

は、まったく無意味である。」（レオンチェフ）

つまり，対象に触れさえすれば，活動は起こる，学びは起こると言っている。よく，「学びの共同体」

の教室で実物を持ち込むと，全然違うということがあります。モノを持ち込むと全然変わるということ。

そういうことをもっともっと大切にしなければいけないということです。モノとか，テキストとか，素

材とか資料というものを持ち込んで，そこで触れ合い，個と個のすり合わせをすることで，協同的な学

びをつくるということが大切です。これが，オウセンティシティです。本物の学びです。

●「聴き合う関係」が要諦
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・聴き合う関係が、すべての生徒を「活動的な参加者」いわゆる「学びの主人公（protagonist）」に

することを可能にする。

・聴き合う関係は、モニタリングによる模倣の学びもスキャッフォルディングの学びも、その関係の

内側から促進する。

・聴き合う関係は、学習者の間（in-between）を幸福にし、互恵性を生み出す。

・聴き合う関係は、仲間の間の信頼を強め、静かで快適で、しかも知性的な雰囲気を準備し、学びに

最適な環境をつくりだす。

聴き合う関係ができている教室に入ると気持ちがいい。穏やかで，細やかで，流れるように時間が動

く。こういう聴き合う関係がベースになる。

●学びを成立させる三つの条件

対象性(真正の学び)

聴き合う関係          ジャンプの課題

「学び」というのはこれらの３つで成立している。

「真正の学び」。つまり，教科の本質に沿った学び。モノと出会える，テキストと出会える学び。本

物の学び。

「聴き合う関係」。「話し合う関係」ではない。

「ジャンプの課題」。課題がやさしかったら，学びは成立しない。

この３つの形ができていれば，単なる「話し合い」にはならず，「学び合い」になる。逆に，このう

ち１つでも欠けると学びは成立しない。

●結論

・学びの共同体は、ヴィゴツキーの発達の最近接領域の理論とデューイの対話的コミュニケーションの

理論にもとづいて独自の協同的学びの様式を洗練させてきた。

・学びの共同体の教室においては、スキャッフォルディング（足場かけ）の学びも互恵的学びも頻繁に

起こっている。その学びは、＜真正の学び＞と＜聴き合う関係＞ と＜ジャンプの課題＞の三つの条件

の結果である。

・私は、学びの共同体において対等な関係における「スキャッフォルディング」や「互恵的学び」が頻

発し、しかも充実して起こる秘密は「聴き合う関係」にあると思う。「リスニング・ペダゴジー」こそ

が、教師間においても生徒間においても対話的実践を可能にし、実り豊かな学びの共同体を生み出して

いる。

・その協同において、それぞれの生徒は学びの＜主人公（protagonist）＞になっている。学びの共同

体は、生徒を民主主義社会の＜学びの主権者＞として教育しているが、それこそが学びの共同体の学校

改革の目的そのものである。


