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第 11 回 学びの共同体研究大会 2015.1.10～11

講演『質の高い学びの創造 子どもの学び・教師の学び』 佐藤学 先生
報告者 那珂市立第二中学校  伊藤 紳一郎

● この一年間の前進
・東北（山形），四国，九州，大阪，長野における広がり，高校における広がりが特徴的である。
・国際的な普及が顕著である。（韓国，台湾の爆発的普及の持続，中国（グローバル教師教育サミット基調講
演），世界授業研究学会（インドネシア）基調講演，ベトナム（国家政策），新たにタイ，ドイツ，アフリカ諸
国），第２回「学びの共同体」国際シンポジウムを 11 月に開催（７か国参加）。８月に第３回を予定。
・質の高い授業づくりが，小学校，中学校，高校とも前進している。
・実践校において学力向上の結果が著しい。
・小学校と高校の改革の難しさが浮き彫りになっている。（ただし，難しかった小学校低学年のペア学習は定着し
進展している）
・教師の学びの質の向上が，現実的な課題となっている。

改革の中で焦点となってくるのが，学びの課題づくりがなかなかできない。特にジャンプの課題。こ

れは，学びのデザインができないということ。これはそう簡単に解決できる問題ではない。つまり，こ

れまで，教科書の知識を説明し，理解させればいいと，教えることを考えていたのが，子どもの学びの

活動にデザインし直すわけですから。

・ジャンプの課題をデザインする教師の力量が問われている。

● 一斉授業から「アクティブ・ラーニング」へ：今後 10 年間の日本の授業改革
・昨年末の文部科学省の中央教育審議会への諮問で示された「アクティブ・ラーニング」という概念が，向こう 10
年間の日本の授業改革の水路となる。

新しい学習指導要領の目玉となるキーワードは「アクティブ・ラーニング」。これまで学習指導要領

は教える内容の基準を示してきた。今度は，学ぶ基準を示す。

・「アクティブ・ラーニング」は「主体的で協同的な学び」と定義されている。その提唱の可能性と危険性について，検
討しておく必要がある。
この「主体的」というのはクセモノ。なぜなら，子どもの主体性を尊重した教育で良い教育なんてな

いです。空回りしていることがいっぱいある。そして，向こう 10 年間は，日本の授業改革は，「主体

的で協同的な学び」を中心に動いていく。その可能性と危険性を見ていく必要がある。

可能性というのは，言うまでもなく，我々が行っている「協同的で活動的な学び」の授業改革が推進

されていくこと。

危険性とは，やたら活動だけして何もない。ただ活動しているだけ。あるいは，話し合いばっかりや

っている。そういう学習が広がる可能性がある。ますます子どもたちは学習が嫌になっていく。能力を

もった子どもたちは良いが，そうではない，学び方に慣れていない子どもたちは，何をやっているかわ

からないという日々を過ごすことになりかねません。

・「一人も一人にしない教室（一人残らず主人公となる教室）」「真正の学び」「話し合いにしない協同的な学び」
「ジャンプのある学び」などを，これまで以上に追求しなければならない。
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学習方法が強調されるときは，内容が疎かになる。だから，「真正な学び」を追求する必要がある。

数学なら，数学的思考とは何をどうするか。文学を学ぶということはどういうことなのか。それを大切

にしないと，残念ながら，次回の学習指導要領は，「真正な学び」が弱くなってしまうと言わざるを得

ません。

「話し合いにしない協同的な学び」→話し合いには学びがない。グループで話し合い学習をしても，

学びがないことがあまりにも多い。話し合いにはなぜ学びがないか。それは，すでに分かっていること

を交流するだけだから。学びとは未知の世界への探求だから。話し合いをしないで聴き合う，自分一人

でできるときは自分一人でやる，わからなかったら「わからない」と言う，そこから探求が始まる。そ

ういう教室をつくらなければいけない。

・教師の「デザイン」と「リフレクション」の力量が問われることとなる。
学びがどこで成立しているのか，学びをどうやって課題としてデザインするか，という力が問われる

ことになる。

● 聴き合う関係の三つの機能

聴き合う関係というのは，「対話的コミュニケーションによる学び」をつくる基盤です。それだけで

なく，「ケアの関係」をつくるのです。話し合いから「ケアの関係」は生まれません。もう１つは，「民

主的共同体」。民主主義は，「話し合い」ではなく，「聴き合い」。なぜなら，民主主義はお互いが主人公

となる。自分も主人公になるし，相手も主人公になる。その関係というのは「話し合い」から生まれて

きません。「聴き合い」だから，お互いが主人公になる。

● 「質の高い学び」とは，何か，その三つの条件
・① 真正の学び（authentic learning）であること（教科（科学・学問・芸術）の本質，対象的実践，テ
キストとの対話）。

対照的実践→テキストや資料を大切にする。そういう実践です。資料やテキストに戻す。

・② 協同的学びであること。（聴き合う関係，対話，意味と関係の編み直し，一人残らず主人公，倫理的実
践）

倫理→お互いが尊重し合うこと。

・③ ジャンプの学びであること（高次の思考，探究の共同体）
ジャンプの学びではなく，やさしい課題では質の高い学びになりません。いつも，一人では達成でき

ない，みんなで力を合わせなくてはいけない水準の学習課題にする必要がある。

対話的コミュニケーションによる学び

聴き合う関係

ケアの関係 民主的共同体
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● 「知識の意味の機能」の学び
・「知識の理解と習得」の学びから「知識の活用による思考・探究の学び」へ。

知識があるからわかる，ではなく，その知識を使って探究ができる。ここにもっていきたい。

・この学びの改革において，理論的基礎となるのが，ジョン・デューイ，レフ・ヴィゴツキー，そしてジェローム・ブル
ーナーである。いずれも，「知識の意味の学び」ではなく，「知識の意味の機能の学び」を学びと発達の研究の中
心テーマとしていた。
・活動的・協同的・反省的学び（active, collaborative and reflective learning）という私の学びの主
張は，この３人の学びと発達の理論に基づいている。

● 学びにおける 「協同」の意義
・「協同的な学び」（collaborative learning）と「協力学習」（cooperative learning）との違いは何
か。

具体的に言えば，「話し合い」。「協同的な学び」は，「話し合い」にならない学び。「協力学習」との

違い。キーワードは，「聴き合う関係」と「ジャンプ」。成功したところは皆実践している。

・「話し合い」には学びがない。なぜか。「教え合い」の学びは大きな限界がある。なぜか。
・Learning is jumping. その道筋は二つ，「モニタリングによる模倣」と「スキャフォルディング」。

「モニタリングによる模倣」とは「取り込み」です。じーっと友達のを見て，「あー，わかった！」

ということ。どんどん模倣させるといいですね。模倣は学びの一番重要な方法です。「ほら，また隣の

人の写してる！」ではなく，「よく写したね。今度は質問してごらん」と声をかける。できない子の特

徴は，一人でやろうとすること。模倣しないとしないでしょ。もっともっと模倣による学びを習慣づ

ける必要がある。良いところはどんどん取り入れていく。

「スキャフォルディング」は友達の考えを足場にしてジャンプすること。「あー，良い考えもらった。

だけど，自分は違うこと考えた！」。友達の考えをヒント，足場にしてもっと高いところに到達する。

実は，学びはこの２つしかないんです。模倣による取り込みか，スキャフォルディング。そういうもの

を授業の中でダイナミックに展開できるようにしたい。

● なぜ，ジャンプの課題づくりが必要か，そしてなぜ，ジャンプの課題づくりは困難

なのか
・ジャンプの学びの意義

① 高次の思考と探究を実現する。
② 真正の学びを保障する。
③ 「わからない」子どもたちの学力向上を達成する。
ジャンプの学びになればなるほど，できない子があんなに夢中になるのか。その秘密は２つある。１

つは，ジャンプの学びを通して基礎を学んでいる。つまり，理解から応用にいっているのではなくて，

応用を通して理解している。これは一人ではできない。協同の学びだから成立する。もう１つは，思考

したり，発見したり，探究したりする能力は，知識や学力の差よりもうんと小さい。４人グループでは，

知識や学力の差がありますよね。だけど，思考したり，発見したり，探究したりする能力は，ほとんど

平等です。これは見てるとわかる。成績が悪いのに，すごく良い意見を言ったり，良い探究をしたりし
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ている。たぶん，思考・探究する能力はほとんど平等なんです。我々は知識や学力しか見ていないから，

差ばっかり見るんだけど，彼らがもっている潜在的可能性，つまり，思考し，探究する能力は対等なん

だという見方で，見る必要があるのではないか。

④ 学びをデザインする教師の成長を促進する。
・ジャンプの学びをデザインする教師の条件

① 教育内容・教材の学問的背景と発展性を認識している。（教師の教科の教養）
② 子どもの「わかり方」よりもむしろ「つまずき」から学んでいる。（授業観の転換）
③ 子どもの多様なわかり方への興味をもっていること。（デザインと創造性）

・学びのデザインのケース・ライブラリーの構想
① 玉石混交のライブラリーの必要性
② 模倣とヴァリエーションによる実践の必要性

● 学びの共同体の授業研究 vs. 通常の授業研究

学びの共同体の授業研究 通常の授業研究
・目的
１ 一人残らず子どもの学びの権利を実現すること。
  質の高い学びを保障すること。
２ 思慮深い教師，反省的な教師の成長を促進する
こと。同僚性の建設。
３ すべての構成員が主人公になる民主主義の実現。
・焦点

子どもの学びの活動と関係。
・頻度

年間，30 から 100 回の授業研究

・目的
１ 授業の改善
２ 有能な教師，効果的な授業

・焦点
教材研究，指導案，授業技術

・頻度
年間，３回程度の授業研究

● 教師は，なぜ，学ばないのか。なぜ，自分を変えようとしないのか。教師の学び

の出発点は，どこにあるのか。
・「教師の意識改革」は大きな誤りである。（「教師の意識改革」を口にする人は，他の教師を変えようとしている
のであって，自分を変えようとはしていない。それだけで欺瞞的である。）そもそも，改革の実践において変革しな
ければいけないのは，「意識」ではなく「行為」である。さらに，その「行為」をつくりだしている日常の「慣行」であり，
その「慣行」を生み出している「システム」である。（机の配置，説明中心の授業，低レベルの課題，授業の冒頭
の小テスト，限られた生徒の指名，質問と報告と助言の授業協議会，韓国の評価表とマイク，中国，台湾のマ
イク，加点，グループ編成，教師評価。その日常が闘いの舞台となる。）

「教師の意識改革」と言う人ほど，他の教師を変えようとする。それは傲慢，欺瞞。変わらなきゃい

けないのは自分。「意識」を変えて「行動」を変えるのではなく，「行動」が「意識」を変える。だから，

変えなきゃいけないのは「行為」なんですよ。その「行為」を生み出しているのが日常の「慣行」であ

り，「慣行」を生み出しているのは「システム」です。そこまで理解したときに初めて変えることがで

きる。例えば，机の配置，説明中心の授業。低レベルの課題。「もう，わかってる」「教科書に書いてあ

る」。
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それから，授業の冒頭の小テスト。授業の冒頭に小テストをやっている教室で，わからない子，でき

ない子が最後までがんばっている教室を見たことがない。だって，小テストでわからない子，できない

子は嫌になってしまう。そういう子どもの感情を無視した教育ね。限られた生徒の指名。いつも同じ子

が指名されている。一方で，月に１回くらいしか指名されない子もいる。変えなきゃいけない。質問と

報告と助言の授業協議会。質問が出ない授業協議会にしなきゃいけない。学んだことを語らなければ意

味が無いですよ。そうすることで，見えないことが見えてくる。

・「触れれば世界は変わり，歩けば風景が変わる」（佐藤学）というラディカル・プラグティズムの実践が求められて
いる。
・教育の変革を推進する者にとって（教師にとって），「敵」や「障碍」は実践者の外部にあるのではない。実践者
である私の内側にある。（Teaching is a boomerang.）。学校を変えようとする者は，修行僧のような実践
が求められる。容易なことではない。

● 授業の事例研究の意義
・授業の事例研究における思考過程は対話的である。その対話を通して，グループのメンバーは多様な見方を交
流し共有する。
・学びは，それが私的で隠されているときは有用性は少ないが，公的で対話的で共同的になったとき，強力な効
力を発揮する。授業研究は，教職を「不可能な専門職」へと変え，授業実践を「見えない実践」から「見える実践」
へと変える。

学びって一人でやるでしょ。私的です。隠れてます。この子はどう学んでいるか，自分はどう学んで

いるか，同僚がどう学んでいるか。しかし，学びというのは公的で（オープンになり）対話的で共同的

になったとき，強力な効力を発揮する。これが学びの本質だと思うんですね。これは子ども同士でもそ

うですし，教師同士もそうです。このことを僕たちはもっと見ていく必要がある。

● なぜ，同僚性の構築は困難なのか
・同僚性が育たない学校の特徴を列挙する。

① 校長や教頭（スーパーバイザー）が，自分の教育理念や信条の自己満足のために改革を行っている。（子
ども，教師から学んでいない）

② 校長や教頭が，自分に対する対外的な評価や対外的な活躍のために学校を改革している。
③ 校長や教頭が，「やらない教師がいるから，改革がうまくいっていない」と思っている。
④ 校長や教頭が，一部の教師に依存して改革を進めている。一人ひとりの教師の可能性を信頼していない。
⑤ 校長や教頭が，焦って改革を進めている。
⑥ 校長や教頭が，自分の学校の教師たちを信頼せず，尊敬もしていない。
このように，同僚性が育たないのは，ほぼ 100%，校長と教頭の側に問題がある。
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『第 11 回学びの共同体研究大会のまとめ』 佐藤学

● 学びの共同体の実践は＜ヴィジョン＞と＜哲学＞と＜活動システム＞
・ヴィジョンの共有が何よりも重要：どんな学校をつくりたいのか。どんな教室をつくりたいのか。どんな授業を創造し
たいのか。
・一連の分科会の実践報告は，学びの共同体の授業のヴィジョンが，安定したかたちで共有されてきていることを
示している。（特に，いわゆる「困難校」（小学校，中学校，高校）において「質の高い学び」が実現しているの
は，近年の特徴。喜ばしい。

● 「質の高い学び」の三つの条件
・① 真正の学び（authentic learning）であること（教科（科学・学問・芸術）の本質，対象的実践，テ
キストとの対話）。
・② 協同的学びであること。（聴き合う関係，対話，意味と関係の編み直し，一人残らず主人公，倫理的実
践）
・③ ジャンプの学びであること（高次の思考，探究の共同体）

● なぜ，ジャンプの課題づくりが必要か，そしてなぜ，ジャンプの課題づくりは困難

なのか
・ジャンプの学びの意義

① 高次の思考と探究を実現する。
② 真正の学びを保障する。
③ 「わからない」子どもたちの学力向上を達成する。
④ 学びをデザインする教師の成長を促進する。
ほとんどの授業は課題が易しすぎる。最終的に全員がわかっているような授業は易しすぎる。半分わ

かって，半分が悩んでいる授業。３分の１がわかって，３分の１が「わからない」という授業は素晴ら

しい。それぐらい高めていかないと，子どもの探求力は育ちません。特に，低学力の学校は，課題を上

げる必要があります。子どもが基礎が身についていないから，そのレベルに合わせていると，子どもの

低学力は抜け出せません。これは，実践で実証済みです。

いろいろな学校で，朝の時間にテストをしている。そんなもので学力上がらないですよ。低学力の子

どもたちは，いろいろな問題を抱えている。言語の能力，探究する能力。そもそも学ぶことの喜びを知

らない。学力が向上しているところは，すべて B 問題から飛躍的に伸びている。その後に A がくっつ

いてくる。なぜか。子どもたちの学力というのは，思考・探究能力から先に伸びていくから。基礎とい

うのは，反復練習で定着するものではなくて，機能的に学ばれたときに一番効果が上がる。学んだこと

をその後使うことによって，定着していく。

なお，思考・探究能力というのは，子どもたちに一人で考えさせても全然身につかない。対話による

探究を経験しなければ，発達しない。だから，聴き合って，学び合う。これを繰り返し繰り返しやる。

・ジャンプの学びをデザインする教師の条件
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① 教育内容・教材の学問的背景と発展性を認識している。（教師の教科の教養）
教科書は説明できるけれども，その教科書はどういう意味があって，どういう背景があって，どうい

う発展性をもっているか，これをぜひやってください。

② 子どもの「わかり方」よりもむしろ「つまずき」から学んでいる。（授業観の転換）
教師は，子どもにどう教えればわかるか，どういうふうにわかるのか，については必死に感じ取ろう

とする。なのに，子どもがなぜつまずくのか，どこでつまずくのかについてほとんど目を向けていない。

逆であってほしいんですね。「どうわかるか」よりも「どこでつまずくのか，なぜつまずくのか」をも

っと経験してください。そこに，授業のデザインのアイディアがほとんどある。

③ 子どもの多様なわかり方への興味をもっていること。（デザインと創造性）
・学びのデザインのケース・ライブラリー構想

① 玉石混交のライブラリーの必要性
② 模倣とヴァリエーションによる実践の必要性

● 「学びの共同体」の中核は，学びの主権者を育てること
・学びの権利は，子どもの人権の中心であり，子どもの生きる希望である。
・学び続ける限り，子どもは決して崩れない。
・子どもの学びの権利を教師の努力で実現することは，現実的に不可能である。子どもの学びの権利は，子ども
自身との闘いと協力と連帯によってでしか，実現することはできない。
・学校と教室で失敗する子どもは，どの子も一人であり，差別され排除された子どもである。どの子も差別しない，
どの子も排除しない，どの子も一人にしない学校と教室を築くことが何よりも重要である。（あらゆる差別の中で，
能力と道徳による差別の克服が最も困難であることを認識する必要がある。）
・子どもも，教師も，保護者も一人残らず学びの主人公になる教室，一人残らず学びの主権者として育つ学校
を実現するのが，「学びの共同体」の改革の中核的な目的である。

● 希望のヴィジョン：学びの共和国
・希望のヴィジョンを掲げよう。一人ひとりが「学びの主権者」になる「学びの共和国」を築くことはできないだろうか。
あなたの教室に，あなたの学校に，あなたの地域に，あなたの国に，そして国境を超えたアジアと世界の地域に，
「学びの共和国」を無数に建設して結び合うこと，ここに未来の希望がある。
・「学びの共和国」は，もちろん，一つの比喩であり，「ヴァーチャルな共和国」である。しかし，このヴィジョンは，
現実に，学びの共同体の学校改革を推進する大きな力になっているし，混迷する現在の教育を内側から破砕す
る力になっている。


