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第５回 茨城・学びの会「夏の授業づくり・学校づくりセミナー」報告書 

 

那珂市立第二中学校  伊藤 紳一郎 

 

●講演『学びの共同体としての学校づくりをどう進めるか』 鴨志田悟先生 

H21 常陸太田市立北中学校に赴任 

 授業を見ると，「集中できない」「一斉授業についていけていない」生徒たち→『学びの共同体』の取

り組みを始める意義があるのではないかと考えた。 

 

H21 授業について 

・学校は授業という学びの時間が７割 

・１時間１時間の授業を大切にする教師でありたい。 

・うまい授業はいらない。教育専門家として生徒一人一人に力をつける授業を。 

 

H21 生徒の授業意識（１年次） 

・先生の説明だけではわからないな。 

・プリントだけでは飽きてしまう。 

・わからなくても授業がどんどん進んでしまう。 

→一人一人の学びの保障を 

 教師全員が授業を開く 

 学び合いによる授業改革 

が必要であると感じ，その思いを先生方全員で共有した。 

 

 学び合いについて学ぶ 

・「学校の挑戦」，「教師花伝書」を予算で職員全員分を購入，読む。 

→毎週月曜の放課後の会議の後に，全員で。 

・ねらい…佐藤学氏の著書を通して，教育専門家として成長するために，教師の在り方・学びのありよ

うについて研修する。 

・内容…「教師花伝書」を学び合う。 

・方法 

 １ 章ごとにレポーターが内容と学んだことを交えたレジュメを用意する。 

 ２ レジュメをもとに報告。 

 ３ 出席者全員で話し合う。 

 

 H22 何をすべきか 

 校長の問いかけ 

・協同的な学びによる一人一人が主人公となる学校づくり 

・学びの保障と同僚性ある教師集団 
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・地域の学校として学び合いによる創造的な探求活動：夢プラン 

 

 H22 校内研修の重点 

１ 一人一人の学びの保障→学び合いによる授業改革 

 外部講師を招聘しての授業公開の実施（年４回）。 

２ 教師全員が授業を開く→同僚性の構築 

 校長も授業をする。養護教諭，事務職員も授業に参加してもらった。 

３ 学び合いの授業づくり  協同的な学び 活動的な学び 表現的な学び 

 先生方が学び合う授業づくりを推進するようになってきた。 

 

 学び合い ３年目に向けて（H22 末） 

・質の高い学び→深い教材研究 質の高い学習課題 

・授業を開き，学び続ける教師→授業の事実を語り合う授業研修会，先進実践校の研修会への参加 

・協同的な学びのある学校 

 聴き合う学び 一人一人が主人公となる学び 

 

 Ｈ23 学び合い３年目 

 北中協創夢プラン 

 協同的な学びによる一人一人が主人公になる学校 

 

 H23 学校経営 

・地域，保護者にも文書を配布し，「学びの共同体」宣言をする。 

・小学校との連携 

 小学校の先生方にも研修に来てもらう。 

・聴き合い学び合う学校を目指す 

・同僚性を高める教師 

（１）生徒一人一人の学びを保障する教師 

（２）授業を開き，学び続ける教師 

（３）生徒や保護者，地域の方々に信頼される教師 

・協同的な学び推進プロジェクト 

（１）生徒一人一人の質の高い学びを追求する授業研究 

（２）提案授業を授業者全員実施 

（３）ジャンプする課題（質の高い課題）を設定 

（４）４人１組，男女混合のグループ学習 

（５）仲間を直接見ることができるコの字型 

 

 H23 校内研修計画 

 研修のねらい 

・生徒一人一人の学びの保障 

・質の高い学びへの挑戦 



3 

 

・教師全員が授業を開く 

 

 校内研修の重点 

・質の高い学び→深い教材研究 質の高い学習課題 

（１）教科の本質に迫る深い教材研究 

（２）基礎・基本のよさがわかる共通課題 

（３）学習内容の活用・応用や拡大・深化が図れるジャンプ課題  

（４）教える専門家，学びの専門家としての教材研究を 

（５）高水準の学習課題を 

（６）話し合う学びから聴き合う学びに 

 「学び合い」を始めて３年目。３年生の中には，授業中，突っ伏している子もいたが，３年間で柔ら

かい表情で学び合うことができるようになり，学力もついてきた。男女が関わり合いながら，柔らかい

表情で学び合う姿が見られるようにもなってきた。 

・授業を開き，学び続ける教師→授業の事実を語り合う授業研修会，先進実践校の研修会への参加 

（１）教師全員の授業公開 ～聴く つなぐ もどす～ 

（２）同僚の語りから学ぶ授業研修会 ～助言から学ぶ～ 

   職員が３，４人のグループになって語り合う。その際，他校（他県）の先生とグループをつくる

ようにした。 

（３）実践校研修会への参加報告会で学び合う  

   研修会へ行った職員は，必ずビデオ，写真で報告をし，全職員で共有する。 

・協同的な学びのある学校 

 聴き合う学び 一人一人が主人公となる学び 

（１）「教材と対話」「自己との対話」「他者との対話」を基本に，すべての教育活動に協同的な学びを 

（２）困ったら友達に訊く 聞かれた人は誠意をもって 

（３）学びが滞っているグループ・生徒に寄り添う 

 「学び合い」を様々な教育活動に取り入れている。全校集会，生徒会活動にも。 

 

 今後の方向性 

１ 一人一人の学びや学び合いが深まるような各教科の本質に迫る質の高い教材研究 

２ 授業を開き卓越性を求める 

  学ぶ専門家としての同僚性の深化 

３ 保護者や地域が参画する 

  授業や教育活動による 

  地域の学校としての存在 

 

 H24 峰山中学校 学校経営ビジョン 

 学校教育目標『まごころで学ぶ 峰中生の育成』 

 「生徒一人一人が主役となる学校づくり」 

 生徒一人一人の学びを保障する授業 

 生徒も教職員も一人残らず成長し合える学校 
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 学校経営方針 

１ 生徒一人一人が夢や目標に向かい，主役となる学級，学校をつくります 

２ 学校生活の中で７割を占める授業を，生徒一人一人の学びを保障する授業にします 

３ 教職員一人一人が生徒一人一人の学びを保障する授業づくりをはじめとする教育の専門家として

の力量向上が図れる研修をします 

４ 地域や小学校との連携を強化し，家庭と協働して生徒一人一人の夢を支えます。 

 

 ４，５月の授業風景：生徒の姿からみる 

 全教師の授業を見て周り写真を撮った。学びが成立している場面，成立していない場面をとらえた。

すると，手遊びをしていたり，居眠りをしていたり，友達と相談したがっている子どもたちがいるのに

一斉授業を続けていたりする場面が見られた。子どもたちは「友達と一緒に考えてみたい」という欲求

があることを推測できた。 

 授業後，写真をスライドにして，先生方に提示し，「ここの課題は良かったんだけど，これはどうだ

ろう？」と全職員一人一人と面談した。 

 

 校長の問いかけ ～学び合いの第一歩～ 

 学校は授業という学びの時間が７割。 

 １時間１時間の授業を大切にする教師でありたい。 

 うまい授業はいらない。教育専門家として生徒一人一人に力をつける授業を。 

 

 授業の中で教師は ～研修のスタート～ 

 複雑で高度な知的判断が必要 

・授業のデザインをとうするか 

・教材をどう取り上げるか 

・子どもの発言をどう意味づけするか 等 

 

 若手教員研修で伝えたこと（「学び合い」のよさを伝える） 

・生徒の姿で評価 

 教育の成果はすべて生徒の姿で評価する。すなわち教育の専門家としての教師の評価はその生徒の姿

をていねいにみとることによって成果と課題が見えてくる。生徒の学びが語れる教職員でありたい。 

 

 生徒一人一人の学びを保障する授業づくり…聴き合い，伝え合い，学び合いによって 

１ 聴き合う関係による対話的コミュニケーションの実現が基盤 ～安心して学べる環境を～ 

→他者の声を聴くことが学び合う関係づくりの基本 

→教師はテンションを下げて 

２ 教師の仕事は「聴く，つなぐ，もどす」 ～問いかける力を育てる～ 

→子どもと子どもをつなぐ，子どもと教材をつなぐ，今日学んだことと昨日学んだことをつなぐ。 

３ ２つのレベルの学び合いの授業デザイン 

→共有し合う学び合いと質の高い学び合い 

４ 教師の学び合い ～同僚性の構築～ 
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→すべての教師は教室を開き，授業研究を 

→個人研究の充実 

５ 提案授業後の授業協議会 ～授業のやり方を評価しない～ 

→授業で観察した事実（生徒の姿）に基づいて生徒の学びについて話し合う。 

 

教師の技能（スキル）→立つ位置 問い 指名 板書 

（１）一人一人の生徒とつながっている位置 

（２）無駄のない洗練した問い 

（３）学びが深まる意図的な指名 

（４）学びが広がり深まる板書 

 

授業で何をみとるか 

 「どう教えるべきだったのか」ではなく，子ども一人一人の学びについて，授業の中に現れた事実 

・生徒の表情・仕草や身体を見たり，聴いたりした事実 

・生徒や教師の事実の意味づけ 

 

 ビデオ研修 

 夏季休業中に，学年ごと，教科ごとにビデオを見て，語り合う研修を実施した。 

 

 学び合いの公開研修会に参加し学ぶ 

 イメージがつかめない先生方には，公開研修会に参加してもらった。全職員，１年に１回は参加して

もらう。参加後は，必ず報告をする（ビデオ，報告書）。 

 

 未来を託す後輩に贈る言葉「考える葦」（H24.5.28）の一部 

 「教師は授業で勝負する」とは，指導案の形式が今日のようになった明治期から言われ続けている言

葉であろう。「勝負する」とはやや教育にはなじまないが，先輩教師の決意を強く感じる。私たちが中

学生の子どもたちにすべきことは何なのであろうか。それは部活動でもない。進路指導というものでも

ない。子どもたち一人一人に学びを保障する授業を行うことである。勉強ではない。学習でもない。学

びと勉強では主体者の認識が大きく異なる。その学びを一人残らず成立させるような教材研究を先人と

同様に強い決意をもって進めましょう。「授業が変われば，生徒一人一人に人生を豊かに生き抜く力を

育むことができる。」 

 

 授業を見る 

 鴨志田先生は，教育長との面談で「職員の授業（50 分の授業）を 150 回見る」ことを宣言。 

 

 「学び続ける教師には，生徒は信頼を寄せる。」 
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●質疑応答 佐藤学先生の話 

・「学びの共同体」を推進するにあたって，「教師の意識改革をする」というのは間違って

いると思う 

 教師がどういう意識を持とうと自由。お互い認め合わないと。学校では，教育に対する考え方が多様

である方がいい。校長が「意識改革をしましょう」と言ってしまったら，その学校は死んでしまいます。 

 そうは言いながら，教師の意識を高めたい。仕事に夢中になって喜びを見出したい。その上でそうす

るか？ 一歩踏み出す。歩けば風景が変わる。触れれば世界が変わる。 

 意識というのは，行動で変わる。「グループ学習の意味がわからない」という人は，とりあえずやっ

てみる。そして，子どもの姿を見る。そこに説明はいらない。変わっていくから。 

 「話し合いで学校を変える」というのも無理。全職員の意見が一致するというのはあり得ないこと。

一致したらおかしい。そう考えると，「話し合う前にやってみる」ということ。やってみた事実から，

みんなで一致できることを見つけていけばいい。変えていく。最初に行動ありき。そういった意味で校

長のリーダーシップが必要なのである。 

 「学びの共同体」を実践し始めた頃はいつも「半年間，だまされたと思ってやってみて」と言ってい

た。いくら情報を提供しても，信じられない方が当たり前だから。学校を良くするために，みんなやる

ことはやり尽くしている，生徒・教師・保護者みんなが傷を持っている，だからそんなに簡単に信じな

い。「僕は信じない方を信じる」。 

 「生徒の輝く姿，学ぶ姿を見たい，一緒につくりたい」と思わない教師は，日本には一人もいない。

では，どうするか？ 先生同士で受け止め合って，つくりあげていく，そうした信頼関係がなければ学

校を変えられない。 

 しかし，事実に対しては，謙虚でなければいけない。どうすると子どもたちが学びやすいのか？ ど

こでつまずいているのか？ どこに可能性があるのか？ だから，「学びの共同体」は方式ではない。「コ

の字」もその結果。「コの字にならなければいけない」と言ったら誰でも反発する。そして，反発する

人・疑う人は考えている，必死でやっている人。だから，そういう人こそ，後で夢中になってくれる。 

 

・成績上位の子どもにとって，「学び合い」は意味があるのか？ 

 下位は伸びるのはわかっているが，上位はもっと伸びる。下位を伸ばすのは，時間と手間暇とエネル

ギーがかかる。下位に合わせて「学び合い」をやっても，上位は伸びない。下位に合わせていたら，「教

え合い」になってしまう。だから「学び合い」にならない。「学び合い」になるのは，下位の子が「こ

こどうするの？」と訊くことから始まる。だから，「聴き合う関係」が大切。そして，「聴き合う関係」

は課題が易しいと成立しない。「共有の課題」を本当に易しい課題でやっていたら，子どもは「問わな

い」。分かりそうで分からないレベルに設定しておかないと，「ここどうするの？」と訊かない。 

 共有の課題は，易しい課題。ジャンプの課題は難しい課題。これは間違い。共有の課題は，教科書レ

ベルの課題ということ。授業の最後にどの子もできる・到達するというレベル。ジャンプの課題は，ど

の子もできるというものではなく，みんなで挑戦して，撃沈してもいいもの。と考える。そう考えると，

ジャンプの課題のない「学び合い」をやっていたら，上位の子は損してしまう。下位の子ども用の「学

び合い」にしない。 
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・生徒指導は必要ない 

 「学びの共同体」を実践していくと，驚くほどその必要がなくなる。子どもは，学び続ける限り，学

びを支えてくれる仲間がいる限り，決して崩れない。 

 落ち着かず，椅子に座っていられない生徒がいたとする。こういう子どもが落ち着くには２段階で進

む。 

第１段階は，教師が受け止めること。教室から出ていく子どもがいるというのは，教師が受け止めて

いないから。教師が受け止めたときには，子どもは必ず教室にいる。また，教師が受け入れたときには，

子どもの顔が上がる。突っ伏さない。だけど，授業に参加するかどうかは別。 

第２段階は，仲間が受け止めることができたら，その子は学びに参加する。 

 

 

●鴨志田先生の発表に対する佐藤学先生のコメント 

 鴨志田先生の学校づくり。着実に必要なことは全部やっている。これをやればこうなっていう典型だ

と思います。こういう校長は，教師も信頼できる。 

驚いたのは，子どもたちの学びの写真。年々見事に変わっています。あれを見ただけで，どういう学

校なのかということがわかりました。 

 「学びの共同体」の一番いいところは，「授業づくり」と「学校づくり」と「教師の成長」を三位一

体で考えているところ。三位一体というところがポイントで，逆に言うと，三位一体じゃないと，どれ

も実現しない。 

 「一人残らず子どもの学びを保障できる学校」「一人残らず教師が成長できる学校」をどうつくるか？ 

これが僕の 32年間の「学びの共同体」の学校をつくる根っこの部分です。そんなこと出来っこないと

思われてきた。「一人残らず」だから。だけど，それを最低の基準として，北中学校で実現したところ

が凄い。そして，今年度，峰山中学校で，「全ての生徒の学びを保障したいんだ」と職員に語られた。

本当にその通りだと思う。 

 「一人残らず子どもの学びを保障できる学校」「一人残らず教師が成長できる学校」を求めた上で，

鴨志田先生のビジョンは「一人ひとりが主人公になる学校をつくろう」ということにつながっている。

出発点と帰結点がはっきりしている。僕も大賛成です。やはり一番求めなければいけないのは，「一人

残らず生徒も教師も主人公になれる」学校づくり。これが僕らが求めている最高の姿なのではないか？ 

既にそういう学校が全国的に現れてきている。睦中学校がその１つでしょう。あの学校が感動するのは，

一人ひとりが本当に主人公になっているから。卒業式のときに３年生が話したことが凄かった。「すべ

ての生徒の学びが保障されている」「すべての生徒がよく聴き合って，友達の意見をいかしながらジャ

ンプしている」そして最後が凄い。「人間として生きてきたことの喜びや苦しみやいろいろな感情をす

べて体験できる」。中学生がここまで言えるのか，と驚いた。教師が求める以上のことを生徒が学んで

いたという証です。 

 「一人残らず学びを保障できる学校」から「一人残らず子どもも教師も，ある面では保護者も主人公

になれる学校」づくりというのはいいビジョンだと思いました。こういう取り組みの中で，北中の生徒

は３年間で（３年生は），なんと，35点とか 40 点の子がいなくなって，最低でもみんな 60 点を取る

ようになった。信じられないことが起こるのです。でも，ああいう教室であれば起こるのは当然。しか

し，あくまで学力は，結果であり，求めたものは違った。よく言いますが，学力を高めるには，学力を
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求めてはいけません。学力を追求すると，学力は伸びない。学力は結果であって，質の高い学びを追求

したときに，学力は伴って伸びてくる。 

 また，写真を撮り，子どもの姿をいつも中心に見るというのは，とても良い方法かもしれない。教師

同士で確認し合うことができるから。僕はビデオを撮るんですが，写真もいつも撮っている。写真とい

うのは，一瞬ですべてを物語るから。そこで，お互いに確認し合っていくということが，意識改革では

なく，事実によって変えていくことになる。事実によってコンセンサスをつくっていくことになる。そ

の１つの方法だということを学びました。 

 個人研究テーマ。これは重要です。学校での研究テーマでは，本来の研究にならないと思います。研

究というのは，教師個々人がやるもの。一人ひとりが研修においても主人公になって，多様な研究を共

有し合うことによって，学校全体の力をアップしていく。これはまだまだ普及していないんだけれど，

是非やってみてください。研修は個人でやるもの。公開授業をして検討しあうのは，その先生の研究が

高まるようにするためのものと捉える。 

 ビジョンを示すことが大切。どういう学校にしたいのか，どういう教室にしたいのか，どういう授業

づくりを進めたいのか。繰り返し繰り返し，ビジョンを示していく。ビジョンを明確にすることによっ

て，共通の実践のベースを築いていく。教師がビジョンを語れるかどうか，実行できるかどうか，とい

うのは校長のリーダーシップだと思います。 

 「学び続ける限り，子どもは崩れない」「学び続ける教師に子どもは信頼を寄せる」 

 

 

●講演『協同的学びによる授業の改革』 佐藤学先生 

 21 世紀の学校と協同的学び 

・21 世紀型の学校は，＜質と平等の同時追求＞ 

 量の教育は終わった。授業時数が多い国ほど学力が低い。フィンランドは授業時数が一番少ない（途

上国では，授業時数が多いほど学力は高い）。フランスは今，週４日制にしようとしている。 

 現在の教育改革は，質と平等の同時追求が求められている。質の高い学びをすべての子どもに保障す

る。そういう教育制度，学校制度が求められている。「学びの共同体」でやっているのは，質の高い学

びをすべての子どもに保障することと，その学びを高めることを各教室でやっていくことである。 

・カリキュラム＝プログラム型からプロジェクト型へ 

 テストで評価するシステムから，総合学習のような教科学習をやるというように変わってきている。 

・授業＝一斉授業から協同的学びへ 

 もはや，黒板を前にして行う一斉授業は，アジア諸国では，北朝鮮と日本だけになってしまった。ヨ

ーロッパや北米では見ることはできません。 

・教師＝教える専門家から学びの専門家へ 

＜言葉＞＜探究＞＜アート＞＜市民性＞の教育＝カリキュラムの基本領域 

 

 一斉授業の破綻 

 「学びの共同体」をつくりあげるためには，どの先生もやらなければいけない。共有の課題（教科書

レベル）を大事に扱い，必ずジャンプの課題（教科書レベルを超えるもの）を入れなければいけない。

子どもたちが夢中になって学ぶ授業をつくらなければいけない。 
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 「学びの共同体」21 世紀型の学校 

・爆発的普及の常態化。子ども一人ひとりの学ぶ権利と教師の尊厳を擁護する道は他にはない（現在，

3000 校が挑戦・公立学校の１割，300 校の拠点校。毎日３校以上が公開研究会）。 

 なぜ，こんなに広まったのか？ おそらく，これ以外に，子ども一人ひとりの学ぶ権利を保障し，一

人残らず教師の成長を保障できる方法が今のところないから。そう簡単に別の方法は出てくることはな

いと思う。というのは，今まで 2500 校取り組んできたが，1000 校ぐらい失敗している。学校とい

うのは，なかなか変わらない。教師というのは頑固だから。だから，「学びの共同体」を考えるときに，

一番考えたことは，「どんな学校でも取り組める改革にした」。いい教師がいるから，いいリーダーがい

るから成功するというだけでは駄目だと思った。どんな条件の中にあっても，教師たち，子どもたち，

地域の人たちがそれを求めたときに成功できるものでなければならないと思った。 

 

 学びとは何か 

・学びの２つの伝統＝「修養」の伝統と「対話」の伝統 

・学びの再定義＝学びは＜出会い＞と＜対話＞＝学びは＜意味と関係の編み直し＞ 

・学びにおける３つの対話的実践＝対象（テクスト）との対話（世界づくり）＋他者との対話（仲間づ

くり）＋自己との対話（自分づくり）＝したがって，学びは，文化的（認知的）実践であり，社会的（対

人的）実践であり，論理的（実存的）実践である。 

・＜勉強＞から＜学び＞への転換 

 「学びの共同体」における協同的な学びの特徴 

①学びの対話的実践の三位一体論にもとづいている。 

②聴き合う関係から対話的コミュニケーションを成立させ，その対話的関係によって学び合う関係を成

立させている。 

 学びを通して，子どもがどこに根拠を置いているのかを聴くことが大切。根拠がどこなのか，に立ち

返らせていく。逆に，聴き方は３つある。その子の発言がテキスト（資料）のどこの部分に触れて出て

きたのか，その子の発言が（前の）どの子の発言とつながって出てきたのか，その子自身の考えが，前

の授業，その前の授業か，どことつながって出てきたのか，である。これは，訓練すればできるように

なる。 

 授業を参観して，どの子がどういう発言をしたか，を把握できるようにならなくてはいけない。それ

は，メモを取ってできるようになるものではない。何を見るかというと，あらゆる子どもの行動・発言

を見る。子どもの発言というのは，関係の中で起こっているから。その関係を読まなければいけない。

どの子の発言も，根拠をもとに発せられている。テキストのどことつながっているか，どの子の発言と

つながっているか，その子の中でどういうつながりがあって生まれているか，そういう聴き方ができる

ようになると，蜘蛛の巣のように見えるようになってくる。授業というのは，関係の中で，細かな織物

を織るようにつくられていることがわかる。だから，いい授業ができる人はこれが読める人。授業は子

どもの学びを丁寧に見なければいけない。それを続けていくことで，読めるようになっていく。ベテラ

ンの優れた授業者は，ゆったり構えながら，じっと見ている。子どもの発言に対してワンテンポ遅く反

応している。子どもの発言に即座に「うん，うん」と反応している人は駄目。子どもの関係の中で読ん

で，ワンテンポ遅く反応する。そのちょっとしたズレが子どもの中にリズムを生む。そんなとき，子ど

もはグッと身体を乗り出して学ぶ。皆さん，チャレンジしてみてください。 
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③一人ひとりを主人公にする学びを追求している。 

④個性と共同性を相互補完的に追求している。（個と個の擦り合わせ） 

⑤学びの成立基盤を＜差異＞と＜越境＞に求めている。 

⑥協力学習ではなく協同学習である。 

 

 「学びの共同体」における協同的学びの方略 

・ペア学習（小学校１，２年）と男女混合の４人グループの協同的な学び（小学校３年生以上，中学校，

高校）＋＜コの字型＞の全体学習による協同的な学び。 

①なぜ，男女混合（市松模様）なのか。 

②なぜ，４人グループなのか。 

③なぜ，＜コの字型＞の全体学習なのか。 

・「教え合う関係」ではなく「学び合う関係」を築く。「ねえ，ここ，どうするの？」から出発する学び

合い。 

①なぜ「教え合う関係」はダメなのか。 

 「待つ子」を育ててしまうから。「待つ子」は，必ず「恨む子」になる。後に，教えてくれなかった

友達，教えてくれなかった先生を恨むことになる。だから，わからない子に必要なのは，自分ができな

いという窮地を自分で脱け出す力。これは，他者に依存できる力。友達から援助を引き出せる力。だか

ら，「わからなかったら，友達に訊くんだよ」と言うのである。「教え合う関係」はおせっかいの関係で，

「学び合う関係」はさりげないやさしさの関係である。わからなくて黙っている子はダメ。この子に対

しては，繰り返し繰り返し「わからなかったら，友達に訊くんだよ」と言わなければいけない。なぜな

ら，できない子・わからない子の特徴は，自分で解こうとするから。できない子・わからない子ほど，

依存してほしいのに，自分でやろうとする。だから，教師が意識的に言い，習慣付けさせることが必要

なのである。これができるようになれば，「学び合い」は楽勝です。どの子もわからなければ訊くこと

ができる教室になれば，「学び合い」は成立する。そういう教室であれば，どんなに難しい課題でもみ

んなで挑戦しますから。しかし，訊くことができなければ，何もできない。 

②なぜ「ねえ，ここ，どうするの？」を学び合いの出発点にするのか。 

・一つの授業の中に＜共有＞の協同的学びと＜ジャンプ＞の協同的学びの二つを組織する。 

 ＜共有＞の学び＝教科書レベルの課題 

 ＜ジャンプ＞の学び＝教科書レベル以上の課題 

 ジャンプのために共有の学びをやるのではない。共有は共有で大切にする。共有の学びは丁寧に。共

有の学びは授業の前半に行う。だから授業の前半は丁寧さが必要。ここを大事にしなければ，授業は崩

壊する。ジャンプは大胆に。高めに課題を設定する。共有さえ丁寧に行えば，ジャンプできる。 

①なぜ，二つのレベルの協同的学びを組織するのか。 

②＜共有＞の学びは，なぜ＜個人学習の協同化＞によって，行うのか。 

③高学力の子どもにとって＜共有＞の学びはどのような意義をもつのか。 

 実は，共有の学びでよく学んでいるのはできる子。「ここ，どうするの？」と聞かれたときに，答え

なければいけないから。わかるにもいろいろなレベルがあって，ただできる＜できることを説明できる

＜できることを教えることができる＜わからない子に対応する（相手のことを理解しなくてはいけない

から，これができれば凄く力がつく） という段階がある。 

④低学力の子どもにとって＜ジャンプ＞の学びはどのような意義をもつのか。 
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 ジャンプの学びのときに一番学んでいるのは，できない子たち。ジャンプの学びのときに，初めて基

礎がわかるから。共有の学びのときにわからなかったことが，「こういうことなんだ！」とわかるよう

になる。だから，できる子は，基礎から発展に進み，できない子は発展から基礎におりる。実際，でき

ない子が授業の前半の共有の課題，教師の話に興味を示さないが，後半のジャンプの課題には意欲的に

取り組む姿が見られる。授業を「できない子」に合わせないことがポイントです。 

 

 「話し合い」と「学び合い」は違う 

・なぜ，「学び合い」が「話し合い」になりがちなのか。 

・「協同的学び」の訳語の問題。 

 「協力的学び（cooperative learning）」 

 「協同的学び（collaborative learning）」 

・「教え合い」と「学び合い」は違う。 

 「話し合い」と「学び合い」は違う。 

 つぶやきの交流が決め手。 

 日本中で多くの学校が授業改革で「学び合い」をやっている。しかし，多くの学校は，「話し合い」

を中心にしている。「話し合い」と「学び合い」の区別がつかないようである。 

あくまでも，個の学びを進めるために「協同」をやっているのであって，「協同」のために個がある

わけではない。「協力」のためにやっているのではない。学びのために「協同」をやっている。 

グループ学習のときに見るべきは，コミュニケーションが取れていないグループと，活発に話し合っ

ているグループ。その２種類のグループは同じくらいダメだと思う。なぜなら，どっちも学びが成立し

ていないから。学びというのは，絶えず，未知への探りであるから。わかっていることの発表ではない。

活発になっているのは，発表し合いになっているから。 

個人作業を入れることについては反対です。理由は，個人作業を入れると考えが固まってしまって，

考えなくなるから。意見が固まって，意見の発表になってしまうから。それならば，みんなで「わから

ない」と言ってともに課題に取り組んだ方がいい。そう考えると，最初からグループにした方がいい。

だから，「学び合い」の教室のポイントは，「これって，どういうこと？」というボソボソと言うつぶや

き。逆に，夢中で学んでいないときにはグループを切り上げるべき。ダラダラやらせない。夢中になっ

て学ぶように仕切り直しをする。 

 

 協同的学びにおける学びの成立要件 

              真正の学び＝教科の本質に即した学び 

 

学び合う関係（聴き合う関係）                 ジャンプのある学び 

（協力学習の弊害である＜話し合い＞に陥らないためには，この３つの要件が重要。） 

 上記の３つの要件があれば，学びは成立する。 

 真正の学びというのは，数学なら数学らしい学び，文学なら文学らしい学び。 

 学び合う関係は，話し合う関係ではなく，聴き合う関係。 

 ジャンプのある学びは，高いレベルに挑戦する学び。 

 小さい三角形から，大きい三角形を目指す。 
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 各教科における真正の学び 

・文学の学び＝主題を追求しない。気持ちを問わない。なぜ，と問わない。 

      ＝文学的言語の学び，不条理の真実を学ぶ。 

・科学の学び＝実験と観察を踏まえた「モデル」による探究。 

・社会科の学び＝課題と資料が決め手。事実に基づく問題解決的思考。 

・数学の学び＝数学的推論の学び。 

・英語の学び＝言葉の学び。 

などなど 

 

 学力向上のための要点 

１．学力向上のためには「学力向上」を追求しないことが重要である。＜質の高い学びの経験＞の実現

を目的とする。その結果，学力が向上する。 

２．学力向上を達成し低学力問題を解決するためには教育内容のレベルをあげて協同的学びを追求する

必要がある。＝教育内容のレベルを上げると階層が減り，下げると下位層が増える。＝教師の「常識」

とは逆である。 

３．学力向上を達成した学校が，先に＜発展的学力＞が伸び，次に＜基礎的学力＞が向上している。逆

ではない。 

  基礎を伸ばしてから，発展を伸ばす，では伸びない。学力を伸ばすなら，ジャンプの問題をどんど

んやらなければダメ。「共有は丁寧に，ジャンプは大胆に」。ついつい低学力の学校では，消極的にな

ってしまいがちだが，チャレンジすべき。「学び合い」さえできていれば，それを子どもが嫌がるこ

とはない。悔しがるだけ。それぐらいでちょうどいい。「みんな解けました！」じゃ，伸びない。「も

う少しだったのに…」と教師も子どもも悔しがるような高いところに挑戦すべき。 

  また，「学び合い」をやっていると，テストの無回答がなくなる。考えるという習慣がついている

こということ。「学び合い」をやっていると，話し合ってばっかりで，書く力がつかないと言われる

がそれは違う。会話がちゃんとできていれば，書く力が物凄くつく。書く時間を取るという機械的な

ことをやっただけで書く力がつくわけがない。それをやるなら，ちゃんと対話をさせた方がいい。「学

び合い」は驚くほど書く力がつく。ただし，「話し合い」をやっていたのではダメ。 

４．学力向上には時間がかかる。しかも，学力は徐々には向上しない。一気に向上する。 

５．学力の向上において＜二段ロケット＞を飛ばすことが重要である。一段目（下位層の学力）が飛ん

でも二段目（上位層の学力）が飛ばないと，再び転落する。 

 

 校内研修の改革 

・すべの教師が，授業を公開しなければ，その学校は変わらない。 

・授業を評価しない。助言しない。質問しない。教室の事実から学ぶ。どこで学びが成立したのか，ど

こで学びがつまずいたのか。どこに学びの可能性があったのか。を交流する。 

・新しい授業研究は，＜デザイン＞と＜リフレクション＞の研究である。＜仮説検証型からの脱却＞ 

・すべての教師が一言は発言する。 

 

 専門家としての教師の成長 

教師の成長は二つの側面がある。 
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①「職人」としての成長＝技法とスタイルの形成 

②「専門家」としての成長＝理論（知識）と実践の統合＝ケースメソッド（事例研究）による学び＝＜

デザイン＞と＜省察＞と＜判断＞の能力を高める。 

＜知識基盤＞①市民的教養 ②教科の教養 ③教育学の教養 

 

 教師の専門的成長の三つの内容 

    職業倫理 公共的使命と教師の自律性 

 

職人性                   専門性 

技法                    知識と理論 

 公共的使命，ミッション＝一人残らず子どもの学ぶ権利を保障すること。少しでも質の高い学びをつ

くり出せる教師になること。 

 職人性，技法は，技能ではない。ここでは，「自分のスタイルをつくる」ということ。自分でしかで

きないスタイルをつくり上げること。職人とはそういうもの。 

 専門性，知識と理論…いくら授業の進め方がうまくても，内容がない授業しかできない教師はダメ。

自分なりの哲学をもち，学びとは何か，どういう学びを追求したら良いか，という考えをもっているべ

き。 

 これら３つの旗を下げない教師は必ず成長できる。 

 

 結論＝「質の高い学び」の創造によって学校改革を前進させる。 

・＜授業づくり＞は＜学校づくり＞の中心＝学校は教育の専門家共同体の職場であり，＜授業づくり＞

は＜同僚性＞の構築の基礎である。 

・何よりもヴィジョンが優先する（他校の視察が重要）＝「すぐれた授業」から「質の高い学び」へ 

・＜授業＞と＜校内研修＞の改革，同僚性の構築が＜学校づくり＞の中心となる。 

・「学びの共同体」は，教師と子どもの＜幸福追求の教育改革＞ 

 学校改革は＜静かな革命＞であり＜長い革命＞。焦らず希望を失わず粛々と推進しよう。 

 


