
主体的・協同的な学びによる学校づくり

牛久市立下根中学校 岩田博



《下根中学校の授業づくりの原点》

すべての子どもの学ぶ権利が保障されているか？

・寝ている子も

・独りぼっちの子も

・学習の遅れている子も

・居場所のない子も

・いじめや人間関係で

悩んでいる子も

・障害のある子も

・虐待や家庭の事情で悩んでいる子も

すべての子どもがいい表情で学んでいるか？



～学校でくらい幸せでいてほしい
いい表情で過ごさせたい～

目の前の子供は幸せか？

つながりによって子供たちを幸せにしよう
教室に安心な居場所感のある子供は学ぶことができる

学び合いの原点
目の前の学べない一人の子供をどうしたら助けること
ができるか

授業を通して子供たちの人間関係と学力を育てる



下根中の学校経営の基本方針

学力向上

学力差の大きい生徒の
全ての学びを保証する

心の教育

いじめや問題行動など人間関
係のトラブルを未然防止する

ラーニングコミュニティ ケアリングコミュニティ

２つの課題を日々の授業づくりの中で解決する

学び合い(協同的な学習）を学校づくりの核にする

共に学び合える学習集
団を育てる

互いにケアし合える生活集団
を育てる



授業を変える

子どもが変わる 学校が変わる

全ての生徒が生き生きと学ぶことのできる学校に



《講義形式の一斉授業》
・先生の説明を聞いて写す授業
・自分一人で問題を解く授業

授業観を変える

今までは



授業研究・・・わかりやすく効率的な教え方の研究

わからない子すぐにわかる子

飽きてしまう やる気がなくなってしまう

わかりましたか(正解を求める）

学びからの逃走

今までは



《子供が明るく元気に活動する授業》
を求めていた
・活発で，起承転結のある授業（劇場型）
・教師主導で教えたいことを伝えるために
ねらいに向かってレールを敷く授業
・知識をいかに効率的に理解させるかが重要

今までは

これからの知識基盤社会では通用しなくなる
知識をいかに活用するかが求められる(B問題)



《落ち着いて学び，安心して自分の可能性を開
くことのできる授業》
・しっとりとした雰囲気で静かに学ぶ授業
・子供のつぶやきを拾い，子供の思いに
寄り添う授業

これからは

教室に自分の居場所ができる授業
学びでつながることができる授業
互いに聴き合う関係を築く



これからは
授業研究・・・教え方から学び方の研究へ

みんなで学び合う授業にしていく(協同学習）

どう思う？ 相談してごらん。

わからなくて困ったことは？
（わからなさの共有）

・考えと考え
・考えとテキスト
・前に学んだこと
と今の考え

《互いに聴き合う授業づくり》

教師の仕事
○つなげる
○もどす



本校の授業づくりの視点



授業づくりの視点

1
授業は、生徒一人一人の表情を見ながら進める。
（学べない生徒を見つけるために、学び合える生徒を育てるために）

2

学べないでいる生徒は「教えてといってごらん」と隣の生徒につなぐ。言
われた生徒はわかるまで教えてあげ、教えてもらった生徒は「ありがとう」
を返す。（他者に依存しながら自立することを育てるために）

3
授業の中で、「話す」ことよりも「聴く」ことを大切にした学習集団をつくる。
教師が話しすぎない。

4
授業中の教師の仕事は「聴くこと」－「つなぐこと」－「もどすこと」に徹する。
（教師のリボイスを多くしない）

5
毎時間の学習課題を、生徒にとって「高い課題」にする。（知識を基礎か
ら積み上げるより、高い課題を解く中で基礎を関連づけ､構造化する）



6
「わかったこと」をつなぐより「わからなさ」をつなぐ授業にする。
（「わからない」という言葉が出るような授業をめざす）

7

学習意欲を高めるために、問題が解けることよりも、友達と一緒に学んでい
ることを大切にする。
（文脈の中で知識が獲得されていくことを実感できるようにする）

8
コの字の学習形態で生徒同志の聴き合う関係をつくる。
（わからないときに近くの友達に聴けるように）

9
グループ学習を取り入れる。
（グループで自分の考えを広めたり深めたりできるようにする）

10
いろいろな「もの」を準備し「活動的」で「協働し表現を共有し合う」授業にす
る。

11
授業の最後で教師がまとめをしてしまい、生徒の柔軟な思考を奪わないよ
うにする。（グループの中で育つ生徒の姿を見取る）

12 Ｂ規準の評価を全員が達成できる授業にする。



2015/9/1

視点１ 一人一人の表情を見ながら授業をすすめる

〇授業づくりのキーワードは生徒の表情を見ること
・困っている生徒、苦しんでいる生徒，学べていない
生徒を見逃さない
・疑問やわからなさを見逃さない
・生徒の事実をとらえること
〇生徒をよく見るための授業デザインと教師の居方
が大切。
・教師の話す時間をできるだけ少なくする
・課題解決型の授業にする
・生徒の学びを見取るためにすぐに教えに入らない
・授業中トップを走っている子とラストを走っている子
を同時に視野に入れる



2015/9/1

視点２
学べない生徒には「教えてと言ってごらん」と言って隣の生徒
につなぐ

・生徒は依存しながら自立する 「教えてと」言えることが自立の
一歩であり「学び合い」の目的。

・分からない生徒に「教えて」と言えるまでサポートすることが大
切。それだけの時間をかけているか。

・できない生徒ほど自分で考えようとする。できない子ほど写した
方がよい。 できない子は友達の言っていることが理解でな
い。・・・自分の頭で考えようとする。学びとは他者の思考で考え
ること。だから聴くことがスタート。自分の中で，自分の思考と他
者の思考の対話が生まれ、自分との対話が始まることで学びが
スタートする。



2015/9/1

視点３ 「話す」ことより「聴くこと」を大切にする

・「話す」ことより「聴く」こと。
学びは聴くことから始まる。
みんなが「聴く」ようになると話せない生徒が話し出す。

・教師の話し言葉を精選すると、無駄なおしゃべりをしなくなる。
子どもが無駄話をしている学級は、その前に教師が無駄な
おしゃべりをしていることが多い。

・話し方より聴き方を育てる。
「もう一回言ってくれる」はダメ
「とても言い意見だからもう一回聴こうね」
「発表者の隣の人、もう一度話してあげてくれる」という。

・教師のリボイスが多くなると生徒は聴かなくなる。



2015/9/1

視点４
教師の仕事は「聴くこと」－「つなぐこと」－「戻すこと」に徹する

・学びをつなぐための発問、思考を促す発問 は「なぜ？」より「ど
こから？」がいい。そうすると「○○さんの意見から」とか「教科書
のここから」というようにつなぐことができる。

・ 生徒の発表のあと、すぐに反応しない。
１，２秒の間をおくことで生徒はつぶやき始める。
そのつぶやきをつなぐ。
・教師が求める生徒の反応に飛びつかない。

・黙って次の生徒を指名したり、「どう思う？」とふったり、別の意
見と比較させたりしながら間違いに生徒同士が気づかせるように
する。



2015/9/1

視点５ 学ぶ価値のある高い学習課題を設定する

・学び合いを成立させるのは一人では考えられない課題だから。

・高い学習課題で授業を作っていくと、上位の生徒も伸びるし、
下位の生徒も学び合いで引き上げられる。

・学力が伸びるのは、始めに学力の高い生徒がグンと伸びる。
それから学力の低い生徒が学び合いながら伸びていく。

・基礎は応用問題を繰り返す中で定着する。
基礎を繰り返していると「おもしろい」と言った言葉が出ない。

・半わかりでいいから使ってみる。自分で使ってみて気づく。

・応用問題を解く中で，基礎を使ってみて分かる。



2015/9/1

・高い課題で低い子をつないでやる。
・高い課題がないと、できる子は授業をなめてかかるようになる。
・授業がつまらないのは、先生が分かり切ったことをくどくど言うか
ら。

・学力を上げるとは、学びの質を上げること。学びの経験を積み
上げること。「ねえ教えて」と聴き合える関係を作ること。

・仲間の援助を得て分かるレベルで授業をする（ビゴツキーの発
達の最近接領域）

・ジャンプの高さはどのレベルがいいか（学び合う関係があれば、
高すぎて失敗したことはない）

・ジャンプの課題を解決しようとする中で、本時のＢ規準をもう一
度グループで解決できるようにする。



2015/9/1

視点６ 「わかったこと」より「わからなさ」をつなぐ

・ダメと思っている子どもたちをつないでいく。わからなさを共有
していくと学びが深まる。

・子どものわからなさをみんなが受け止める。 このわからなさ
をみんなが共有することで授業が深まる。

・授業の中で、子供のわからなさや困難を見逃していないか。
どう見つけるかが大切。



2015/9/1

評価規準７ 友達と一緒に学ぶことを大切にしているか

・テストの問題を解いているとき「○○さんはこう言っていた
な－」と思い出す。「いい国作ろう鎌倉幕府」というように文
脈の中で知識が構成されていく。

・仲間といることの安心感が「学ぼう」という気持ちになる。
いじめにあっている子は決して学ぼうとしない。

・学びの授業づくりは「心の居場所づくり」である。
ＱＵテストや自己肯定感のアンケートにも現れる。

・貧しい家庭ではテレビを見ながらの対話もない。
これが学力の向上に大きな影響を及ぼしている。



2015/9/1

視点８ コの字の学習形態で聴き合う関係を大切にする

・コの字の学習形態は、相手の顔が見える。
分からないときに「近くの人に聴いてごらん」とやりやすい。

・全員が（全グループが）解決できるまで待たない。
早く終わるグループは飽きる・・・授業を軽く考えるようにな
る。

・全員、全グループが解決できるならば共有化などいらない。
「どこまで分かったのか」「何が分からないのか」「どう取り組
んでいるのか」をつないだり、共有化していく。
・何を共有するか。本時のねらい（解答ではない、必ずしも解
答を導き出すための方法等の知識ではない）わからなさ・疑
問のつぶやき（たいていは本時のねらいに絡む）が新しい学
びへのスタート



2015/9/1

視点９ グループ学習を取り入れる

・人は人との関わりの中で育つ。子どもたちを学ばせるのは友達。
子どもたちを変えることができるのは友達。

・知識は文脈の中で定着する 対話の中で学んでいく。

・本当に分かるということは・・・分かったことを説明できる・・・分
かったことを教えられる・・・友達の質問に答えられる。

・学びはまねることから始まる。模倣体験。一人からグループより，
グループから一人がいい。ビゴツキーの発達段階説は「コミュニ
ケーションから自分の思考が始まる」と言っている。できない子は
写すだけでよい。

・グループは学び会う場→ 単なる作業の場になっていないか。
生徒にとって目的が明確になっているか。生徒のノートを見ること
に集中してしまっていないか。気づいた間違いをすぐ直すなどし
て、生徒自身が学び合う機会を奪っていないか。先生が質問に
答えてしまっていないか。

・プリント学習もグループに入れると定着がよい。





2015/9/1

視点１０
いろいろな「もの」を用意し「活動的」で「協働」し「表現を共有し
合う」授業づくりをする

・ものがあると話し合いが活発になる。

・物静か（ＯＫ）と消極的は区別する。

・活発に話し合っているところほど学びは成立しない
わかったことを言い合っているだけ→話し合い
ぼそぼそがいい（分からないところを探っている）→学び合い
話し合いと学び合いは違う

・学び合いは「活動」があったり、「表現の共有」があったりする。



2015/9/1

・教師は教科書をみて分かることは話さない。教師の板書より教科書の方
がよくまとまっているのです。それを同じように板書し出すと子どもたちの
思考は止まってしまいます。（教師の自己満足と生徒の学んでいる現実を
比較しましょう）

・一番よくないこと。 国語の文法で「色々な考えを言っていいよ」といいな
がら、最後は教師が答えを言って押しつけになっている。

・理科も実験するほど理科嫌いになっている（教科書通りの実験）科学の
探究～実験の結果をどういうモデルで説明するかが科学の探究仮説実験
が当てっこになっている（男の子の舞台になる） 抽象的・論理的なものは
男の子が得意 観察は女子が得意

さらに 協働的な学びを実現するために （１）



2015/9/1

・授業の軸がぶれないためには教科書ではなく学習指導要領を読むこと
が大切

・質のよい学びを作るための課題作りや教材選びは教材研究に比例する

・子どもは学び続ける限り崩れない。子どもが一人残らず安心して学び続
ける学校を目指す。

・中学校の教師は教科の専門家である前に教育の専門家になるととが大
切 数学好きにすべての子どもをさせることは無理 プロの教師は引き受
けることから始まる。 中学校の授業研究は学年で行うべき。 学年の先
生方で一人の子どもを見ていく。

・教師を変えて子どもを変えることは間違い。子どもの力を信じ共に変わっ
ていく。一方的に教える。教えることばかりではいやになる。 教師と子ど
もが一緒に作る授業を目指す。おとなしい先生が学校を支えている。経験
の浅い教師ほど授業を評価してしまう。大切なのは事実を見ること。

協働的な学びを実現するために （２）



2015/9/1

・授業の質が高くなってくると 子どもの物腰が柔らかくなったり，ユーモ
アが出てくる。

・学力の向上は聴き合いができるようになった半年後あたりから現れてく
る。

・子どもが机に突っ伏したら１分以内に声をかける。
声をかける位置も子どもに向き合える位置がおのずとわかってくる。
職員の会議だけでは学校は変わらない。
すべての職員が同じ方向を向かなければ，学校は変わらない。

・理科で予想・実験・まとめ（仮説実験学習）は十何通りの中の一つでし
かない

・発言の理想は女子７：男子３がよい 分からないと男は騒ぎ出す。女
は黙ってノートを取る 元気な男に絡め取られて女子が消えてしまう

協働的な学びを実現するために （３）



2015/9/1

・よい中学校は女の子がのびのびしている

・女の子の関係、男女の関係がよい中学校は伸びる。 女の子にリード
させるとよい

・学び続ければ崩れない、学びに絶望した子は簡単に崩れる （教師、友
達、課題が支える）教師自身が学び合っていることが大切 一斉授業は
子どもばかりでなく教師も被害者

・学びの場をどう作るか。高いレベルで学び合えると教師の目線が下が
ってくる。教師が自分のスタイルを持つようになる。多文化多言語の国ほ
ど学力が高い。→違いがあるから学べる。しかし、学びがあるところでは
差別や暴力もある。人が学び合うのは強さではなくもろさでつながってい
る。「ここどうするの」が壁を越える。

・勉強と学びの違い 「勉強」は苦しい。「学び」は楽しい。「勉強」は「一
人」でやる「学び」はみんなやる。「勉強」は「覚える」ことが多い。「学び」
は「表現」することが多い。

協働的な学びを実現するために （４）



＜似ているけど違うもの＞

→ 「お互いから学ぶ」 と 「できる子に教わる」

→ 「学び育った自分を知る」 と 「～ができる」
（プロセスだけで学べる）

→「グループに中で育つ私」 と 「グループのために働く私」
（「わかんなくなっちゃった」
とつぶやくことが学んでいること）

②「めざす姿」 と 「到達目標」

③「協同学習」 と 「班学習」

①「学び合い」 と 「教え合い」



校長として授業づくりにどうかかわるか

〇年度初めの研修開きは校長が講師となり実施
〇毎日先生の授業を観て回る
・コメントを渡す「ちょっと参観ミニサジェスチョン」
〇教員評価を兼ねた授業参観の実施
・全教諭の授業を1時間参観する
・授業をビデオに撮ってリフレクションをする
・一人の教諭につき年2～3回実施
〇研修便りの発行「学びの窓」
〇積極的に校外の授業研修に教諭を派遣する
〇保護者の理解を得るための啓発
・学校便りの半分は授業について発信



同僚性を育てるために
空き時間は自分のクラスで仕事をしながら子供の様子を見る



子供の学びの姿を写真に撮る



いつも内堀さんを見つめる
西村さんです。
数学の授業で，とんちん

かんな考えをしている内堀
さんですが，その考えをす
ぐに否定するわけでもなく
温かく見守っている西村さ
んです。

最後に，内堀さんの「教
えて」に対して温かく手をさ
しのべます。内堀さんの最
高の笑顔と，西村さんの優
しいまなざしが最高でした。

西村さんの様な「待つこ
と」「支えること」ができる生
徒がたくさん増えると，下
根中学校も 益々すばらし
い学校になるなーと思いま

した。 染谷

学びの風景発表会



学びの質を高める学習課題をつくるために

〇同質性の高い集団で
例えば教科部会で
あるいは近くの同じ教科の同僚に聴く
・この○〇の一番本質的なことって何だろう？
・この〇〇の一番面白いのは何だろう？
・この〇〇って結局一言で言ったら何？

授業準備における教師の協同学習



〇異質性の高い同僚に
例えば学年会で，
あるいは隣の他教科の同僚に聴く
・これなら取り組んでみたい？
・これなら面白いと思う？
・これなら夢中になれうる？

〇授業デザインを決定するのは授業者
・意見を押しつけない
・新採や経験の少ない者には指導が必要



・平成２２年度から協同的な学びによる学校づくり
・市内全部の小中学校で実践
・毎月１回以上の校内授業研修会を市内外に公開し，
市内の教諭が互いに授業を見合う。
・各校校内研修にスーパーバイザーを招聘
《今年度お呼びしている先生方》
佐藤学，佐藤雅彰，北川佳子，石井順二，
村瀬公胤，齋藤智哉，永島孝嗣，浅井幸子，
谷井茂夫，岩本泰則，根本光子（敬称略）
・校長の学び合い研修
市内全校長の授業参観及び研究協議会

牛久市の学びの共同体による学校づくり



岡田小での2年算数の授業参観 27/6/1



牛久一中での3年理科の授業参観 27/7/14



現在，そして今後の課題

〇授業づくりの実践知をどのように引き継いでい
くか。
鍵＝同僚性をいかに高めるか

〇学びの質をどのように高めていくか。
鍵＝学び合いで育ってきた子供たち

生徒の学ぶ姿に教師が学ぶ


