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平成２４年度 茨城・学びの会

第５回夏の授業づくり・学校づくりセミナーに参加しての感想集③

茨城県 中学校

○第1部 学びの共同体としての学校づくりをどう進めるか

常陸太田市立峰山中学校 鴨志田 悟 校長先生

改めて授業の大切さを学びました。学び合いを通して，生徒はグループの仲間と友好的な関係を気

付くことができたり，課題が解けた喜びを感じることができたりと，得るものが多いこともよくわか

りました 『学校は授業という学びの時間が７割である 』という言葉がとても印象に残りました。。 。

○第2部 対話と協同の学びをどうつくるか

石岡市立城南中学校 小島 水絵 先生

私は今回のセミナーで始めて小島先生の対話型鑑賞の授業を見ました。生徒から絵画を見ての感想

が，ほぼ50分間絶えずに出たことに驚きました 『生徒1人1人感じていることは違う。それで良い』と。

いう技能教科の特性が非常によく表れていました。私の担当する英語では，答えが1つに決まってしま

うことがあります 『文法的なミスのない正しい答えを書かなければならない』という概念を持つ生徒。

が少なからずおり，私はうまく生徒の考えを引き出せていません。そういう部分を英語科でもなにか

生かせればと思います。

また，技能教科の特性というだけではなく，小島先生の対応もすばらしかったです。生徒の意見を

， 。決して潰さないことや つぶやいている生徒の声を拾うことをこれから私も取り入れていきたいです

これから授業づくりをする上で，とても勉強になりました。

○対話と協同による学びの創造

学習院大学教授 東京大学大学院客員教授 佐藤 学 先生

学び合いについて，私は勘違いをしていたなと反省するきっかけとなった言葉がありました 『学び。

合い≠教え合う関係』という言葉です。もしこれが成り立ってしまうと，わからないことがある生徒

が自主的に尋ねようとせず，ただ待つだけになってしまいます。わかる生徒が教えることに重きを置

くのではなく，わからない生徒が質問できるということに重きを置いて，2学期以降は授業を展開して

いきたいと思います。たいへん勉強になる講話をありがとうございました。

茨城県 中学校

○常陸太田市峰山中学校 鴨志田 悟 先生

学びの共同体としての学校づくりをどう進めるか

学校長自ら学びの指導をしていることに驚きました。生徒のために，という思いがとても強く見習

わなくてはと感じました。

○石岡市立城南中学校 小島 水絵 先生

対話と共同の学びをどうつくるか

小島先生が生徒一人一人の言葉を大切にしてつないでいるかがよく分かったDVD視聴でした。何より

もすごいな，と感じたのは小島先生が20数名いる生徒ほぼ全ての言葉を拾い，生徒に繋げていたこと

です。私の習った美術の授業ではありえないスタイル（1枚の絵から読み取り対話をしていく）にも驚

きました。その生徒たちが「もっと話したい 「もっと聞いてみたい」と言いそうな授業でした。自」，

ら話すのではなく，待つことで生徒の話が出てくるのを見ていた姿は自分にないもので盗みたい技術
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でした。

その後の佐藤学先生のコメントで「題を教えた方が生徒は自由に書ける」という話が出てきたのに

は驚き半分，共感半分でした。佐藤学先生が「自由に書きなさいというと書けないものだ」と言った

時 「確かに」と思いました。私自信も「残り時間は自由に」とその時間一生懸命体を動かした生徒た，

ちに使うことがある言葉だが，意外と生徒は自由な時間になると動きが鈍るような感じがあった。決

められた自由も必要なんだと考えさせられました。

○佐藤 学 先生 「対話と共同による学びの創造」

。 ，「 」 ，今回佐藤学先生の講演を初めて拝聴させていただきました 話を聞いていて なるほど ではなく

研修で言われたことや，聞いたことを「これか」と感じる話がたくさん聞けました。また，全てを聞

き取ることはできませんでしたが，私なりのとらえ方で印象に残る言葉がいくつかありました。

・学び合いとはさりげない優しさである。

・話し合いと学び合いは別物である。

・まずは，教師が聴くことに徹すること。

・それぞれの教科の中の言葉を大切にする。

， ， ，学びのセミナーを通して 学ぶべきこと 自分自身の中に残った言葉を思い出しながら2学期実践し

少しでも学びの共同体を理解し，生徒がジャンプする現場に立ち会いたいと思います。

茨城県 中学校

○第2部 対話と協同の学びをどうつくるか

石岡市立城南中学校 小島 水絵 先生

対話型鑑賞ということで小島先生の焦点授業を再度ビデオで見させていただき，改めて生徒たちの

つぶやきが授業を展開していることに気づきました。書くとなるとどうしても自分の思いを言葉にで

きず，固まってしまう子が多く出てくると思います。ですが，対話型にすることでつぶやきを通して

自分の考えを言うことができ，思考が深くなります。話がずれてしまい，違う方向に話しがむきやす

くなることもあると思いますが，その都度小島先生の適切な声かけ（ずれた会話をした生徒に根拠を

説明させる）をしており，そこでの新しい発見も出てきます。生徒たちのひらめきの可能性を秘めた

授業方法だと思いました。さらに教 室の雰囲気も普段の教室とは違う設定をしていました。いつも

の教室では日の光が入り明るく，机と机をくっつけ，コの字型での授業になりますが，ここでは暗幕

を引き，絵に焦点を当て，生徒同士の肩と肩とが触れ合う中で行っていました。普段とは違う状況の

， ， ，なかで 生徒たちがお互いの言葉を感じ取っている姿を見て 常日頃の生徒間のコミュニケーション

小島先生との信頼感がなければ成立しないなと思いました。先生と生徒との関係だけでは，そこを超

えた学級づくりも授業構成に反映していたと思います。学び合いの授業の本質を知るだけではなく，

生徒たちとの人間関係の大切さも学ぶことができたと思います。言語活動の重視という点では，表題

をあえて生徒に教えなかったことについて気づかされることがありました。それは「自由にさせると

いうことはかえって不自由を招く 」という佐藤学先生のお言葉です。答えを一つに絞らずにというこ。

とで感じ取ったことをお互いに聴き合うという土台がありますが，かえって表題わ言わないことは自

由を奪うことであることに衝撃を 受けました。生徒たちをかえって不自由にさせていることはここ

だけではなく，普段の自分の自分の授業の中でも多いと思います。改めてこの言葉を胸のなかで反芻

し，教材と授業の流れ を見つめ直さなければと思いました。

○対話と協同による学びの創造

学習院大学教授 東京大学大学院客員教授 佐藤 学 先生
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佐藤学先生の講話では毎回「真の学び」について考えさせられます 「学びの再定義」ということで。

「学びは〈出会い〉と〈対話〉=学びは〈意味と関係の編み直し 」ただの話し合いのなかには人と人〉

との関係を結び合うものができないということが，授業をする度に痛感します。

自分づくり，そして仲間づくりということで，学力だけがすべてではなく，その学力を支える人間

づくり，人間の在り方みたいなのを学びました。授業のなかでそこまで育成することは本当に大変な

ことだと思いますが，そういう授業に出会えるか出会えないかで生徒の人間性の豊かさが違ってくる

と思います。今の社会にでる前に，そういった経験をしてもらい，支え合うことの必要さを実感させ

られるようにしたいです。

大変勉強になる講話，ありがとうございました。

茨城県 中学校

第１部「学びの共同体としての学校づくりをどう進めるか

常陸太田市立峰山中学校 鴨志田 悟 校長先生

鴨志田校長先生の発表からは，校長先生自らが学校経営のリーダーとして深い見識を持ち，率先し

て授業に臨み，授業を通して生徒や職員に深い関わりをもって日々取り組んでいる様子を聞き，すば

。 ， （ ）らしい取り組みをされているなと感じました 鴨志田校長先生とは １６年前に社会科研修会 数回

でご一緒させていただき当時を振り返りながら「学びの共同体」への取り組みについて聞かせていた

。 （ ），だきました 当時の研修会においても人間性豊かで常に人を大事にする姿勢や人を育て 生徒や後輩

生かすことを考えた教科経営等参考になることばかりでした。北中や峰山中での取り組みは 「学びの，

共同体」という教育の本質にせまる方法を活用した教育ビジョンの集大成と感じました。

第２部「対話と協同の学びをどうつくるか」

石岡市立城南中学校 小島 水絵 先生

今年２月に行われた小島先生の授業（２月）をＤＶＤで視聴し，はじめて「対話型鑑賞」の授業を

見せてもらいました。とにかく驚いたことは新採２年目でこれだけの授業ができることへの驚きと同

時に教員としての質の高さを感じました。小島先生は教師としての立ち位置を常に生徒側に置いてお

り，生徒の気づきを大切にして友達同士の交流を大事しながら学習を進めていたと思います。このよ

うな「対話型鑑賞」を充実させることで「見る・考える・話す」力が付き，学習指導要領が打ち出し

ている「言語活動」の充実が図れていく授業であると感じました。

講演「対話と協同による学びの創造」

学習院大学教授 佐藤 学 先生

○教師の意識改革 → 思想統制に繋がる（認めてはいけない・意識は誰もが自由である）

○「行動ありき」→ やってみる（子どもの姿が変わる）

○「学び合い」→「教え合い」ではない

○教育とは 三位一体 ・授業づくり・学校づくり・教師の成長）

○「一人残らず学びを保障する学校づくり 「一人残らず教師が成長できる学校づくり」」

○「学力」を求めると「学力」は伸びない 「学力」でないものを求めると結果として「学力」伸，

びてくる。＝分かりたい，知りたい，理解したいを教師は保障する。

○常にビジョンを示す （繰り返し繰り返し示すことが大切 そしてビジョンを語れるか）。

○「学び続ける教師に生徒は信頼する」

以上が佐藤先生の講演を聴いて，学んだ内容です。この講演を聴いて，経済活動における生産と消

費におけるタイムラグの関係が教育の現場には存在するのではないかと感じました。
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茨城県 中学校

○学びの共同体としての学校づくりをどう進めるか

実践報告 常陸太田市立峰山中学校 鴨志田 悟先生

鴨志田先生の学校づくりは，独りでやるのでなく，みんなでつくろうという思いが強く伝わってき

ました。北中での北中家族（校長室通信）のネーミングや，校内研修の先頭をきっての提案授業にも

。 ， 。 ，表れていると思います 授業の大切さをまず自分から示す という事実に感動しました 何を目指し

どうすればいいのか，と同じ高さで学ぶ姿に，同僚性も生まれてくるのだと思いました。読書会で同

じ本を読み，感じたこと思ったことをみんなの前で語ることから，自分の考えが少しずつまとまって

見えて，前に進めるのだと思いました。研修を重ね，子供達の学びを保障しようとする素晴らしい学

校の様子を聴けて，これからも努力を続けようと元気が出てきました。ありがとうございました。

○対話と協同の学びをどうつくるか

実践報告 「中学１年美術の授業づくり」 石岡市立城南中学校 小島 水絵先生

実際に授業を参観した時よりも，じっくり小島先生の言葉をつなぐ様子を見ることが出来ました。

子供達の言葉を繰り返したり，言葉をもう一度説明したりと，さりげないが丁寧な作業が続いていま

す。子供達の言葉の中で，残る言葉と消える言葉があり，広がったり狭まったりとイメージがつくら

れていった。１つの絵からいろいろなイメージが自由に語られる授業は，とても新鮮でした。クラス

のなかで自分の感覚に基づく言葉を発するのは，とても勇気が必要だと思うが，それも受け入れても

らえるクラスだという安心感があることも羨ましいと感じました。

佐藤先生から，題材名を与えることによって，イメージが自由になることもある，というお話があ

り 「真っ白な自由」というのは難しいということを認識しました。鑑賞では，イメージを自分や他人，

の言葉で表していく。生徒の言葉を聴きたがっている教師がつないでいく中で，子供同士がつないで

いくことが産まれる。題材の選び方が重要。など多くのことを教えて頂きました。

これからの自分の鑑賞授業で，さらに工夫をしていかなければと，思いました。ありがとうございま

した。

茨城県 中学校

○対話と協同の学びをどうつくるか

石岡市立城南中学校 小島 水絵 先生

昨年度の２月に行った授業を改めて見て，全員が一枚の絵を食い入るように鑑賞し，全体の様子か

ら小さな特徴まで捉え，自分のイメージと融合させることができていると感じた。さらに，生徒は自

分の不確かなイメージを言語化し，クラス全体に伝えることができていた。小島先生は生徒１人１人

の言葉を大切に拾い上げ，よくつないでいることが分かった。また１枚の絵をじっくりと取り上げ，

生徒がそこからしゃべりたいことがわき出るのを良く待っている姿が素晴らしいなと思った。ここで

思ったことは，今回の授業では生徒が自分の思ったことを次々と発言していく流れだったが，一人の

意見についてみんなで考察してみてはどうなのかと疑問に思った。

また 佐藤学先生の 自由にさせるということはかえって不自由を招く というお言葉があり 表， 「 。」 ，「

題をあえて生徒に教えなかったことが言語活動への影響にどのようにつながっていったのか 」今でも。

考えさせられる。お互いに聴き合うという土台がありますが，かえって表題を言わないことで自由を

奪うことであることに衝撃を受けた。私のこれまでの授業を振り返ったときに，もしかしたら同じよ

うな場面があった。生徒に自由な考えをもたせたいのであれば，多少思考を制限させていくことも重
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要だと感じた。

○対話と協同による学びの創造

学習院大学教授 東京大学大学院客員教授 佐藤 学 先生

○子どもどうしの支え合いが重要

学習に落ち着いて取り組むことができなかったり，学習への抵抗を感じたりする生徒は必ず存在す

る。そのような生徒は子どもどうしで支え合い，取り入れていくことが重要である。

ただし，教え合う関係は待つ子，うらやむ子を作るので取り入れることとは異なる。学び合う関係

は友達の援助を引き出す。さりげない優しさが必要である。だから，自分から訊ける子を作ることが

大切。

○できない子はジャンプの課題で基礎を学ぶ，できる子は最初の課題で基礎を学ぶ。

学び合いの基本を大切にして，今後も研修を重ねていきたいと思います。

茨城県 中学校

○常陸太田市立峰山中学校 鴨志田先生の実践報告より

鴨志田先生が提案授業を年度始めに自らされていることにまず驚きました。口頭での説明だけでは

飲み込みきれない部分を,実践を交えて示されることは,経験のない教員の側にとっては大変参考にな

ると思いました。

また,学び合いの授業を出来るところからやってみてほしいという先生の考えも,実践していきやす

さがあり,生徒のことを第一にしながらも,教育に携わる教員一人ひとりのことも考えられた取り組み

だと感じました。

○石岡市立城南中学校 小島水絵先生の実践報告より

50分間のうち,約30分間を一つの作品に集中させるための小島先生の工夫（作品選び,生徒と絵の位

置関係,生徒の発言のリボイス等）がさまざま見られた授業でした。最初に小島先生が「何を言っても

いい。他の人の言ったことをまずは受け入れてみよう」と話をしてから鑑賞が始まったことが,生徒の

時間が途切れない30分あまりの時間になったのだと思います。生徒の活動に対する,教師の言葉かけの

大切さを考えさせられました。

佐藤学先生のコメントの中で,鑑賞における情報の与え方についてお話がありました。何もない方が

不自由だという話は最初驚きましたが,明確な書かれ方をしていない今回の作品のような場合,生徒が

考え始めるきっかけとなる情報は必要になってくるのだと学びました。それは鑑賞だけでなく,他の教

科の中でも生かすことができるのではと思います。

○佐藤学先生の講演より

佐藤先生のお話を聞いて,学び合いの授業づくりに携わってきた約１年半の間に何度も耳にしながら

も自分の中で消化しきれなかった部分が再構築させた感じがしています。

特に,「ジャンプの学び」ついての部分です。私の中で,最初の課題はなるべく全員が理解（解決）

できるもの,ジャンプの課題はそれを使った挑戦というイメージがありました。しかし,「出来る子は

基礎から発展に上がる,出来ない子は発展から基礎におりる」という,生徒の状況でそれぞれの課題の

もつ意味が異なっていることを聞き,課題設定の大切さを考えさせられました。授業の中での課題のつ

ながり,生徒の意欲を引き出す発問の工夫など,授業を作っていく上で考えなければいけないことの多

さ・細かさを改めて学びました。その他お話頂いた,学びにおける観点も踏まえ,今後の授業づくりに

生かしていきたいと思います。

この度はお話を聞く機会を設けていただき,ありがとうございました。
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茨城県 中学校

○常陸太田市立峰山中学校 鴨志田 悟 校長先生

学校経営の形にもいろいろありますが，やはり授業を軸にすることの大切さ，また学級経営や部活

動，委員会活動などの特別活動の充実も重要な要素であることを認識しました。

特に授業研修では,校長先生自ら授業を行い，研修を充実させていこうという姿に，峰山中学校が授

業を本当に大切にしていることが伝わってきました。

○石岡市立城南中学校 小島 水絵 先生

２月に実際の授業を参観していましたが，改めてDVDで見ると，違った発見がありました。技能教科

の言語活動の充実というテーマが出ていましたが，話し合いだけでなく，美術・音楽・体育の言語活

動とは何かという課題には考えることがありました。

また,「自由に」という言葉の使い方にも学んだことがありました 「タイトルの彼女の周辺を出し。

， 」た方が,自由に話せたのではないか 自由にという言葉でむしろ生徒を不自由にしていたのではないか

という話に，とても共感しました 「自由に書きなさい」と言われた方がむしろなかなか描けない，何。

でも自由にすると逆に言いにくくなることを学んだので，日々の授業実践の言葉遣いを気をつけてい

きたいと思います。

○佐藤学先生の講話から学んだこと

・学び合いの対話

教師が聴けること⇒教材のことが分かっていないとできない

”内容を理解していないとできない”

・他者に依存できる力

分からない子は，分かる子に聴く⇒”自分で打開する力”

⇒習慣づけてやる(これができれば，どんな課題でも学び合いができる)

・共有レベルは丁寧に(教科書レベル：これができないと崩壊する)←できる子が一番学ぶ

・ジャンプの課題は大胆に(発展を知って基礎を学ぶ)←できない子が一番学ぶ

これまでにも理論で学んできましたが,改めて講話から大切さを感じました。２学期からの授業実

践で特に以上のことを意識して行っていきたいです。

茨城県 石岡市立城南中学校 （発表者：小島 水絵 先生）

今回はあのような場で発表するという貴重な経験をさせていただき，大変勉強になりました。

， ， 。授業実践について 学先生から タイトルを与えなかったのはなぜかという質問をいただきました

私は「彼女の周辺」は情報量が多い作品なので，自分で惹かれたところや見たいところから見て，

自分なりの主人公をつくったり全体の雰囲気を見たりしながらイメージしてほしいと思いました 「彼。

女の周辺」というタイトルを与えてしまうと「彼女」にしか目がいかないのではないか，彼女を中心

に考えてしまうのではないか，読み取りの授業になってしまうのではないかと心配したため，タイト

ルを与えずにやってみました。

しかし，タイトルを与えない自由はむしろ不自由だという学先生のお話を聞いて，そのような考え

方もあるのだととても勉強になりました。

学先生から教えていただいた，扇子は娼婦を表していること，この絵は受胎告知の絵であること，

受胎告知の絵は背景に建物があることなど，絵の描かれた背景を教えていく。それは絵を見て自分な

りに自由に感じるだけではなく，さらに一歩踏み込んだ深い鑑賞だと思いました。学先生が求めてい
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らっしゃるのは，今回の，絵の見方を学ぶ導入的な鑑賞よりももっと先にある鑑賞の授業だと思いま

す。私自身が勉強不足で未熟であるので，そのような深い鑑賞の授業をする自信がまだありません。

これからもっと勉強し，よりよい鑑賞の授業を行っていけたらいいなと思います。

また，学先生の講演の中に，三角形はどれ？と質問した場合の話がありました。違う選択肢を選ん

だ子に対して「いい考え方だね」と言えるかどうか。子どもの話を聴けるかどうか。ただ「いい考え

方だね」と言うだけでは慰めのような気がしてしまうけれど 「ベクトルだとあとちょっと。おしい」，

「地球儀のような球に三角形をかくとこうなるね」などと言われると，子どもも自分の「考えた」と

， 。 ，いう事実に自信がつくし 間違ってしまったという悲しい気持ちもしないと思います お話を聴いて

すごいなと感動しました。教師には子どもたちを受け止めるために幅広い知識が必要であると感じま

した。

最後に，今回はたくさんの方々に授業実践を見ていただき，またたくさんの質問をしていただき，

とても勉強になりました。今後の教材研究や授業に生かしていきたいと思います。ありがとうござい

ました。


