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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

茨城県 中学校 （発表者：鴨志田悟先生）

教育の目的は諸説あるが，伊東での研修会において佐藤学先生のご指摘である「一人一人の幸

福につながる学びはいかにあるべきか」との問いは私にとって大きな機転であった。

学校教育の目標の中に含む，人としての使命や志を意識し人生をいかに生きるかという夢をも

つ必然性，そしてそれらを学校生活の中で追究する目標づくりとそこへのアプローチが最終的に

人生の幸福につながることが学校であろう。

本セミナーにおける私の学校づくりの発表では，実践過程の強調に時間を多くさき，学校づく

りのビジョンについて，より深く伝えられればよかったなと反省しています。生徒一人一人が主

人公として認められる民主的な学校はどうあるべきか，私自身の考える機会にはなりましたが。

3年余りの学校づくりの発表の中で，佐藤学先生や岩本先生をはじめ，多くの方にご指摘をいた

だいたことは，生徒一人一人の学びの保障を考えている峰山中学校の学校づくりのための宝であ

る。本校が抱えている生徒指導を含めた諸課題の解決のための励ましでもある。9月からの実践に

つながります。多くの同僚と参加した本セミナーは心も体もあたたかいものでした。

本当に多くの方々にお世話になりました。ありがとうございました。

茨城県 小学校

先日は夏のセミナーに参加させていただきありがとうございました。

このセミナーには，毎回参加させていただいているのですが，いつも，自分のこれまでの取り

組みを反省し，次に繋がる一歩を踏み出す勇気を与えてもらっています。今回も 「学びの共同体，

とは何か 「学びをつくるとはどういうことか」ということを，もう一度原点に戻って考えること」

ができました。

第１部の鴨志田先生の発表を聞いて，まず，こういう校長先生の下で働きたいと思いました。

鴨志田先生は，しっかりとヴィジョンを持ちながらも，各先生方の様々な考えも受け入れている

所が素敵だと思いました 「一人一人が主人公となる学校づくり」という言葉もいいなあと思いま。

した。発表の中で見せていただいた，下を向き，授業に参加できなかった生徒達が，協同的な学

びを展開することで，顔が上がり，笑顔になり，肩を寄せ合って学ぶ姿へと変わっていく・・学

びの力ってすごいなと思いました。でも，それは一朝一夕にできることではなく，日々のたゆみ

ない積み重ねであることが資料を通してよく分かりました。学びの共同体とはどういうものか，

教師がどのようにかかわっていけばいいのか・・自分が迷ったときに，参考にさせていただきた

い資料で，宝物がまた一つ増えたように思います。

第２部の小島先生の授業ビデオでは，先生のゆったりとした雰囲気と生徒達と一緒になって学

ぼうとする姿に，私も自然と吸い込まれてしまいました。美術（図工）の鑑賞では，私も以前か

ら文章表現力のある子が結局いい成績になってしまうのではないかと考えていましたので，対話

型鑑賞という方法はなるほどと思いました。一枚の絵を見ながら生徒達の話が止まらない。そし

て，どんどん新しい見方が生まれ，友達の発言を受けて自分の見方も変えていく。これは，この

授業に留まるものではなく，城南中の生徒の学び方なのだと思いました。どんな事を言っても受

け入れてもらえる，支えてもらえるという安心感，かかわりの柔らかさを感じました。授業の最

後に小島先生の言った「いっぱい意見を出してくれてありがとう 「先生が見てて思っていること」
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って，一個，一通りしかないんだけど，みんなからいろんな意見が出てくるのは大人からすると

すごく面白いの」という言葉は，先生が，一人の学び手としてのモデルを示しているように思え

て，こんな先生なら子ども達も信頼し，一緒に学んで行こうと思ってくれるんだろうなあと思い

ました。今度はぜひ生の授業を参観したいと思いました。

佐藤学先生のお話で，今回一番印象に残ったのは 「書く力を付けたいからといって，書く練習，

ばかりさせても表現力はつかない。対話を訓練することで表現力，書く力は自ずと付いてくる 」。

ということでした。ついつい，書き方ばかりに目を向けて指導してしまいがちですが，小さい子

が言葉を獲得していくように，話を聴くこと，友達の考えを受け入れることが，語彙を増やした

り，表現力を伸ばす上で効果的なのだということが分かりました 『一人で考えなさい 『自由に。 』

・・』今まで，いいと思って自分が子ども達に投げかけてきた言葉を振り返ると，一人一人の学

びに壁をつくってしまっていたことが多いことに気付きます。これからは 「子ども達一人一人が，

主人公」となれる教室を目指して，自分にできることを粛々と実践していこうと思います。

ありがとうございました。

茨城県 中学校

私は，鴨志田悟先生の実践報告から，次のようなことを学びました。

「学びの共同体」への取り組みの始め方

事実をもとに 「学びの共同体」の取り組む意義を先生方が共有するという方法は有効だと思い，

ました。

授業から「集中できない 「一斉授業についていけない」という事実を見とること。」

生徒の感想から「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 」という事実を知ること。。

写真を撮り，一人ひとりの先生方に提示し 「ここの課題は良かったんだけど，これはどうだろ，

う？」と面談し，子どもたちには「友達と一緒に考えてみたい」という欲求があるのだという事

実を共有すること。

それらの事実を共有することで，すべての先生方が意義を理解し，共通理解を図り，取り組み

をスムーズに始められたのだと思いました。

「学び合い」についての学び方

「学び合い」についての学び方も良い実践だと思いました。

「学校の挑戦 「教師花伝書」を購入し，毎週月曜の放課後に読むということは 「学ぶ」時間」， ，

を確保するとともに 「学び」を学び続けることができる方法だと思いました。，

また，章ごとにレポーターが内容と学んだことをレジュメで報告し，全員で話し合うことは，

すべての先生方の意識を高めること，すべての先生方の多様な考え方を知ることができたのでは

ないかと思います。

「学び合い」の成果

「 」 ， 。学び合い を続けることで着実に成果は得られるのだということを知り 心強く思えました

「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 」ということは写真を通じて十分に伝わってきました。。

また 「質の高い学び→深い教材研究，質の高い学習課題」を追求することで，結果的に学力も，

ついてきたという事実（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→つくば市に匹敵）は，佐藤学先生の「学力を高めるには，

学力を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
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い学びを追求したときに，学力は伴って伸びてくる 」という言葉を証明するものでした。。

ビジョンを持つということ

鴨志田先生の学校経営ビジョン「生徒一人一人の学びを保障する学校 「生徒も教職員も一人残」

らず成長し合える学校」を求めた上で 「生徒一人一人が主役となる学校づくり」というビジョン，

は，とても明確で，先生方も共通の意識で実践をしやすいのではないかと思いました。私は今，

担任，教科担任をしていますが 「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」というビジョンをしっかりと持ち，子どもたちにも伝え，示し

ていきたいと思いました。

また，鴨志田先生は，校長として先生方の授業（50分の授業）を年間150回見ると宣言されまし

た。ビジョンを実現させるため，進んで学ぶ姿勢は，先生方の学ぶ意識を高めると思います。

「 ， 」「 」（ ）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 佐藤学先生

そして 「学び続ける教師がいる限り，同僚の教師は学び続けられる。学び続ける教師に，同僚の，

教師は信頼を寄せる」のだと私は思います。

茨城県 市教委

第１部の峰山中学校校長鴨志田悟先生の実践報告から，次のようなことを学びました。

まず，学校づくりのリーダーとしての校長のあり方です。私は学校改革には校長の強いリーダ

ーシップによるトップダウンがある程度必要であると考えます。これまでは，校長が管理職とし

ての立場から職員に指示するという，いわゆる上意下達（じょういかたつ）のイメージでした。

しかし，鴨志田先生のお話をうかがってそうではないことに気付かされました。私は，鴨志田先

， ，生の考えるリーダーシップとは 校長としての自分が学校づくりのヴィジョンを明確に示したら

もうひとりの自分は職員と同じステージに降り立ち 「管理者」ではなく「当事者」のひとりにな，

って授業づくりにとことん付き合っていくことだと理解しました。年間に１５０時間もの授業を

フルで見ることを目指しているのは，そのリーダーシップの表れだと思います。校長の職務全体

のボリュームを考えても容易なことではありませんが，ともに授業づくりに立ち会っている事実

によって，学校づくりに対する静かな情熱が職員，生徒そして保護者や地域にじわじわと伝わっ

ていくはずだと思いました。

また，リーダーはぶれない軸を持ちながらも，同時に柔軟性も必要であると考えます。たいて

いの場合それらの両方を満たすことは至難ですが，鴨志田先生は見事にそれらの両立を実現して

いることがわかりました。特定のスタイルを強制するのでも，それぞれの教師がもっている授業

づくりに対する考えやこだわりの多様性を否定するのでもないが 「ていねいな授業であれ」とい，

う理念は絶対に譲歩しない。このように，決してぶれないけれども同時に柔軟で多様な価値に寛

容な鴨志田先生の姿勢が，多様な価値観をもつ先生たち１人１人を尊重することにつながってい

るのだと思います。最初のスタイルは様々でも，ていねいな授業の実現を目指して突き詰めてい

くと，必然的に教師の話し方，動き方，見取り方，学習形態，子ども同士の関わり方などが同じ

方向にむかい，それがその学校らしさになっていくはずです。学校づくりは決して焦ってはなら

ないというのはこういうことなのかと，まさに目から鱗が落ちる思いで拝聴しました。

第２部の小島先生の美術授業からは，芸術の教育にも他の教科にも通じる重要なことを学びま

した。書くことと対話の関係，個別探究（１人学び）と思考の関係などです。

まず，書くことについては，私を含めた多くの教師がある固定観念にとらわれていることに気

付きました。それは，まず自分の意見をもつ（書く）ことが大切で，それらをもとに交流する，

というプロセスです。しかし，よく考えてみれば，一旦書いたものはなかなか変えようとしない

のが人間であり，一度書き終えたらそれ以上考えたり他の意見を聴いたりするのが面倒になって
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しまうのも人の常です。よかれと思って先に書かせることが却って深まりの妨げになっていると

いうことです。そのような簡単なことになぜ気付かなかったのだろうと思います。最も思考停止

に陥っているのは私たち教師ではないかとさえ思います。小島先生の授業の中では，始めに子ど

もたちが一枚の絵を前にして十分つぶやいたり語ったりしていて，その後の映像は省略されてい

ましたが，書かれた資料を見るとどの子どももある一定のボリュームの文章になっていて驚きま

した。その間に子どもたちの脳の中で起きていたのは，絵画から何かを感じながら，友だちの語

りと自分の感想とをすり合わせ，一部を修正したり全面的に変えたりしながら自分の感想を形成

していくという過程であったのではないかと想像しました。書いたことは修正しにくいけれど，

頭の中にある考えは容易に修正できるということです。そして，自分が納得したものを言葉とし

て表出すればよい。このプロセスであれば，文章力の弱い子どもでも，言葉にできない自分の感

覚や思いを，友だちの言葉を借りて表現できます。小島先生のすばらしいところは，そのような

事態を予想して黒板にキーワードを示すことも実践しているということでした。どの子どもにも

。 ，質の高い学びを保障するというのはこういう指導になって表れるのだと思いました このことは

美術の鑑賞に限らず，どの教科領域にも適用できる新しい学びの姿であり，これからの授業づく

りにおける重要なコンセプトであると確信できました。

１人学び，自力解決，個別探究などと言われる活動のあり方についても，改めて問い直す機会

となりました。これまで，多くの教師が，どんな場合でも「まずは自分で考えなさい」と言って

きたことは本当に正しかったのでしょうか。そもそも「１人でできること」は，ヴィゴツキーの

発達の最近接領域より下にあり，友だちの支援も教師の指導もなく解決できることです。学級の

全員が１人でできる課題であれば，協同的な学びにならないし，４０人の子どもたちの中で，１

人でできる子どもにとってはできても，それ以外の子どもたちにはできない課題であれば，１人

学びの時間は学びが成立しません。全員にとって１人ではできないけれど，先生に教わらなくて

も友だちと一緒ならできるかもしれない課題に取り組むには，１人学びではなく始めから協同が

必要，ということになります。私は北海道から参加した先生とこのことについて話し，新しい発

想で授業をデザインしていく必要性を共有しました。

佐藤学先生の講演は，そのときにすぐ理解できないことがあり，何度目かにようやく腑に落ち

るということが度々あります。今回は，ぼそぼそつぶやくグループが深く学んでいるのはなぜか

ようやく納得できました。それは，未知の世界を探っているからということです。１人ずつでは

解決できない課題，すなわち発達の最近接領域にある課題に挑戦しているから未知の世界を探る

ことになり，考えながらぼそぼそ話すようになります。ヴィゴツキーの考え方と課題やグループ

学習のあり方がここでつながりました。

また，小島先生の授業について，シャガールの絵画のタイトルを与えなかったことについてコ

メントされていました。私も，この絵の最低限の情報を与えなくていいのかと思いながら授業ビ

デオを見ていました。というのも，文学の授業でも，作品の中の誰が何処で何をしたという，読

み手の誰もが読みとれる情報を共有します。そこから，どんなことを想像するかが個々に異なっ

てくるから，違いを交流できます。今回の授業のねらいは，作品に対する見方や感じ方の幅を広

， 。 ， ，げることでしたから それでよいのかもしれません しかし より成熟した鑑賞力を育てるには

佐藤先生が指摘されたように，一定の条件を付与した課題で試してみるとよいと思いました。

学びによって支えられている女子生徒の事例を伺って，全ての子どもに学びを保障するとは，

どの子どもにも学びの作法と習慣を身に付けさせること，学ぶことは遊ぶことと同じかそれ以上

に楽しいことであるという実感を持たせることが本当に必要だと思いました。ある先生の学級で

学び合って育った子どもたちは，翌年度にどんな先生に担任されても決して崩れない，という事

。 ， ，例もあるそうです そのような子どもたちを育てるためにも 私たち教師が子どもの事実を見て
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これまでの常識にとらわれずに，自分の頭で考えて授業をつくっていく必要があると痛感しまし

た。

埼玉県 中学校

茨城学びの会「夏の授業づくり・学校づくりセミナー」では，大変お世話になりました。学び

の共同体により，生徒が生き生き学習している姿に接し，本校でも取り入れたいと思い参加させ

て頂きました。鴨志田校長先生の学校づくりは大変参考になりました。また，小島先生の美術の

授業も，教えがちになりやすい授業を，生徒に寄り添い，生徒と共に授業をつくることの大切さ

を改めて実感しました。

佐藤先生の講演も大変参考になりました。機会がありましたら，峰山中学校，城南中学校の授

業を参観させて頂きたいと思っています。また，岩本先生の「 学びの共同体』をめざして」を再『

度読ませて頂きました。是非岩本先生にもご都合がつくようでしたらご来校をお願いし，ご指導

して頂きたく思っています。

本当に，ありがとうございました。

茨城県 中学校

佐藤先生のお話は，刺激的でした。鑑賞の評価のについてお話が出ましたが，パフォーマンス

評価として思考力や判断力をはかるしかないのかな，そのために教師自身も何を思考させるのか

課題設定や発問についてよく段階的・計画的に考える必要があると思いました。

東京都 中学校

夏の授業づくり，学校づくりセミナーに参加させていただきありがとうございました

8月11日（土）のセミナーに参加させていただきましてありがとうございました。私自身の足り

なさともっともっと学ばなければならないことを痛感した一日でした。峰山中学校の鴨志田悟校

長先生のご報告から，岩本泰則先生の著書にも現れているように，校長のリーダーシップのあり

方を学ばせていただきました。第１に，ビジョンを明確に職員に示し，ブレない，そして着実に

進める実行力をもっておられること。第２に，職員と一緒に学校づくりを進める実践者であるこ

と。第３に，50分フルの授業を150時間も見る行動力というのか，校長として真摯な姿勢で職員を

育てておられること。第４に，第２と重複するようですが，職員を信頼し，尊重し，柔軟に対応

し，ともに歩んでおられること。お話ぶりがとても軟らかく，暖かく，包み込むような優しいお

人柄であり，このような校長先生なら，職員が信頼を寄せるのは当然だろうと思いました。先生

のお話の中で，北中学校で，佐藤学先生の著書「教師花伝書」を全職員分購入して，毎週月曜日

に読書会をやられたというお話しがありましたが 「すごいなあ」と思いました。多忙な教員が一，

定時間を拘束されるばかりでなく，レジュメづくりや全員があらかじめ読んでから読書会に参加

している事実に，鴨志田校長先生のリーダーシップと人材育成の素晴らしさを感じました。先進

校への視察，校内研修の回数の多さにも驚きました。さらに，峰山中学校の先生方が半数参加さ

れていることだけでもすごいなあを思いましたが，先生は 「宿泊研修をしたかった」とおっしゃ，

ったのにさらに驚きました。そのぐらい情熱と行動力をもって当たらなければ，生半可なことで

は目標を達成することができないことを学びました。北中学校の先生が，鴨志田校長先生がおら

れなくても続けていくと話されていたことで，校長先生から職員にちゃんとバトンが渡っている

ことを感じ，学びの共同体の理念が正しいことを実感いたしました。本当に，鴨志田悟校長先生

のお話を拝聴できて本当によかったです。私も私なりにですが，頑張ろうと心から思いました。

本当にありがとうございました。
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千葉県 高校

千葉・房総半島南端の定時制高校から参加させていただきました。

この度はセミナーに参加させていただき本当にありがとうございました。

当日の感想などを添付文書として付けさせていただきます。

小島先生の授業研究はもちろん内容自体が素晴らしいと思いますが，それと同時に，若い先生

があのような場で，様々な先生方からの質問等にも自身の言葉でしっかりと対応されていたこと

や，また小島先生を支える校長先生はじめとした城南中学校の（まさに「同僚性」の高い）教師

集団の素晴らしさに本当に感銘を受けました。できることならば一度城南中学校の校内研にお邪

魔させていただきたいと思うことしきりです。

千葉・房総半島の片隅にある定時制高校で，周辺校とも協力しながら授業力向上を目指した勉

強会を立ち上げたいと考えています。

そしてその目的の大きな一つには若手教員の育成を企図しています。そのようなことを考えな

がら今回のセミナーに参加させていただきましたが，城南中学校はじめ茨城学びの会の皆様の営

みに圧倒されつつも，できるところは「真似る」ところから学んでいきたいと思っています。

， 。今後ともお教えいただくことばかりが多いと存じますが なにとぞよろしくお願いいたします

昨年度まで教育行政で人権教育を担当する仕事をさせていただきました。障害のある子どもた

ち，経済的貧困にある子どもたち，日本語を母語としない子どもたち…等々，さまざまな「しん

どさ」を抱えた子どもに学校はどう向き合うべきか。

そのような中で出会ったのが 「効果のある学校 「力のある学校」の営みでした。， 」

子どもの学力は家庭の経済力や文化資本が大きく影響するといわれる中にあって 「しんどさ」，

を抱えた子どもの学力形成に一定の成果を上げている学校に出会いました。…「公立学校の使命

とはしんどい子らをあたりまえのところにもっていくことだ」という元中学校長の言葉にも出会

いました。…これこそ，すべての学校が取り組まなければならない人権教育だと直感しました。

確かに人権課題は各種様々な個別的課題があります。その個別課題にしっかりと向き合うため

にも，教育活動の中核をなす授業を中心とした学校の基盤が築かれていなければならないのであ

り，それは「すべての子どもの学力を保障」しようとする教師集団の形成であり 「ねえ，ここの，

ところ教えてよ」と言える学習集団の形成でなければならないと思い至りました。

図らずも今年度，定時制高校に着任させていただき，いままで頭の中で考えてきたことを具体

的な実践につなげていく必要を感じています。

「 」 （ ）佐藤学先生の著書や 学びの共同体 に集う先生方や学校 茎崎高校[茨城]・睦中学[千葉] 等

の実践を拝見させていただきその報告をしつつ自校の先生方とディスカッションしています。

2学期には，授業検討会を立ち上げてみたいと思っています。

まだまだ海のものとも山のものとも…の段階に過ぎないのですが 「意識は行動で変わる」とい，

う佐藤学先生の言葉を胸に前に一歩踏み出してみたいと思っています。

勤労者の学力保障に一定の役割を果たしてきました定時制高校の役割は現在，不登校等さまざ

まな背景を抱える子どもたちの「学び直し」に拡幅しつつあります。そしてその「学び直し」は

個別的支援による基礎的知識・技能の習得を中心とするのではなく，仲間と共に学び合うこと…

まさに「学ぶ」という行為の再構築によらなければならないと思っています。…でなければ「生

涯を通じて学習する基盤」をつくることは達成できないと思うからです。

浜之郷小学校に特別支援学級がないことや本セミナーで紹介された小島先生の授業には特別支

援対象の生徒が４人いたことなど 「分けないことの大切さ 「同質ではないものの出会いの大切， 」

さ」を改めて感じ取りました。
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また，小島先生が絵の題名を子どもたちに提示しなかったことについての佐藤先生言葉（ 制約「

」） ， 。があるからこその自由 は 対話型の授業を進めていくうえで大変大きな示唆をいただきました

また機会があればぜひ参加させていただきたいと，その時はできれば本校の職員とともに参加

させていただきたいと強く思う一日でした。

どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

東京都 大学

学びの共同体を中学校に入れるプロセスについて，じっくりうかがうことができて，とても参

考になりました。鴨志田校長の淡々とした語り口から，先生方が授業にじっくりと挑戦できる環

境が作られている様子をうかがい知ることができました。

， ，北中での３年の取り組みだけでなく 峰山中での取り組みにも多く言及していらっしゃるので

常陸太田市での取り組みの広がりを知ることもできて有益でした。

報告の中で，北中や峰山中の研究主任の先生に話を振る場面があったが，鴨志田校長の考えて

いることが，授業をされる先生方にも浸透していて，鴨志田校長が，先生方を信頼しきっている

様子も印象的でした。実践報告をされる先生が登壇されるときに，イントロをされる校長先生は

たくさんいらっしゃいますが，ご自分の話の中で，先生方に話をしてもらう方はあまりいらっし

ゃらないのではないでしょうか。

☆小島水絵先生の授業と協議について

実際に絵を見ながら，導入部分を再現していただき，問いかけのあとの１分ほどの時間が，と

ても心地よかったです。授業を見せていただいた時にも感じたのですが，アートの時間はこのよ

うにして作られているのだということを改めて感じました。佐藤先生の絵の解釈は，すごいの一

言でした。ただ，絵の中のストーリーを感じとるという意味で，鑑賞のヒントはたくさん詰まっ

ていると感じました。

茨城県 中学校

鴨志田校長先生の北中の実践発表から，全職員で研修することの大切さやそれを進めるための

具体的方法を学ぶことができました。

石岡城南中の美術の授業実践から，教師の年齢ではなく，教材研究への熱意と生徒たちの考え

をつなげる技術が一人一人の学びを保障するためには不可欠であることを知りました。

佐藤学先生の著書などから学ばせていただいていましたが，実際に話を聞けて，佐藤学先生の

熱意と講話のおもしろさに引き込まれてしまいました 特に 全国学力・学習状況調査の見方 授。 「 」「

業時数 「話合いと学び合いの違い 「よい授業者の反応」などが，とても参考になりました。す」 」

ばらしい機会を与えてくださった学びの会の方々へ感謝いたします。ありがとうございました。

茨城県 小学校

峰山中，城南中の実践発表大変参考になりました。学び合いを積極的に取り入れた授業改善に

感銘しました。

佐藤学先生の力のこもった講演を拝聴させていただき，今後の研究の方向性を示していただい

た思いです。一人ひとりの学びを大切にし，学びの共同体，授業づくり，学校づくりに邁進する

所存です。

今後とも著書や講習会から学んでいきたいと思います。ご指導の程，よろしくお願いします。

愛媛県 中学校
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今回のセミナーに参加する目的は二つありました。一つは，佐藤学先生の講演をはじめ茨城・

学びの会の実践から「学びの共同体」についての理解を深めることです。二つ目は，本校は以前

から定期テスト等に順位をつけています。私は「順位」と「学びの共同体」とは共存できないと

考えています。その点を明らかにすることでした。

数年前から「学びの共同体」に関心を持ち学習をしてきましたが，愛媛県においてはまだ拠点

校となる学校はありませんし，関心を持つ校長や教師はほとんどいません。前任校でも校長とし

て「学びの共同体」を取り入れた学校経営をしたいと考えていましたが，中途半端な実践で終わ

ってしまいました。今年４月に本校に転任し，再び「学びの共同体」を取り入れた学校経営をめ

ざしています。茨城の先生方の素晴らしい実践に接し，大変参考になりました。しかも，この６

年間でこのような広がりを構築されたことにただただ驚いています。先生方の熱意に深く敬意を

表します。

「順位」については，直接佐藤先生や岩本先生からお話を伺うことができました。広島や茨城

などでは「順位」はすでになく，教育が競争から共生へと転換していることに大きな勇気を与え

ていただきました。

今回のセミナーで学んだことをもとに，まだ競争の教育が根強く残っている本校の改革を少し

ずつ進めてまいりたいと考えています。茨城・学びの会のますますのご発展を祈念申し上げ，お

礼に代えさせていただきます。ありがとうございました。

茨城県 中学校

「教師花伝書」を存じませんでしたので，読むきっかけができました。早速，休業中に読んで

みたいと思います。

昨年度もセミナーに参加させて頂いたのですが 「学び合い」に参加しない孤立化する生徒にど，

のような働きかけをすれば良いのでしょうか？生徒に提示する課題が，魅力あるものになってい

ないためでしょうか？ 未だに解決できないでいます。今後も研修と実践を繰り返していきたいと

思います。

また，生徒の発言や考えを大切に扱い 「聴く 「つなぐ 「もどす」という支援を十分にでき， 」 」

ていない自分がいます。今の自分は，生徒の意見を聞いているようなふりをしているだけかもし

れません。生徒の思考スピードを無視し，教師が進めたいように発言を誘導しているように思い

ます。2学期こそは，変革したいと考えています。

最後に，生徒の学びが成立しているかどうかを見る視点をもっていない自分がいます。この点

が，どう改善すればよいのか見当もついていません。ご指導ご助言をいただければ助かります。

今日のセミナーも昨年度に引き続き，とても貴重な研修になりました。ありがとうございまし

た。

茨城県 中学校

感性を育み，素直に自分の感じたことを表現できる場，それが学級であることを知らされまし

た。現在の自分の立場としては，それを学年にまで広げた環境にできればよいと思いました。

午前中の佐藤先生のお話の中で教育の本質が問われた内容が多くあったと思います。理論や方

法も大切ですが生徒と先生，生徒と生徒の人間関係づくりが学習，特に学び合いには必要である

ことがよくわかりました。普通学級にいる手のかかる生徒を学級の中で成長させることが学級全

体の成長につながると再確認させられました。
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茨城県 中学校

石岡城南中の美術の授業は，昨年ある先生から報告を受けていた授業でした。実際に授業を見

て，子どもたちと先生が１対１で言葉をつないでいたり，子ども同士で言葉がつながり合う姿が

見られ，驚きを隠せませんでした。佐藤学先生が言っていた「アート」の教育になる部分と推察

しました。

学びにおける３つの対話

・対象（テキスト）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）

対話とは聴き合う関係の上に成り立つ。そのためには教師の教材に対する深い理解が必要であ

り，教材研究が必要であると感じている。

茨城県 中学校

鑑賞の授業では，個人，全体，グループと，段階ごとにストーリーができていく可能性を感じ

た。

友達の意見に刺激されて，言葉を獲得していくことは，考えを深めていく過程そのものである

と思った。学び合いの中で人間が成長していく根っこのような光景をみた気がした。

子どもの発表を聞く時は，テキストのどことつながるか，誰の発言とつながるか，子どもの思

考とどうつながるか，に留意しながら聞くことが大切である。

茨城県 中学校

授業では，整然とした環境の中で始まることの大切さを学んだ。また，発問や写真の提示の仕

方で生徒の注意を惹きつける方法も素晴らしいと感じた。

研究協議会では，学び合いを実践するにあたっての基本について学ぶことができた。聴き合う

ことの重要性，教科の本質を学ぶこと，ジャンプの課題など大きなポイントを意識しながら授業

の改善に役立てたい。

茨城県 中学校

， ，ジャンプのある課題を生徒に与えることによって 生徒は教師がむずかしいと考える課題でも

意欲的に課題を解決しようとする。また，学び合いのしかたを全学年，全教科で指導することで

生徒は学び合いのしかたを身に付けていくことを学んだ。

学びを確かなものにするには言葉と手と頭を使って，学び合いができるように授業をデザイン

していくことが大切である。そのためには，グループ活動で考える時間をたくさんとることが必

要である。

茨城県 中学校

「学び合い」の前提に先生と生徒，生徒と生徒の人間関係が非常に大切であることを学んだ。

また，生徒一人一人を生かすためには「学び合い」がとても必要だと感じた。

「学び合い」は人間と人間とのつながりであることを学んだ。また，先生の意欲は生徒に伝わ

ると思った。
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茨城県 中学校

実践発表をお聞きして，1人残らず学べる授業づくりを行なっていきたいと思いました。

初めて講演をお聞きして，様々なことを学びました。学び合いが北欧から始まったことや世界

中十で行なわれていることを学びました。そして，学び合いとは個の学びを共同的な学習である

と再確認しました。

茨城県 中学校

学び合いをスタートする峰山の課題が分かったような気がする。そして,成功するために他の学

校の先生方にも興味をもっていることを強く感じた。

この佐藤学先生の講演で学んだことはたくさんあるが，先生の話の中で「高校生が授業が易し

すぎて学校をやめてしまう。だから学びの授業を取り入れること（ジャンプの課題）をすること

が退学者を減らすことなんだ 」ということを学んだ。今後の授業で難しい課題を考えたい。。

茨城県 中学校

石岡城南中の美術の授業では，生徒と先生，生徒同士で言葉がつながり合う姿が見られ，すば

らしいと感じた。導入時の工夫，落ち着いた雰囲気が，その後の授業に影響している。

学び合いには，生徒と教師，生徒と生徒の人間関係作り，そして授業をデザインしていくこと

が大切である。また，質の高い授業作りが大切である。

茨城県 中学校

鴨志田校長先生の北中学校の実践発表の部分から峰山中学校の進むべき研究の方向性を示唆す

るものが多く学べました。

佐藤学先生の講演の中から「学びとは未知への手探り」という言葉が印象に残りました。そし

て，発展的な学習内容が定着してから基礎的・基本的な学習内容がより確実に定着していくとい

うことを学びました。

茨城県 中学校

校長先生の北中での実践発表から，全職員で研修することの大切さやそれを進めるための具体

的方法を学ぶことができた。

石岡城南中の美術の発表から，教師の年齢ではなく，教材研究への熱意と生徒たちの考えをつ

なげる技術が一人一人の伸びを保障するためには不可欠であることが実感できた。

全国学力・学習状況調査を見る視点（臨採比率・教師の教養）

授業時数が多いほど学力が低い （先進国）。

よい授業者は子どもの考えを受けとめるとき，授業全体の関係性を考慮しているので，反応が

ワンテンポずれる。

学びには，手と頭とことばを使うことが大切

「話合い」と「学び合い」の違いはつぶやきの交流があること


