
始めてみましょう、協同学習 
～教科で、全校で～ 

茨城・学びの会   於．牛久市 ひたちのリフレ 

２０１５年２月１日（日） 

 

  埼玉大学大学院英語教育専修  根岸 恒雄 
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  クイズで自己紹介 （普通は英語でやるのですが） 

（１）根岸は中学校で、①１７年間、②２７年間、③３７年
間、④４７年間務めた。 

（２）大学院で学びたいのは？ 

  英語教育、（    ）学習、（    ）教育 

（３）根岸は去年の夏、どこの国に行った？ 

 ①オーストラリアとニュージーランド、②アメリカとカナダ、 

 ③ケニアと南アフリカ、④スイスとフランス 

（４）根岸の将来の夢（２つ）は？ 

 ① スイスに住むこと、② 日本百名山に登ること、 

 ③ 10人の孫を持つこと、 

 ④ 多くの外国を訪れ、世界を知ること 2 



１ 今日の講座の目標 

（１） 協同学習、学びの共同体づくりにより、
学校が変わる経験を知っていただく。 

（２） 英語の授業での協同学習導入に見
通しを持っていただく。若干の、ワーク
ショップも含めて。 

（３） 授業ＤＶＤを見て、検討していただく。 

（４）まとめと学習課題 
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２ 私と協同学習との関わり 

（１） 熊谷東中学校で１年半（2006年、2007年） 

 ☆中１の少人数の授業6クラスで半年（11月に公開授業） 

 ☆中３の授業６クラスで１年（一応、全校で取り組む合意） 

（２） 大幡中学校で６年間（2008年～2013年） 

 ☆赴任当時の衝撃（生徒は教師の言うことをきかない） 

  ＊前年度、全校が荒れていた（中１は、2クラス崩壊） 

   精神疾患に追い込まれた教師。 

  ＊中２に所属し、中３の授業を担当。中１にもＴ2で。 

  ＊ある先生の話「最後がこの学校では気の毒！」  

  ＊非行、問題行動の続発。「同時多発テロ」。逮捕者。 

（３）埼玉大学で１年間（2014年、多くの方との出会い） 4 



３ 大幡中学校での取り組み 

（１）２００８年度 

 ☆中３、中１で、できることから協同学習を実施。 

  ・中３、全体的に好評。夏休みを過ぎる頃から学習に 

   より意欲的になった。 

  ・中１、入学直後から伏せている生徒が何人も。 

 ☆10月に校内研修会を開いてもらい、「協同学習の重
要性」というタイトルで問題提起、授業ビデオも見ても
らう。「今後の方針（案）」を提起。    （資料①） 

 ☆先進校、研究会に参加 ⇒ 内容を報告。 

 ☆2月に庄司康生先生に来ていただき、校内研修会。 

 ☆2009年度の「校内研修方針（案）を作成 
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（２）２００９年度（改革の１年目） 

 ☆「学びの共同体」づくり（協同学習の推進）に全校で 
取り組んでいくことを決定。 

  目的は「全ての生徒の学びを保障するため」 

 ☆全教師が学年研究授業か全校研究授業を行い、全
員で研究協議を行う。 

 ☆授業研究の目的は、①生徒の「学び合う関係づくり」、
②教師の「学び合う関係づくり」、③高いレベルの学び
の実現。「子どもの参加の仕方」から授業を読み解く。 

 ☆年５回講師を招き、全体研究授業。年４回学年研究
授業。「授業デザイン」を書いて研究（公開）授業。 

 ☆研究推進体制の充実。ベテラン教師が進んで授業を
引き受ける。 ⇒ １年間で急激に学校が変わった！ 

 ☆１月、２年理科の研究授業。「ここは     中!?」 
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（３）２０１０年度（改革の２年目） 

 ☆市と県の研究指定を受ける（１０,１１年度） 

  「ともに学び、ともに鍛える心豊かな生徒の育成 

  ～協同学習（学びの共同体づくり）の推進をとおして～」  

 ☆５回の全校研究授業、４回の学年研究授業。講師。 

 ☆８月に４校（２小、２中）合同の「学び合い学習」研修
会を実施。縦の連携と横の連携。 

 ☆学校はより落ち着きを増し、行事にも本当に意欲的
に取り組み、感動的なものに。３年生は、生徒同士が
相談してクラスの取り組みを進めた。 

 ☆３年生は男女分け隔てなく、とても仲良く生活し、学
んでいた。生徒同士の結びつきの強まりやケアし合う
関係がそれらを支えていた。 
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（４）２０１１年度（改革の３年目） 

 ☆研究発表の年 １１月の研究発表には大きな反響。 

 ☆５回の全体研究授業、４回の学年研究授業。講師。 

 ☆８月に４校合同の「学び合い学習」研修会を実施。 

 ☆本校の「学びの基本スタイル」を決定。 

 ☆私は学び合い学習部責任者。１年生を担当。学級委
員会や学年委員会の取り組みを並行して行ってきた。 
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生徒、学校の実態（2012、根岸） 
（１）上級生になるほど生徒同士がつながり、学ぶ意欲も高まっている。 
（２）かなりあった非行や問題行動が大幅に減っている。 
（３）子どもたちと教師の関係がより良くなっている。 
（４）教師間の信頼関係がより高まっている。 
（５）教師同士もお互いの授業を以前より気軽に参観し合っている。 
（６）この取り組みに成果を実感している教師が多くいる。 
（７）指導主事からは「子どもたちの学ぶ表情が年々良くなっている」という声。 
    ＊詳しくは、根岸の２つの実践報告を（2012、江利川編著内） 



 協同学習（学び合い学習）に対する生徒の声  
                 2010年度３年生 

◎学び合い学習では、“自分がわかる”だけでなく、“人に教える力”が伸びるので
良いと思う。人にもその知識を分けられる。 

◎いろいろな声、意見を聞けて、とても良いと思う。 

◎分からないところがあっても、友達が分かるまで教えてくれるので、すごく助か
る。知識の幅が広がるので、良いと思う。 

◎楽しくみんなで“共同の学び”をつくりあげられる。 

◎バカの人には頭のいい人がいてくれるとだいぶ助かる。 

◎意見の交換ができたり、意欲がわくので、学び合いにする機会がもっと増えると
良い。 

◎英語は、わからない人や英文とかの書き方がわからない人が多いと思うから、
一番学び合い学習にあっていると思う。 

◎英語は苦手だから学び合いにしてくれるとすごくありがたい。一人だとできない
けど、班のみんなとならできる。 

◎日常会話、歌、ペアでのインプット、グループ読みなど、いろいろなプログラムが
あって、とても身近に英語を感じられると思う。 
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ちょっと休憩. 日本アニメの中国名 

a. 龍猫（            ）    

b. 飛天紅猪侠（               ）  

c. 幽霊公主 （              ）  

d. 側耳傾聽（            ）  

e. 怪医黒傑克（              ）    

f. 桜桃小丸子（               ）     

g. 蝋筆小新（                 ）     

h. 龍珠 （                 ）  

i.  航海王（               ）  

j.  接触 （                   ）    江利川氏講演から  
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 ４ 始めてみましょう、協同学習！ 
 
（１）協同学習とは 

 少人数集団で自分と仲間の学びを最大限に高め
合い，全員の学力と人間関係力を育て合う教育の
原理と方法       （江利川、2012） 

（２）実践の目安としては 

 英語教育の効果（人格形成や学力形成）を最大
限に高めるために、全体での授業とペア・グループ
の活動や学び合いを有効に組み合わせて授業を行
う             （根岸、2013） 

＊ケアし合う関係を作る（教師→生徒 ⇒ 生徒同士） 
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資料Ａ  英語教育の目的を考える。 

（１） 授業のあり方、質を考えるときに、英語教育の目的
を考えることが大切です。 

 

（２） 私が考えている英語教育の目的  

 １ 英語教育を通して人格形成を進める。 

  ＊世界と出会わせ、共生の時代を平和的に、人々と 

   力を合わせて諸課題を解決していける人間に 

 ２ 英語教育を通して学力形成を進める。 

  ＊英語を使える力を高める、母語を豊かにする 

  ＊論理的思考力を高め、感性を豊かにする     

（３） 英語教育の長いスパンの中で２つを追求する 
12 



根拠１ 中学校学習指導要領では 

（１）第1章 総則（第１ 教育課程編成の一般方針から） 

・ 公共の精神を尊び，民主的な社会及び国家の発展
に努め，他国を尊重し，国際社会の平和と発展や環境
の保全に貢献し未来を拓（ひら）く主体性のある日本人
を育成するため，その基盤としての道徳性を養うことを
目標とする（学校の教育活動全体を通して行うと強調） 

（２）第2章 各教科 第9節 外国語 

・ 外国語を通じて，言語や文化に対する理解を深め，
積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を
図り，聞くこと，話すこと，読むこと，書くことなどのコミュ
ニケーション能力の基礎を養う。 
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根拠２ ユネスコの勧告（1965年）では 

 『外国語教育はそれ自体が目的ではなく、その文化的
および人間的側面によって、学習者の知性と人格を鍛
え、よりよい国際理解と市民間の平和で友好的な協力・
協働関係の樹立に貢献すべきである』（各国文部省にあてた勧告） 

 

 
根拠３ 外国語教育の四目的では 

  
【外国語教育の四目的】（2001年改訂版） 

1 外国語の学習をとおして、世界平和、民族共生、民主主義、人権
擁護、環境保護のために、世界の人びととの理解、交流、連帯
を進める。 

2 労働と生活を基礎として、外国語の学習で養うことができる思考
や感性を育てる。 

3 外国語と日本語とを比較して、日本語への認識を深める。 

4 以上をふまえながら、外国語を使う能力の基礎を養う。 
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（３）生徒、学生の声 
 

 ① 私の学校の生徒アンケート（３年間全校で取り組んで） 

  「グループ学習は学力を高めることに役立つ」９２％ 

  「グループ学習は楽しく学ぶことに役立つ」９２％ 

                   （2012、根岸） 

 ② 江利川氏の学生アンケート 

  「グループ学習は効果的だ」９８％ 

  「グループでの授業は楽しかった」９６％ 

                   （2012、江利川） 

 ＊協同学習により、楽しく学べ、人間関係力も英 

  語の力も高まっていく。 

  15 



（４）協同学習の効果    （岩田好司、2012） 

 協同学習から期待される効果は様々だが、３つの面 

に分けて考えると次のようになる。 

①対象世界との関わり：認知、学習面 

 学業成績の向上、学習意欲の高まり、積極的な取り組み、
学校・科目に対する好感度の高まり、他。 

②他者との関わり：対人、社会性面 

 協同の技能の改善、多様な考えを受け入れ、楽しむ能力の
増大、低学力や障害をもった学生に対する受容、異民族間
の関係強化など。 

③自己との関わり：心理面 

 自信・自尊感情の高まり、情緒的成熟、アイデンティティー
強化など。 
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協同学習導入後の変容 
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（１）授業中、寝る生徒がほとんどなくなった。 

（２）教室にアット・ホームな雰囲気が生じている。 

（３）グループ内で「説明する」「尋ねる」機会の多い生徒
の成績に向上が見られる。 

（４）一方的な講義にくらべ，定着度が高いと感じられる。 

（５）自分なりに考えたことを発言しあう場が増えた。 

（６）（教員集団として） 研究授業等を通じて教科の閉鎖
性が多少薄らいだ。 

        （「安西の学び」2011より、江利川資料） 



協同学習導入後の学力向上 
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 （広島県立安西高校「安西の学び」2011より、江利川資料） 

４年制大学への進学者=4年間で15名から80名に増加 



問題行動の減少 
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「生徒が仲良くなり，授業がしやすくなった」などの数値化できない成果も大切、          

                                     （江利川資料） 

中退者：2003年度87人→2011年度9人に激減 



５ 私の授業方針 

（１）目標： 「人間教育としての“英語楽習”」 

楽しく学ばせる中で、人格と学力の形成をめざす 

〇コミュニケーション、より大切なのはその中身！ 

〇２１世紀を、世界の人々と平和的に力を合わせ、諸課
題を解決するための人格と学力を育てる 

（２）授業方針 

〇わかる、楽しい、仲間と、表現できる。 

〇世界と出会う：交流、環境、平和、愛、人権、努力等。 

〇豊かな活動と価値ある学び。 

○生徒をつなげ、生徒とつながる。 
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 コの字での一斉授業とペア、グループ学習を有
効に組み合わせて行う。 

（１）基本文の学習では  （資料②） 

〇 導入、説明：コの字で 

〇 対話、Ｑ＆Ａなどはペアで 

〇 問題や自己表現：４人グループで 
＊ 全員が終わったら班長が報告。単語練習や別の課題をやる。 

〇 コの字に戻し、答えの確認、説明。自己表
現の発表等。 

 

 

６ 具体的実践 
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（２）単語や本文の学習  （資料③） 

〇 単語の学習、本文導入、リーディング等：コの字 

〇 読み取り、英問英答、リスニング等：４人グルー
プで 

〇 本文説明、問題の答え合わせ等：コの字で 

〇 リピーティング、シャドウイング等：コの字 

  グループ合わせ読み、一文ずつ回し読み。 

〇 ペア読み、ペアで同時通訳方式読み、ペアで 
単語インプット等も。 
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（３）長文や感動教材の読み取り、入試問題 

  （個人→）グループ→全体でやると有効 

（４）ウォーム・アップの活動 
  ○ ビンゴゲーム：コの字で 

  ○ スマイル・インプット：ペアで 

  ○ パワーアップ・イングリッシュ（日常会話）：ペアで 

  ○ 歌：全員で 

（５）単語テスト、小テスト：ペアで採点し、 

  グループごとに記録、提出 
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（６）新しい文法学習⇒ビンゴで表現を習う⇒ 

 作成メモ⇒自己表現への活動 

 ＊グループを使い、どの英語教師にもできる活動！ 

① ビンゴで表現を学ぶ（発展的な表現も含めるとおもしろい） 

② 作成メモを日本語→英語で書く（事前にやっておく） 

 ＊作成メモがあるから協同の学びが可能に 

③ 自己表現につなげる学びと書き、発表（1時間） 

  その時間の例： ビンゴ（コの字） → 先輩・先生の作品読み
（グループ） → 答え合わせ・表現学習 → 作品書き（グルー
プ） → 発表（コの字） 
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 実践報告① My Precious Personを書く 
                （資料④の１と２）  

（１） ３単現を習った後の活動として。 

（２） My Precious Personを書くのに必要そうな表現を 

   Special Bingoで習う。 

（３） 作成メモを日本語で書かせ、辞書も使い、それを英 

   語に直させる。 

（４） 実際に作品を書く。辞書を頼りにし、わからないとこ 

   ろは友達に聞けるようにする。 

（５） 書いた後は、発表、廊下に掲示等して、交流する。 

 友達の作品を読んでのReading Reportを書かせることも。 
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（７）英語の歌の学習と鑑賞   ワークショップ 

  Reading-Listening方式 （資料⑤の１と２） 

（１） 英語の歌の導入は意外と難しい！ 

  歌詞の意味をくどくど解説すると、だんだん下を向い
てしまう。歌の内容を考えないと、浅くなってしまう。 

（２）グループを活用し、歌詞の内容も考え、鑑賞までめ
ざせるのがこの方法。 

（３）この方法を使うようになってから失敗はなくなった。 

（４） “発展編”：未習単語をはじめに英日で学んでしま
うのが、“簡略版”Reading-Listening方式。 

（５）授業の様子を見てみると（ＤＶＤから） 
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例えば、こんな歌を   

 ○ Dance With My Father （家族愛） 

  ○ Zero Landmine （平和） 

 ○ Puff （過去形の宝庫） 

 ○ The Voice （勇気） 

  ○ I need To Wake Up （環境） 

  ○ You Raise Me Up （仲間、支え合い） 

  ○ Top of the world（２年生でならう表現が多くある） 

 ○ A Thousand Wind （生きる勇気） 

  ○ いつも何度でも （原発を考える・核兵器廃絶） 

 ○ We Are The World （途上国支援）、他多数。 

   27 



 実践報告② 卒業論文として 
 My Dream、My Opinionを書き、交流する。 

（１）中学３年間の学びの総まとめとして、卒業論文を書 
かせる。本音で書いて欲しかった。 

（２）論文の型（Opening, Body, Ending)を教える。 

（３）仲間と力を合わせ、全員がMy Dreamを書き、36人（
96人中）がMy Opinionを書いた。全員が書けたのは、仲
間と力を合わせて書いたから。 

（４）卒業式前日の「感謝と激励のつどい」で、「My Dream
を書いてもらった。２０年後にみんなと会い、どう頑張って
いるか知るのを楽しみにしている。先生も夢に向かって頑
張る」と話した。そのあと生徒たちが私の「退職を祝うセレ
モニー」をサプライズで開いてくれた。 28 



My Dreamから 
 My Dream          Ｙさん 
  Hello, everyone. I will talk about my dream. I want to be a farmer. I have 
two reasons for it. 
  First, I like nature very much. And I want to do a job which has some 
connection with nature. Second, I want to eat vegetables I make. Also, I 
want many people to eat vegetables more. 
  I will do my best to serve the good and safe vegetables to many people. 
Thank you.  
 
  My Dream           Ｕさん 
  I want to be a Korean interpreter in the future. I have two reasons for it. 
  First, I like Korea. There are many wonderful places in Korea. Second, I 
want to   speak with Korean people. I thought so when I watched Korean 
dramas. 
  I will study at a high school from next April. So I will do my best to be a 
good Korean interpreter in the future. Thank you.    
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 My Opinionから 
      Forever the earth       Ｓさん 
    Hello, I’m going to talk about my opinion. We must save the earth. Very bad 
events are happening now. The earth has a problem that is global warming. We 
learned about them at school. One of teachers said, “There is not a light future for 
you.” I was very shocked by hearing these words. Why can’t we have light future?  
So, I thought about them very hard. And I understood two things for it. 
    First, we had a big problem in my country. About three years ago, we had a big 
accident in Fukushima. A lot of uranium was leaked. Many people can’t go back 
home even now. 
   Second, Japan is an island country. The day will come when Japan goes under 
the sea. If it happens we will become refugees. Where is our new country? I think 
there is not ground which all Japanese can live with. 
    I want to save the earth. I’m for and against atomic energy. Because, if we stop 
using it, we have to use more fossil fuels. It is bad for the earth. And it helps global 
warming. But there are many people who are working there. However, atomic 
energy is very dangerous. So, I can’t decide what we should do. 
    I don’t want to lose many animals and nature. To think of the earth is to live 
together. I love the earth. We can change our future by ourselves. We should do 
something to the earth. I hope the earth can last forever! 
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７ ２０１２年度、１３年度の様子 

 ☆方針変更の動きと推進の動き。全体としては継続。 

 ☆研究課題は「言語活動の充実」に変更。 

 ☆学年の「学び合い」の取り組みを充実させてきた。 

 ☆取り組みが弱まるのと同時期に、一部生徒の問題行
動が増加。丁寧な生徒指導や保護者との連携で対応。 

 ☆１３年度３年生は秋以降にすべての生徒が学校に復
帰、授業も充実したものに。質的にも高い授業が。 

 ☆入試・卒業期の取り組みは大変素晴らしかった。３年
生全員出席で感動的な卒業式。サプライズでの私の
「退職を祝う会」、感謝の言葉、歌、寄せ書き。 

 ☆「最後がこの学校で幸せだった！」という思い。 

 ☆協同学習を広げる、民主主義の学校をつくる必要性。 
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 退職祝いの「生徒の寄せ書き」の中から 
 とても多かったのは、「英語の授業がよくわかり、楽しかった。
ありがとうございました。」というもの。それ以外では．．．。 

◎ 英語の授業だけでなく、いろいろなことを私たちに教え、また支えてくれて本当にありが
とうございました。三年間楽しかったです。                 UYさん  

◎ 先生のご指導のおかげでここまで素晴らしい学年をつくり上げることができました。これ
からはお体に気をつけて、楽しい生活を過ごしてください。       KRさん 

◎ ３年間ありがとうございました。先生の授業はわかりやすく、楽しかったです。お身体に
気をつけて、大学院でも頑張ってください。                 SYさん 

◎ 厳しくもやさしい根岸先生、今までありがとうございました。Have a nice day!  TD君 

◎ ３年間お世話になりました。めっちゃ迷惑かけてしまってすみませんでした。これからも元
気でいてください。                               KUさん 

◎ 優しくとても良い先生でした。３年間ありがとうございました。   YYさん 

◎ ３年間お世話になりました。素直になれず、先生にあたってしまいました。すみません。で
もすごく尊敬しています。                            KMさん 

◎ ３年間ありがとうございました！これからは大学での勉強と大好きな登山を、身体に気
をつけて楽しんでください。                           MN君 

１、２年生にはインフルエンザで学級閉鎖がある中、３年生は全員健康で出席し、
素晴らしい卒業式が行われました。 32 



８ 学習、実践の資料として 
○「学校の挑戦」  （佐藤学、小学館） 

○「学校見聞録」  （佐藤学、小学館） 

○「楽しく英語力を高める“あの手この手”」  

 ～教科書の扱い・歌・協同学習～ （根岸恒雄、三友社出版） 

○「協同学習を取り入れた英語授業のすすめ」      

              （江利川春雄編著、大修館書店） 

○「英語の授業づくり アイデアブック１１」 

     ～中学英語 授業で使える教材集～        

              （柏村、安野、吉岡、三友社出版） 

○月刊誌「新英語教育」 （三友社出版）  

    
33 



 

34 



資料Ｂ 協同的学びにおける学びの成立要件 

      真正の学び（authentic learning） 

              ＝教科の本質に即した学び 
 

 

 

 

 

 

 学び合う関係                    ジャンプのある 

  （聴き合う関係）                     学び 
                   ＊佐藤学氏資料より 
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（１） 学び合う関係づくり 

（１）教育の効果を最大限に高めるために、全体で
の授業とペア・グループの活動や学び合いを有効
に組み合わせて授業を行う。 

（２）１つの教科で実施しても関係はできるが、すべ
ての教科で行われる方がずっと効果が高い。（学
びの共同体づくり：授業改革と教師の研修を中
心に据えた学校改革）。 

（３）ペア、４人グループを作っておくことが必要。 

（４）「教え合う」のでなく、学び合う。自分から聞く。 
36 



（２）英語科における真正の学び 

（１）英語教育の目的をふまえる。（目的論） 

（２）学ぶに値する教材を使う。（教材論） 

（３）英語教育の方法を学び、熟練する。（方法論） 

（４）一番学力差のつきやすい教科 

   ⇒共有の課題を丁寧にあつかう。 

（５）探究だけでなく、活動やトレーニングを多く伴
う教科。どのペア・グループも機能することが望
ましい。 

（６）ペアも有効活用する。 

（７）ペア、グループの組み方。（2012、江利川、Ｐ208） 37 



（３）英語科でのジャンプのある学び 

（１）教科書以上の高いレベルの課題ということ。 

（２）難易度とともに、学びの質が問われるべき。オーセ
ンティック（本物の）教材や人格形成に関わる教材等
を有効に学ばせたい。 

（３）難しさだけの追求は「落とし穴」になり得る。だから
共有の課題を丁寧に。そして高い課題の追求を。 

（４）「個人学習の協同化」も有効。例えば、自己表現（
作文）を書かせるときにもグループを作らせ、聞き合っ
てやらせる。⇒全員が書ける。 

（５）All in Englishの授業がジャンプの学びを促進するか？ 
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（４） 「学びの質を高める」とは？ 

（１）長期で言えば、「英語教育の目的（人格形成や学 

  力形成）を高いレベルで達成させる」こと。 

（２）短期で言えば、「その授業のねらい（学ばせる内 

  容やつけたい力等）を高いレベルで達成させる」こ 

  と。 

（３）「協同学習を取り入れて、学びの質を高める」と 

  は、「協同学習を取り入れることにより、英語教 

  育の目的や授業のねらいをより高度に達成させ 

  ていく」こと。 
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