
那珂市立第二中学校

実践発表を終えて

今回，授業実践を発表することで，気づいたことがありました。授業を振り返ることが大切なよ

うに，授業実践も，やりっぱなしではなく，まとめ，振り返ることも大切だということを認識する

ことができました。今回の事前準備を通して 「こうしたい 「こうしよう」という改善点や課題が， 」，

はっきり見えました。

佐藤学先生コメントから

『英語の授業は，オーセンティック（Authentic）な教材でやるべきだと言ってるんですね。オー

センティックな教材，本物の教材をテキストに持ち込まなきゃだめだよ 』英語の授業において，Au。

thentic（形 真正の，本物の，ほんとうの，実際の）な教材を取りいれることで “真正の学び”，

ができることをはっきりと認識することができました。今後も挑戦を続けていきたいと思います。

「 ， 」 ， 。そのために 視野を広くもち 学び続けていかなければ と 決意を新たにすることができました

『何が良いかというと，見てて分かるんですけど，グループになったときに，子どもたちがうん

とやわらかいよね。夢中になって学んでるでしょ。やっぱ，英語ってのは，ああいう楽しい授業に

したいよね。夢中になって学び合えて，いろんな発想，ことばの感覚を交流し合えてるよね。すご

い豊かでいいなあと思ったんですね 』。

「英語の授業は楽しい」と子どもたちに思わせるのは，私の授業における目標の一つです。今後

も “子どもたちが夢中になって学び合う”授業づくりに向けて，一日一日の授業を大切にしていき，

たいと思います。

『子どもたちのつくった字幕の素晴らしさね。これは，字幕を超えてます 』。

「子どもの可能性は教師の想像を超える 。これまでにも 「こんな発想があるんだ！ 「この課」 ， 」，

題，もう解けたんだ！」という瞬間に何度も巡り会いました。ですから，今後も子どもたちの可能

性，力を信じ，授業，授業準備をしていこうと思いました。また 「教材研究の大切さ」を改めて痛，

感しました。子どもがあれだけ夢中に学んでいるのだから，教師も夢中で教材を学ぶべきだと思い

ました。そうしないければ，効果的なヒントを与えたり，子どもたちが夢中で学ぶ授業デザインを

考えたりすることはできないと思います。

『映画のシナリオを使うってことの最も良いところは “文脈が意味を決定する”ということだと，

。 ， 。思います わかります？言葉と文法が意味を決定してるんじゃなくて 文脈が意味を決定している

（ビデオを）見てて，子どもたちの訳は，文法から来てないでしょ。言葉の意味だけでもないんだ

よ。文脈から感じ取って，どういう訳が良いかを考えたところに，彼らのこの英語の授業でね，通

常の英語の教科書じゃできない素晴らしさがあるんですね 』。

“文脈が意味を決定する”という視点は，普段の英語学習にも取り入れ，そのことに気づかせる

ようにしていきたいと思いました。文脈が意味を決定することを意識しながら長文を読解すること

や，会話文での英文における単語の意味を特定することを実践していこうと思います。そのために

も，教科書以外の教材を積極的に取り入れていくことにも挑戦しようと思います。

『伊藤さん，朴訥（ぼくとつ）としてるでしょ 』。
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授業を見て，改めて「朴訥としてるな」と思います。私は不器用です。ですから，人一倍，日々

の実践における気づきや失敗，生徒の姿（生徒のアンケート）から学び続け，授業デザインづくり

をしていかなければならないのだと再認識できました。あの短時間で，私のことを実に的確に言い

表していただき，何だかうれしい気持ちになりました。

「授業づくりの実践報告（中学校 」後の佐藤学先生のコメント）

伊藤さんの英語の授業ね，どうもありがとう，Forrest Gump。

前々から，英語の授業は，オーセンティック（Authentic）な教材でやるべきだと言ってるんで

すね。オーセンティックな教材，本物の教材をテキストに持ち込まなきゃだめだよ，と。そうい

う挑戦を提案してくれて。それを一つの実践で 「映画のシナリオなんか，いいよいいよ」と言っ。

ても，なかなかやってもらえなくて。数少ないんだけど，それが今日ちょうど登場したんでね，

とても僕はおもしろかったです。とてもおもしろく見ました。もっとこういうの挑戦してほしい

ね。

簡単に申し上げますと，何が良いかというと，見てて分かるんですけど，グループになったと

きに，子どもたちがうんとやわらかいよね。夢中になって学んでるでしょ。やっぱ，英語っての

は，ああいう楽しい授業にしたいよね。夢中になって学び合えて，いろんな発想，ことばの感覚

を交流し合えてるよね。すごい豊かでいいなあと思ったんですね。

それともう一つは 子どもたちのつくった字幕の素晴らしさね これは 字幕を超えてます 映， 。 ， 。（

画の）字幕はね，間違ってはいないけれど，合ってはいない ”人生はチョコレートの箱みたい“。

って “食べるまで中身は分からない 。その前にこの資料を見てほしいんだけど （映画のシーン。 ” ，

では）バスから降りて，女の人が座ってくる （Forrestが）語りかけるんだよね，反応ないんだ。

よね，話す，話す （だけど）無視される，無視される，その後になってこの言葉が出てくる。そ，

うなってくると，自問自答になってくるんです。それがおもしろい，この言葉のやりとりが。で

も，語りたい，自問自答になりながら，無視されても無視されても語りたい。

だから，だんだん内に入ってくるんですね。意識としてはね。そういう中から出てくる言葉な

んだね。だから，こういう設定の場面もとてもおもしろいなあと思って。セリフの持っている意

味でね。だから，半ば自分に言っているんだよね。会話の始めは彼女に言ってるんだよ （でも）。

だんだん自分に言っちゃってる。

おかしいのは 「僕は，チョコレートを150万個も食べられる 。あれ，照れてるんだよね，無視， 」

されてね。だから，言葉が内側に入ってくる。そういう流れでしたね。

字幕は ”人生はチョコレートの箱みたい“って “食べるまで中身は分からない ，間違っては， 。 ”

いないと思うんだけどね。本当にそう？これ。この訳。これでいくと，人生ってのは，経験して

みないと分からないよってことでしょ？っていう意味でしょ。そうじゃないよね。もう一回文章

を読んでみると，ママが言ったんですね，この子（Forrest）はうすのろな子だから，ママは，い

ちばん人生訓としてこの子に一番ピタってくる言葉を選んだんだよね。You never know what you

re going to get. この get 食べる という意味もあるんだけど 違うよね 要するに 何’ ” ”，「 」 ， 。 ，「

」 。 ，「 」。を手にするかわからない って言ってるんですよ もっと言えば 人生は博打みたいなものさ
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何をgetするかわからないぞって。だから希望を失うなって言ってるんだよ。うすのろだからと言

って。お前にも幸運が来ることがあると。そういうニュアンスなんだよね。と僕はこう思いまし

た。

ここは，be going toとgetのつながりのもつニュアンスなんですよね。これをね，子どもがつ

かんでる。これを話してんの。この感覚。それで，子どもってのはすごいなって思うのは，こと

ばのもってる感覚，というものをどこか，気付くところがあるんですね。あのシーンの中でね。

こういうものが出てくるとおもしろいですね。また，そういうのを子どもたちは楽しんでいるん

ですね。僕が言ったようなそういう感覚をね。

それから言うと，映画のシナリオを使うってことの最も良いところは “文脈が意味を決定する，

”ということだと思います。わかります？ 言葉と文法が意味を決定してるんじゃなくて，文脈

が意味を決定している （ビデオを）見てて，子どもたちの訳は，文法から来てないでしょ。言葉。

の意味だけでもないんだよ。文脈から感じ取って，どういう訳が良いかを考えたところに，彼ら

のこの英語の授業でね，通常の英語の教科書じゃできない素晴らしさがあるんですね。そういう

ことを言うと，ちょっと欲を言うとね，この場面自体が，この物語全体の中で，どこにあるのか

ってのをちょっと言ってあげる 「このシーンだけ見せる」でいくと，文脈に対する想像力をもう。

ちょっと欲しい感じがするんだよ。最初の３分でいいから 「この映画はこんな話でね，その中の，

この場面なんだよ 」って。それ無しで，ここだけ見せてこれだけできちゃうんだから。。

そうすると，もっともっと英語ってことばにもっと親しみ，英語っていうのは，ことば１つ１

つが文脈の中で意味が決定され，それがいろんなニュアンスをもっているんだよ，と。まさに英

語学習の醍醐味って，こんなところにあると思うんだよね。僕もときどき英語で小説を読むんで

すけども，いちばんおもしろいのは，その感覚ですよ。これは外国語の文献を読むときも一緒だ

と思うんだけど。たぶん，アメリカ人やイギリス人はそういう感覚をもたないと思うんだよね。

僕らは 「そういう表現なんだ！」っていうね。そういうおもしろさがあるよね。だから，新しい，

境地というか可能性というものを見せてもらって，とても素敵な授業でした。

何しろ伊藤さん，朴訥（ぼくとつ）としてるでしょ。何の色気もないんだよ（会場爆笑① 。こ）

， ， ， 。（ ），（ ）。んなにね 何の技術もなきゃ 何の色気もない ただポッと出してるだけ 笑 会場爆笑②

（ ）。これほど色気のない授業見たことないだろ？ 教師の言葉を拾ってみても何もない 会場爆笑③

それでも子どもがあんなに夢中になる。そういうところに授業のおもしろさってあるよね。授業

において大切なことは何なのかってことだよね。やっぱりテキストですよ，１つはね。それから

学びに対するデザイン，教師のね。それから学びに対する見取り，リフレクションだよね。それ

はしっかりしてる，先生はね。だから，表向きは朴訥としてるんだけど，見えないところにね，

やっぱり教師の力ってあると思うんだな。だから，授業の実践というのは ”Teaching is invisi，

” ， ， 。 。ble practice. というんだけど 授業ってのは 見えない実践なんです 外から見えないんです

。 ，教師のやっている一番大切なものが そういうものによって授業が支えられているということが

あの何とも朴訥な，というか，何もしていない教師の姿が示していたという点でもおもしろかっ

たな，と（爆笑 。ありがとう。）
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島根教育センター浜田教育センター

夏のセミナーでは大変お世話になりました。学ぶことの多い研修会でした。校長先生による実践発

表には，感動しました。校長先生のビジョンとリーダーシップ。児童だけでなく，職員も一人残らず

支えておられる姿が心に残りました。しかも，校長先生の実践発表は当たり前のことだとも聞きまし

た。茨城学びの会の凄さを体験できました。

理科の授業も大変勉強になりました。仮説実験授業を取り入れられた実践。学びの共同体の懐の

深さを実感しました。佐藤学先生の子ども達への眼差しも圧巻でした。本当に子ども達に心を寄せて

授業を観ておられるのだと感じました。本当にありがとうございました。

那珂市立第二中学校

今回，初めて「学びの会」に参加させて頂きました。午後からの参加でしたが，今橋先生・伊藤先

生の実践報告，佐藤学先生の講演を聴き，先生方のお話から多くを学びました。気持ちに火がつきま

した。研究と修養に努めたいと思います。お忙しい中，ありがとうございました。

行方市立現原小学校

２学期以降の学習指導，教材研究に生かしていきたい。特に学習形態（コの字型）は早急に取り入

れたいと思う。また，子どもたちの「つぶやき」を大切にする教室内の雰囲気づくり「学級経営」を

心がけていきたい。

千葉県市原市立ちはら台南中学校

他県からも参加させていただきありがとうございました。感想をのべさせていただきます。

まず，自主的な研修会がこれほど盛んなことに驚きました。夏休みなのに日曜日に実施していることに

まず感銘を受けました。

私は管理職ではないので授業づくりについて感想をのべさせていただきます。

小林先生の授業づくりは，仮説実験授業の授業書をうまくアレンジされており 「学びの共同体」は方，

法論ではないという意味がよく分かりました。教科書ではなく，科学の教材を吟味されておりアルミ箔を

用いて０ｇというのはとてもすばらしい教材を考え出されたと感じました 授業後の子供たちの反応は 学。 「

び」というものを教師である私に気付かせてくれました。中学でもあのような実践ができるようにしたい

なと感じました 「つぶやき」の思考をして，おたがいの考えを討論させながら高める「学び合い」のイ。

メージが私のなかにできました。ありがとうございます。

英語の授業と「学びの共同体」はどのようになるのかとても興味津々でした。英語でも「共同体」にで

。 。 。きたこと 翻訳というのは奥が深いこと 日本とアメリカの文化の違いで意味が大きく変わってくること

生徒たちの意訳がチョコレートは甘いので人生にはいいことがたくさんあるという意味にもとれたこと。

中学生の能力がとても高いことを感じました。

本当にありがとうございました。

茨城県教育研修センター

授業づくりについて，発表してくださったお二人の授業は，子どもたちが良く活動していて素晴ら

しいと思いました。教科の専門性に深く入り込むという観点から，授業の単元計画を示していただい

たり，佐藤学先生から或いは先輩の先生方から御指導をいただけると，授業の深まりが出るのではな

いかと思いました。

茨城県教育研修センター

とても内容が充実していて，参加費以上の研修ができたと思います。佐藤学先生のお話を聞くこと
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ができただけでも，とても充実した研修でした。

茨城県教育研修センター

ビデオを見ながらの研修なので，書籍を読んで内容を理解するのではなく，具体的でわかりやすか

ったです。校長先生方が実践発表される形の研修会にとても驚きました。

石岡市立東小学校

○龍ケ崎市立城ノ内中学校 今橋浩一校長先生のご発表

「学びの共同体」を強行に推し進めるのではなく，その学校の実態を見極めながら，学びを取り込

んでいかれたというお話に 「学び」を急いてはいけないのだということを教わりました。また 「し， ，

んどい学校」からの再生は，授業を通して「普通の生徒」を学校の主人公に戻すこと，そこに学びが

必要になってくるということに，まさにその通りではないかと目から鱗・・・でした。しんどい学校

ではまず，生徒指導ありき・・・だと思っていましたから。

○那珂私立第二中学校 伊藤紳一郎先生のご発表

とても素敵な授業を実践されたことに感動しました。英文を和訳するだけでなく，映画のフレーズ

が教材ということで字幕を考えさせた。字幕がまさにジャンプの課題だったのですね。その字幕の内

容も卒業間近の子供たちにまさにぴったりなもので，素晴らしいと思いました。子供たちは，周りの

仲間とよく関わって真剣に取り組んでいました。自分自身もDVDを見ながら授業にはまってしまいま

した。子供たちは，あの１時間の授業で映画の字幕に興味をもったでしょうし，それを通して英語へ

の関心も高まったことでしょう。学び続ける一つの糧となったと思いました。伊藤先生の無駄のない

言葉かけも素晴らしいと思いました。

○佐藤学先生の講演

佐藤学先生の講演で，まず，学びの共同体は最前線の研究実践であることがＤＶＤから分かりまし

。 ， ， 。た また 自分が今まで文献や校内研修で学んできたことが 自分の中によく収まった感じがします

， 。 ， 。学びの共同体の必要性 そしてその取り組み方がよく理解できました 以下 印象に残った言葉です

・分からなくなると女子は沈黙 ノートをとる 男子は騒ぐ →あきらめない子供を育てる → わ（ ）， 。 。 「

からない 「教えて 」と言える子供を育てる。。」 。

・分からない子は絶えず一人。一人にしないことが大切。どの子も一人にしない。

・学校で学ぶことの喜び，つながって生きていくことを知ってほしい。

・学びの実践は三つの〈疎外〉の克服

①対象性（テキスト，資料）の喪失 ②他者（仲間）の喪失 ③意味（学びの意味）の喪失

・低学年では，１時間に７，８回のペア学習。子供の学びは，第１段階は教師が引き受ける。第２段

階は仲間が引き受ける。早い段階で学びを入れる。

・学び終えた子は戻ってこない。

・できない子は発展問題をやりながら基礎を学ぶ。

・学びは「運動」ではない 「ネットワーク」である。。

・ペアやグループの編成はくじ引きで。

大変参考になり，今回のセミナーに参加させていただいて本当によかったと思いました。

牛久市教育委員会

一人ひとりの子どもに質の高い学びを保障するという基本理念を実現するためには，まず教師が

学び続けなければならない。その意味を改めて認識した研修会でした。

まず，教師の教科に関する専門性です。小林先生の小学校３年理科では，子どもたちがもってい

る重さについての素朴概念を次々に揺さぶる実験が展開されていました。教科書通りに進めるなら
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ば，粘土や新聞紙を使って，形を変えても重さは変わらないという通り一遍の結論で終わりにして

。 ， ， ， ，しまうところです 私自身も 小学校３年生の理科でこの単元を扱った時には 教科書通り 粘土

， 。 ，新聞紙 アルミフォイルを形を変えながら測定して終わりという展開でした しかしこの授業では

体重測定からはじまり，様々なモノを使って，子どもたちの思考を活性化させていました。特に，

， ，佐藤先生も指摘されたように はじめはとても饒舌に話していた女の子の口数が次第に減っていき

重さについて思考し直す必要に迫られている姿は多くの示唆を与えたと思います。提示された課題

， ，に一瞬で答えを出す子どもが最も悩み しばらく沈黙したまま聴いたり考えたりしている子どもが

最後の最後に核心に迫ることをつぶやく。それを聴いた仲間が，つぶやきを足場にして課題をクリ

アしていく。そのような授業を可能にするのは，教科書の紙面には書かれていないその教科の本質

を見抜き，それを軸にした授業をデザインする教師の力量だと思います。果たして自分の専門教科

について，本当に理解しているのか，教科書の背後にある最新の研究成果を知って授業をつくって

いるのか，改めて問われているように思いました。小学校の教師であれば，それぞれの教科につい

。 ， ，てどう専門性を高めるかが深刻な問題です 私は小学校で算数を教える時には 自信がないために

分数や小数の定義や基本的な考え方を「算数・数学事典」という本で調べてからでないと授業に臨

めませんでした。それでも，そのほんの少しのことでも予め学んでから子どもの前に立つことで，

子どもの発言を聴くための余裕が全く違ってくることを実感したことを思い出しました。

次に，伊藤先生の中学英語では，本物の英語に触れる機会として映画の一場面が取り上げられま

した。子どもたちは映像によってその言葉が使われている状況を考慮しながら英語と向き合ってい

たように思います。面白いと思ったのは，もともと間接疑問文の発展ということで始まった授業な

のに，子どもたちにはLife is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna g

et. をひとつの台詞として，場面とすり合わせながら言葉を選ぶことに夢中になり，もはや間接疑

問文のことなど全く気にしなくなっていたことです。このことから，ひとつには言葉は，それが英

語であっても日本語であっても，場面や状況の中にあってこそ意味を伝えることができるというこ

とを改めて学びました。それを子どもたちは映画のワンシーンについて考えることによって体感し

ていました。もうひとつは，私たちが授業に際して意図していたこと以外に実にたくさんのことが

起こり得ることです。それに対応するために，私たちは常に専門性を高める努力をし続ける必要が

あるということです。さらに，今回の伊藤先生の実践のように，教科書の内容に関連する映画（例

えば 「サウンド・オブ・ミュージック 「ジョーイ 「Ｅ．Ｔ 」など）や数々の英語の歌（ジョン， 」 」 ．

・レノン，マイケル・ジャクソン，カーペンターズなど）に子どもたちが出会うチャンスを設定す

ることも，英語教師としての重要な使命だと確信しました。英語で取り上げなければ，生涯その歌

や映画を知らずに過ごすことになる子どもが多いかもしれないからです。価値観が多様化し，共通

の話題が少なくなっている今，英語の教師が自分の判断で授業に持ち込むマテリアルが休み時間や

給食の時間での共通の話題となり，学校生活に文化的な潤いをもたらすとしたら，それが英語教師

としての最高の喜びであると思います。

校長先生方からの学校づくりの実践発表を伺って改めて確認できたことは，理念とヴィジョンの

大切さです。校長先生にとっては，ご自身の教育理念を実現するためにはどうしたらよいかという

のが最大の課題だと思います。教師を志した者であれば誰もが「こんな学校をつくりたい」と思う

わけですが，それをどのように整理し，表現し，先生たちや子どもたちに伝え，どのようなプロセ

スで進め，どのように見取り，どのように修正していくか，ということに悩むと思います。もちろ

ん，自分で理論構築し，説得力をもって伝えて学校経営をされている先生方もたくさんいらっしゃ

いますが，学びの共同体としての学校づくりという考え方に出会ったことによって，自分の教育理

， 。念がよりクリアになり 他の人たちにも説明しやすくなったという人も多いのではないでしょうか

私の勤務している市では全ての学校で学びの共同体としての学校づくりを推進しています。はじ
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， ， ，めはトップダウンで進めてきましたが これからは多様性を認め むしろそれを大切にすることで

その学校らしい教育理念を実現することができるということを共有する必要があると思います。今

回の校長先生方の発表を伺って，そのことを再確認しました。学びの共同体としての学校づくりを

「目的」として捉えるのではなく「自分の教育理念を実現するための大切なパートナー」として共

に歩んでいけたら，学校経営に際してたいへん心強く感じると思います。

他県から参加された方々が異口同音に，校長先生が自分の学校経営についてあのように詳細に語

るのを聴いて感動した，と言っていました。たいていは，ひとつひとつの施策などついて，理由や

根拠までは詳しく職員に伝えないのだそうです。それを，授業を学校経営の軸にするのはこういう

理由，校務分掌を一役一人にするのはこのことを重視するため，のように具体的にお話されたので

驚かれたようです。私たちの周囲では日常的に行われていることでしたので，校長先生がご自分の

言葉で語るところに感動を覚えたというコメントに，私自身も改めて新しい感動を覚えました。

佐藤先生のご講演で最も印象に残ったのは，あきらめない子どもに育てるというところです。も

がいてでも友だちに訊いて，何とか小さな達成感をもてるような子どもに育てるためには，私たち

ももう一歩踏み込まなければならないと感じています。私たちは本当にその子の困っていることに

寄り添えているのか。それを引き受けたうえで仲間やテキストにつないでいるかどうか。失敗に共

通しているのは「方式」として取り入れていること，というお話もありました。わからなかったら

訊くんだよ，という指導が形式的になっていないか，はっとさせられました。考えてみると，教師

が引き受けていないのに，友だちに引き受けさせることはできません。最近，小中連携という言葉

は定着したのですが，何をもって連携かという部分がどうも曖昧です。今回の学先生のお話を伺っ

て，あきらめない子どもに育てること，そのために教室で何を大切にするかを小・中学校の教師た

ちで共有することではないかと自分なりに解釈しました。

わかっているつもりでも，何もわかっていなかったことに気づくのが研修会に参加する価値だと

思いますが，今回もやはり「無知の知」で終わる研修会でした。

ひたちなか市立勝倉小学校

夏のセミナーでは大変お世話になりました。質の高い研修を茨城県内で受けることができ大変うれ

しく思います。メールが遅くなって申し訳ありません。

○伊藤先生の発表について

共有の課題とジャンプのある課題の典型的な例を求めていたので大変参考になりました。特に，ジ

ャンプのある課題は，できる子でもできない子でも夢中になる課題だったと思います。ありがとうご

ざいました。また，日常的に今回のような授業を行っているので，卒業前最後の授業で，あのように

しっとりとした授業になったのだと思いました。先生から子どもたちへメッセージだという言葉には

感動しました。

○小林先生の授業について

教科の本質をとらえた教材研究に基づいた授業だと思いました。だから，子どもたちが食らいつい

て，テンポよく授業が展開していったのだと思います。3年生の授業であっても，教科の本質をしっ

かりと抑えることが必要だと感じました。

○樫村先生の発表について

ビジョンの大切さがよくわかりました。また，学校長からの迂回する働きかけを，感じる鋭敏さを

身につけなければと思いました。

○今橋先生の発表について

「荒れた学校」ではなく 「心の痛んだ子・心の荒んだ子のいる学校」という言葉がぐっときまし，

た。学校は，やはり子ども中心に考えなければならない。そして，普通に良識ある生活をしている子



(痛みを我慢している子)を忘れてはいけない。スーパーバイザーの主体的活用では，本校では，導入

したてで具体的なお願いができる段階では無いとはいえ，目的を伝えて指導を求めなかったことを反

省している。

○佐藤学先生の講演について

ジャンプのある課題をどう作って行ったら良いか悩んでいたところだっただけに，個人的にタイム

リーな内容でした。佐藤先生も課題にあげていただけに，容易なことではないと再認識しました。

協同的学びというのは，一人一人を大切にするために行うのだと思いました。

○その他

会場もきれいで，駐車場の心配もなく，気持ちよく学ぶことができました。佐藤先生のスライドを

印刷した資料があると良かったと思います。ありがとうございました。

中学校 校長

今年で３回目の参加になります。年々充実する会の内容，参加される皆さんの学ぼうとする強い意

欲をフロアーから感じます。

校長としての参加を今回は強く意識し，お二人の校長先生の実践を拝聴しました。この会が，校長

， 。先生が発表し学び合う仲間として共に参加されていること そのことの意義と大きさを強く感じます

特に今橋浩一先生の校長としてのビジョンとその指導する力に強く感銘を受けました。前任校から

の実践，そして現任校での取組は，腰の据わった，一人一人の職員を育て，学び合うを仲間を育てる

取組，そして難しさも厳しさも語り，本音で語りかけてくれた発表に深く感動しました。実践の随所

に亘る確たる識見，学び合うことの意義を強く感じました。

当日，質問もしましたが，急激に広まる「学び合い」に対して学校づくりの観点から，足元から実

践されている今橋先生の信念ある哲学と実践力に学び，これからの自分自身の学校づくりに生かした

いと思います。ありがとうございまました。

第６回茨城・学びの会「夏の授業づくり・学校づくりセミナー」の感想


