
学校は子ども達の可能性を伸ばしているか 

数多くの常識に教師
がとらわれ、子ども
たちを縛っている。
その結果、子ども達
の可能性を損なって
いるということはな
いだろうか？ 

・３歳児のエピソード「ママ、あおいちゃんって知ってる？」 
・高津中学校の文化祭  ・クローズアップ現代「1000年後の命のために」 

「トマトの巨木は何を語りたいのか」野澤重雄 ABC出版 



なぜ授業を変える必要があるのか？ 

 

 
１．子どもたちが学びから疎外されている 

・学ぶことの意味がわからないでいる 
・勉強するほど勉強嫌いになる 
・授業中は息をひそめるように過ごし、休み時間や放 
 課後になると別人のようにいきいきする 
・教室の外では発揮される智恵が教室では息をひそめる 
・卒業文集に授業のエピソードが全く登場しない 
・みんなの中にいながら孤立している 

２．自尊感情がそこなわれている 
・幼児的「全能感」と教室における「無力感」の併存 

３．数多くの「研究」が行われているのに、事態は 
  いっこうに変わらない 

教室の現状が語っていること 



授業をどう変えるか 

学びは本質的に個人的な経験 

ひとりで達成 
できるレベル 

仲間との共同
によって達成
できるレベル 

学び合い 

しかし、それはひとりで考えることではない 



子どもたちがわくわくする学びへ 

 

 
仲間との共同
によって達成
できるレベル 

ひとりで達成 
できるレベル 

学び合い 

このレベルで学びを組織す
ると子どもが夢中になれる 

このレベルで話し合いをす
ると崩れやすい 



数学する（DO  MATH)学びへ 

１．「基礎・基本」もまずは「数学する学び」から 
① 混沌の中から問題を立ち上げる 
 ・問題自体が解決すべき問題として理解されやすい 
 ・仲間との対話のなかで、子どもの素朴な疑問に添うこ  
  とができる   

２．数学する学びに繋がる課題に改作する必要性 

② 算数・数学科の学びが総合的になる  
 ・基礎に降りていく学びが生まれる  
 ・既習事項や「経験」が統合されやすい  

事例 
① 小６算「酢50㏄とサラダ油50㏄を混ぜてドレッシング 
  をつくる」   「・・・」 
② 中１数「円柱の展開図をかく」  「・・・」 
③ ＧＣを活用して平面図形の探究学習をつくる 



「もやもや」と「くっきり」の間で 

１．何となくわかるけど・・・ 
① 何となく分かるが言葉にできない 
② わかるようでわからない  

２．子どもの疑問と「問題」のズレ 
① 子どもの考えを視野に入れない問題 
 「花子さんはアメ玉を７つ持っていました。おばあ 
  さんにいくつかもらったので１２個になりました。 
  おばあさんにいくつもらったのでしょう」 
② 意味がよくわからないまま提示される問題 
 「酢５０グラムとサラダ油７０グラムを混ぜてド 
  レッシングを作りました。酢は油の何倍ですか」 



質の高い課題が「学び合い」を誘い、 

深い学びを生み出す 
 

 １．できそうでできない課題 

２．ひとりではどうしていいかわからないが、仲間  
  と相談しながら考えれば解決できそうな課題 

３．つぶやきが生まれ、互いに耳を傾け合う 

① 頭に浮かんだことがつぶやきになる 
② 他者に話しているようでいて、ひとり言をいっている 
  ようでもある 
③ 迷いながら、言葉を探すように話す 
④ 知らないことだから智恵を集めて考え「学び合い」が 
  生まれる（「話し合い」は知っていることを語る）  



しかし、数学する学びは課題を変えれ
ば生まれるというわけではない 

１．不可欠なのは対象と対話すること 
①「むき出しの個人」では、対象との対話には限界がある 
 ・対象と対話できる子どもは限られている 
 ・ひとりでは対象と多様な対話ができない  
② 仲間との対話に支えられて対象と多様な対話をする 
 ・仲間とのインフォーマルな対話で対象との対話が拡充 
 ・モノを介在させ、全ての子どもの経験、既習を活かす 
 ・教師の適切な援助   

２「一斉指導」「ひとりで考えたことをすり合わせる」 
  授業では「対象との対話」はどうなるか？ 



「学び合い」で充実する「数学する学び」 

 

 教科の世界 

教師 

Ａ 

Ｂ Ｃ 

Ｄ 

子どもたち 

 
 
 
 
 
  
 
  

 

 １．子どもたちが直に対象と対話する 

２．教師は対話を組織し、深める 

 ・子どもを感知する（聴く、利く） 
 ・子ども間（グループ内、クラス全体）の  
  対話を組織する  

① 脳裏に浮かんだことを表現する 
 ・インフォーマルな発言（つぶやき、ひと 
  り言、ささやき） 
② 他の子の着想、感想に耳を傾け、自分の  
  考えや感じていることとの違いやずれを 
  手がかりに自分の考えをふり返る 

 

 

② 子ども達の学びの様子に応じて臨機応変  
  に学びの過程を調整する  

仲間との共同に支えられてそれぞれに対象と対話する。 

① 衆知を集めて取り組む課題を準備する 

・単元の本質、その課題の面白さの分析 



「学び合う学び」の構造は複雑 

 

 
教科の世界 

教師 

Ａ 

Ｂ Ｃ 

Ｄ 

子どもたち 

 
 
 
 
 
  
 
  

 

 
１．子どもの世界の多様さ 
 ① 構成の多様さ 

２．出来事の多様さ 

 ・学級ごとに異なるメンバー  

 ① 多彩な着想 
  ・つぶやき、ひとり言 
 ② 出来事の偶然性 
  ・着想のつながりの偶然性  
 ③ 沈黙の意味の多義性 

 

 

 ② その時によって関係が変化する 

３．一回だけのその場限りの出来事 

仲間との共同に支えられてそれぞれに対象と対話する。
そこに学び合いの複雑さがある 



一斉指導の構造はシンプルだが・・・ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
教科につな
がる世界 

教師 

Ａ 

Ｂ Ｃ 

Ｃ 

① 課題について考えるよりも、先生が期 
  待している答を探す 

２．教師と一部の子どもとの応答で進む 

１．あらかじめ用意したことを話す「伝達」  
  中心の授業 

・教科について教師が知っていることを伝える 
・プラン通りに進めることが容易な授業 
・子どもの様子（着想や関心）に無頓着ですむ 

・応答しているのは一部の子ども。その周囲に  
 気乗りしない多くの子どもたちがいる 
・机に伏せる子、ひたすら板書をノートする子 

３．子どもは対象世界よりも教師に向き合う 

② 互いに孤立した子どもたち 



まずひとりで考えてから「すり合わせ」 

 

 

教師 

A 
B 

C D 

教科の世界 
１．ひとりで考えているとき 
① 仲間との対話がない 
② 苦手な子は対象との対話ができないまま 
  じっと耐えて無為に時間をやり過ごす 

「すり合わせ」は「学び合い」か？ 

① 子どもの関係が上下関係になり「互恵関 
  係」ではない                 
② 得意な子自身の理解のレベルが深まらない 

④ 教師の半端な「アドバイス」 

⑤ ひとりで考える力も育たない 

２．すり合わせのとき 

③ 得意な子は早々と解決して退屈している 

・考えるとは自分と対話すること。それは他者と  
 の対話から一人言へと移る中で形成されていく 
・「ひとりで考える」のはそれを逆転させている 

③ ついていけない子が放置される 



自力解決、自力思考中心は・・・？ 

 

 
１．学びの質を自力解決できるレベルにとどめ、深い学びが 
  生まれない：学びのQualityを損なう 

２．苦手な子には「忍耐」を、 
  得意な子には「退屈」を強いる 

３．学力差が拡大する 

４．子どもを孤立させ、学びを放棄する子が出てくる 
  ：学びのEqualityを損なう 

５．自尊感情を損なう（劣等感、優越感） 

子どもの学びの姿を見れば、すぐにわかるはずなのだが・・・ 

３．ひとりで考える力が育つ過程を逆立ちさせている 

①「考える」とは自分自身と対話すること 
② それは他者との対話を重ねて育ってくる 
③ 考え込んでいるとき、つぶやきが漏れる 



学びには３つのはたらきがある 

２．全ての子どもが学びに参加しているか？                                                      

１．子どもたちは、学ぶことで世界の見え方が変わる 
  という経験をしているか？ （認識と自己形成) 

３．学びを通して仲間との関係を築いているか？    
            （対人関係の編み直し） 

   ・そのことを知ったらもう元の私には戻れない 



    学ぶとは 

「世界」の見え方が変わること 

 

 

眼の前がひらける「そうだったのか！」 
１．経験、既習、「概念」を総動員して、智恵を絞って考えるな 
  かでそれまでの考えが再構成され、世界の見え方が変わる 

２．名講義、名解説で得られることとどこが違うか？ 

・初めて出会う問題場面に挑むためにどんなアクションを 
 おこすことができるか？ 
・どのレベルの「わかる」にたどりつけるか？ 
・記憶に残ることは何か？ 

・学ぶという「探究・表現活動」を中心に据える必要がある 
・名づけることは「世界」からそれを分離すること 
・見つめる、表現することは「世界」を意味づけること 
・対象のなかに関係、きまりを発見することは「世界」を再   
 構成すること 



知ってしまうと元には戻れないー１ 

 

 



「学び合う学び」で求められる高度の専門性 

 

 
教科の世界 

教師 

Ａ 

Ｂ Ｃ 

Ｄ 

子どもたち 

 
 
 
 
 
  
 
  

 

 
① そこで起きていることを感受する 
 ・聴くことを重視 
 ・つぶやき、ささやき、仕草に注目 

２．質の高い課題 

② つたない発言の背景にある理を読む 
③ つなぐ、もどす 
④「ずれ」「異質」を活かして思考を深める 
⑤ 子どもの素朴な疑問に応じる  

① 教科の本質につながる本格的な課題 
② その課題の面白さはどこにあるか？  
③ 子どもの着想、つたない説明、素朴 
  な問いの意味を汲み取れる教材研究  
④ Do  ○○ につながる課題 

⑥ その課題の面白さはどこにあるか？ 
⑦ 子どもの反応を想定した教材研究   

 

 

１．臨機応変の対応 

  
  



グループの学び合い、全体での学び合い 

１．グループでの学び合いはかなりできている 

２．グループの学び合いと学級全体の学び合いをいか 
  にリンクするかに課題がある 
① グループで学び合ったことの発表会になっている例がある 
② グループ活動を中断し、全体で「困っていること」を交流  
  し、当惑している問題を鮮明にして共有する必要がある 
③ グループの学び合いをいつ中断するか、どのタイミングで 
  グループの学び合いに戻すかは重要な課題  

① インフォーマルな対話が成立している 
 ・つぶやくように、ひとり言のように対話している 
② 聴き合う関係が成立している 
 ・じっと耳を傾けて聴きいることで学んでいる子もいる 
③ グループ活動が行き詰ったり、差が生まれることがある 
④ 白板、ワークシートが対話を損なっていることがある    



教師は何をするか？ 

 

 

１．出来事に開かれた応答：子どもを感受し、インフォーマルな 
  対話を組織する 
① 予想外の発言や着想への応答 
② 素朴な質問への応答 
③ つぶやきの意味と価値を判断する 
④ グループの状況を感受する 
 ・学び合いがいきづまっているグループはないか  
 ・孤立している子はいないか、学び合いが成立していな  
  いグループ（停滞、一部の子への寄りかかり）はないか  

２．子どもの発言の背景にあるその子の「理」を読む 

３．つなぐ：子ども達の発言、考えをつなぐ 
４、もどす：行きつ、もどりつする時間の流れ 

① 考えながら調べ、調べながら考える  
② グループにもどす 
③ テキスト、資料、事実、式や図、作品にもどす 
④ 前の発言にもどす   

教師の役割が変わる 



いつグループ活動を始めるか 

どんな時にグループ活動をやめるか 

 

 

１．グループ活動を始めるタイミング 

２．グループ活動をやめるタイミング 

・問われて子どもたちが沈黙したとき 
・つぶやき、ささやきが盛んになったとき 
・期待する発言が出たとき 

・グループの学び合いが行き詰ったとき 
・得意な子の意見が支配的になったグループがいくつ 
 も出てきたとき 
・グループで生まれた考えを交流したいとき 
・グループ間で差が生まれたとき 
 ・おしゃべりが始まったとき 
 ・遊び始めたとき 



「わかる」ことに４つのレベルがある 

 

 

 

 

 

 
                        

 

                       （三重大学教授 岡野 昇） 

１．できる 

２．説明できる 

３．理由が説明できる 

４．その子のやっていること、考え方にそって説明できる 
    事例 
      ・小5算「台形の面積」 
      ・中１数「最短ルート」 



それでも授業はなかなか変わらない（１） 
変わっても、気を緩めると元にもどってしまう 

 

 

  

１．しみついた「常識」が強固に根を張っている 
（１）自分が受けた授業をモデルにした授業が続いている 
 ① 教科内容を説明して「伝達」するという授業観が根強い    
 ②「まずひとりで考える」ことが大事という思いこみが蔓延  
 ③ 分かりやすく説明すればわかるはずという常識にとらわ 
   れている 
 ④ 黒板に向かって整列した座席で教師の説明を聞くことを 
   求める授業に教師が馴染んでいる 
 ⑤ グループで考えたことを発表する 
（２）教師として「経験」を重ねるうちに形成された常識 
 ① 勉強はひとりでするものという常識 
 ② まず基礎・基本。応用はその後でという常識 
 ③ 易しくすればわかるようになるという思いこみ 
 ④ フォーマルな発言に力点を置く 
 ⑤ 相互指名で一見活発な話し合い   



それでも授業はなかなか変わらない（２） 
変わっても、気を緩めると元にもどってしまう 

 

 

２．「研究」がふだんの授業改革につながっていない 
（１）何か正しい方法があって、それを学んで適用すればう  
   まくいくのではないかという根強い考えがある 
（２）「ハレの研究」と対をなす惰性化した「ふだんの授業」 
 ① 指導案検討に力を注ぎ、事後の省察が貧弱な研究授業 
  ・指導案通りに、ゴールに向かって一方向に進む研究授業 
  ・通りいっぺんの感想を述べ、学び合いが乏しい「協議」 
 ② 見映えのする場面を選んでそつのない研究授業をする 
 ③ 年に数回の研究授業で「研究」したつもり 
（３）子どもたちが何を学び、どのような学びの経験をしたの 
   かを見ていない 
 ① 教師の活動を見て、子どもの学びに眼が向けられていない 
 ② 思いこみが強いと、そこにあることが見えない。そこにあ 
   る声が聞こえない。逆にそこにないものが見える。そこに 
   ない声が聞こえる  

   



やってみたけれど・・・ 

 

 

 

１．クラスの秩序が崩れそうで不安 

５．間違いを恐れて子どもが発言しない 

３．評価はどうするの？ 

４．グループ間に差が出てしまう 
① 行き詰ってしまうグループがある 
② 得意な子の意見が支配的になって、他の子が考えない 
③ 苦手な子が多いグループが動かない 

２. 教育課程が終わるのか心配 

① おしゃべりで騒がしくなり、収集がつかなくなるのではないか 
② できる子に頼って、深く考えなくなるのではないか 

   

６．親が「普通の授業」をやってほしいという 

① 教えなければいけないことが多くて時間がない 
② 皆が課題を解決できていなくても力がつくのだろうか 



具体的に授業をどう変えるか 

 

 

１．ひとりで考える    

２．話す            

３．モノローグ      

４．ゴールに向かって先へ先へ    

５．教師中心のうまい授業      
  （プラン）                     

６．反復練習            

７．言語中心の学習    

８．黒板に向かって整列した座席   

共同する（学び合う） 

聴く 

対話（ダイアローグ） 

行きつ、戻りつ 

子どもの学びに添う臨機
応変の授業（デザイン） 

高いレベルの課題に取り組むなかで
使いながら学びなおす 

モノ、コト、本物を介した学び 

グループ、コの字の座席 

９．フォーマルな発言中心 インフォーマルな発言を重視 



研究を変える  仮説検証  事例研究 

 

 

教育の専門家としての見識を磨き合う研究へ 

４．指導案検討にエネルギーを注ぐ   

１．理論を適用    
  する「研究」   

３．研究紀要を成果とする    
  イベント的な研究        

７．年に数回の研究授業                

６．印象と会話記録に       
  よる研究協議        

２．教師の活動をみる      

８．子どもの関係を語る     

学びのエピソードをその意味解釈を交流し、 
学び合うなかで互いの見識を磨き合う 

子どもの学びの姿をみる 

教育の専門家としての見識を成 
果とする研究 

事後の省察で学び合う 

ビデオを活かして表情や仕草を基 
に省察する事例研究 

全員が少なくとも年に１回は公開 
授業 

数学の本質につながる学びを語る 

５、見映えのする研究授業 自分の課題に基づく真の研究 



学び続ける子は崩れない 

 

 

１．自分が周囲に認められ、余計な自己主張がいらな  
  くなる 

２．聴き合う関係が子どもをつなぎ、教室に落ち着い  
  た雰囲気が生まれてくる 

４．幼児的な「全能感」と 
  教室で日々体験する「無力感」から解放される 

３．慎み深くなり、謙虚になる 

５．事例 
  ① 中３数「三平方の定理：最短距離」 
   ② NHK番組「地球でイチバン：33万人のオーケストラ」 



「学び合う学び」の実践は終わりのない取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・質の高い学び（Quality）と全ての子どもの学びの権  
 利（Equality）を保障する 

・「学び合う学び」は授業観の転換なしには実現でき  
 ない。それは自分の中にある常識との闘いでもある 

・常識を見直し、授業を転換し、ビジョンを切り替え 
 るには継続的な取り組みが不可欠 

・子どもが落ち着くといつの間にか伝達中心の授業に 
   戻ってしまう 

・気を緩めると伝達中心の授業に戻ってしまう 

・グループや「コ」の字の座席という形式だけでは授 
 業は変わらない 

・学び合いは複雑な過程 


