
1

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」報告書

講演『学びのデザインとリフレクション』（部分抜粋）

佐藤学先生 東京大学名誉教授 学習院大学教授

報告者 那珂市立第二中学校 伊藤 紳一郎

●２１世紀の授業研究は＜学びのデザイン＞と＜リフレクション＞

・伝統的な授業研究＝行動科学の研究＝＜仮説・実践・検証＞モデル

伝統的な授業研究というのは，行動科学なんです。行動科学というのは，行動で観察可能なもの

を記録して，その因果関係をみるというものです。だから，仮説・実践・検証モデルと言っている。

＜特徴＞

① 授業技術の研究＝効率性，生産性，有効性

効率性というのは，いかに手をかけずに結果を出すかということ。生産性というのは，学力のこ

と。有効性というのは，より有効であるということ。

② ＜目標＝達成＞の科学的研究＝イン・プット＝アウト・プット・研究（教室の学びはブラッ

ク・ボックス）

イン・プット，アウトプットモデルというのは，「こういう方法でやれば，こういう結果が出る」

というもの。

●授業研究のパラダイム転換

＜１９８０年代以降―＞

① 数量的研究から質的研究へ

② 行動科学から解釈的研究へ

③ 授業技術の研究から学びの研究へ

「どこで学びが成立しているか，どこで学びが成立していなかったか，どこに学びの可能性があ

ったか？」をお互いが見た事実に基づいて研究する。

＜１９９０年代以降―＞

① 学びのデザインとリフレクションの研究

デザインという言葉の僕の定義は，「状況との対話」です。状況に応じてデザインというのは変

わっていく。相手に応じて変わっていく。だから，授業というのは，まさにデザインなんです。そ

のためにリフレクションが大切で，リフレクションというのは，経験を通して学ぶということです。

経験から学ぶといのは，専門家の一番大きな仕事なんです。専門家でしか経験から学べない。医者

はそうでしょ。優れた医者は経験から学ぶ。自分の経験，他者の経験。教師も経験から学ぶことが

できる。自分の経験からも，同僚の経験からも。それがリフレクション。

② 協同的学びの研究，真正の学びの研究

＜２０００年代以降―＞

① 専門家としての学びの共同体づくり（Professional learning community）

ただの授業づくりではなくなってきている。学校づくりになってきている。授業づくりを通して，



2

教師同士がどういう学びの共同体をつくるか。それとつながらなければ，学校は変わらない。教師

の実践は，個人の実践ではなく，同僚との共同実践なんです。

●「学びの共同体」のヴィジョン

・定義＝学びの共同体としての学校＝子どもたちが学び合う学校，教師たちが専門家として学び合

う学校，親や市民が参加し協力し学び合う学校

・学校（教師）の使命と責任は，一人残らず子どもの学びの権利を実現することと，質の高い学び

を保障すること。

・一人残らず教師の教育専門家としての成長を促進すること。

●「学びの共同体」の三つの哲学

・公共性の哲学＝開かれていることと協同すること＝私事化，部族化との闘い

・民主主義の哲学＝子どもも教師も親も主人公

民主主義は「他者と共に生きる生き方」＝個人の尊厳と多様性の尊重

・卓越性の追求＝最高のものへの挑戦＝質の追求＝ジャンプとしての学び

●学びの共同体の原理と方略

＜原理＞

① 学びの共同体づくりは対話的コミュニケーションの実践によって構成される。

② 対話的コミュニケーションは＜聴き合う関係＞によって実現する。＜他者の声を聴く＞ことが

学び合う関係づくりの基礎となる。

③ 学びは＜対象（テクスト）との対話＞であり＜他者との対話＞であり＜自己との対話＞である。

＜方略＞

教室＝協同的学びの実現，職員室＝同僚性の構築，地域＝「学習参加」（責任の共有と連帯の形

成）の実現

●一斉授業の破綻

高校では，進学校の授業が破綻している。４割が内職，３割が聞いてません。１～２割が聞いて

るだけ。一斉授業でやってるから。

寝てる子は，希望を失っていない。じゃなかったら教室で寝ていない。あきらめていないから教

室にいられる。

また，“オートスキャナー”，つまり何も考えずに黒板をノートに写す生徒がいる。頭で何も考え

ていない。あきらめている。こういう子どもたちが増えてきている。男の子は，分からなくなると

うるさくなるが，女の子は逆で，分からなくなると沈黙。これを見過ごしてはいけない。授業を妨

害しないから，先生たちは，沈黙する生徒に関わらない。テストをやると全然できていない。

こういう子どもたちを一人も出さない。つまり，あきらめない子ども，希望を失わない子どもを

小学校のうちから大切にしないといけない。分からないときは友達に「教えて」と聞く，「先生，

分からない」と言う，自分で調べる，もがく。そういうふうに子どもに関わっていかないといけな

い。

分からない子，できない子は，絶えず一人です。つぶれる子ども，問題を起こす子ども，みんな
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ひとりでしょ。教師も同じ，つぶれる教師は皆一人。だから，一人も一人にしない。これは今とて

も大切だと思うんです。

●どの子も一人にしない

一人ひとりが学校で学ぶことの喜びを知ってほしい。一人ひとりがつながりながら生きていくこ

との大切さを知ってほしい。学びでつなげるしかない。

●学びの実践は三つの＜疎外＞の克服

・学びにおける三つの疎外＝①＜対象性＝テキストと活動＞の喪失，②＜他者＞の喪失，③＜意味

＞の喪失＝学びはこの三つの疎外を克服する実践である。

①テキストや資料と出会い，そこに活動がある，保障される，②仲間とともに学べる，③学ぶこ

との意味が分かる（英語なら，「なぜ，英語を学ぶのか？」），この三つを実現する。

●真正の学びと対象性

真正の学びというのは，分かりやすく言えば，対象性の回復なんです。文学で言うと，テキスト

とどれだけ対話できるか，テキストとどれだけ向き合えるか。社会で言えば，資料を通して，どう

いうことが思考できるか。まさに対象性の回復なんです。真正の学びというのは，理論や哲学があ

るんだけれども，それと同時に，活動として，対象を指さし合って，「これだよ，これ」と言い，

そこから思考や探究が始まる学びをつくっていく必要があるよね。

●授業づくりの二つの課題

（１）一人残らず安心して学べる教室をつくる（どの瞬間も一人にしない。）。低学年の授業ではコ

の字型の教室配置で聴き合う関係を育て，授業ごとに７－８回のペア学習。中学年以上は４人グル

ープの学び合い。

子どもが学びに参加するのは，２段階で進む。第１段階は，教師が引き受けるということ。教室

に寝たままの子ども→教師が引き受けてない。どんな子にも１分以内に教師が声をかける。「もう

ちょっとがんばってみようね」等。そうすれば，子どもは変わる。それやってないでしょ。一番悪

いのは，（寝てる子の）近くに行ってスーッと逃げていくこと。これは生徒からすれば，一番嫌な

こと。「来るかな」と思ってたら，来ない。「やっぱりだ」ということになるから。「声をかける」，

「引き受ける」，「励ます」，教師ができるのはここまでで限界なんです。これを知らないといけな

い，教師は。限界だけど，そこまではやらなきゃいけない。しかし，それさえやらない教師が多い。

だけどまずそれをやりましょう。

そういう子どもがいつ学び始める？ これが第２段階。第２段階は，仲間が引き受けるというこ

と。グループの仲間が引き受けたときです。友達から声をかけられたときです。「そこわかんない

の？」，「僕はこう考えたんだよ」と。

（２）一人残らず最後まで夢中になって学ぶ授業をデザインする。丁寧な＜共有の学び＞と大胆な

＜ジャンプの学び＞を組織する。真正の学び（教科の本質に即した学び）を実現する。

テクスト（資料）にもどす。グループにもどす。

夢中になって学ぶという意味は，最初の 10 分夢中になる，次の 10 分がもっと夢中になる，20

分，40 分…と「全力疾走して終わった！」。と思える授業。こういうイメージが必要。
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１つ目のポイントは，早い段階で「学び合い」を入れる。

２つ目は，子どもは，いったんわかると，学びを終えちゃうんです。終わった子どもは，二度と

戻ってこない。

何を言ってるかというと，「グループの学び合いは，授業のどこで入れたら良いですか？」と質

問されることが多いんですが，答えは簡単，「どこでも入れてください」。例えば，手が挙がらなく

なったら，「はい，グループにしてください。」それよりも，「グループをどこで切るか」の方が難

しい。入れた学び合いをどこで切ったら良いか。「あのタイミングが良かったのか？」。僕が見てて，

失敗してる方が多いです。（グループを切るのが）遅いことが多いです。遅すぎる。早すぎる失敗

というのは，あまり見ない。こういうときは，子どもが作業を続けている。遅すぎる失敗は，「も

う終わっちゃっている」。だから，後半だれてしまう。これをもっと研究する必要がある。よくあ

る先生は，「あのグループが終わってないから待つ」というもの。これが一番だめ。逆に言うと，

あのグループを待っていたら，全部のグループが終わってしまうんだよ。終わってしまった子ども

たちは，テンションが下がってしまって，元に戻らないもん。このへんの判断が凄く難しい。「全

体の３分の２くらいが終わりかけたな」というときが切りどき。３分の１が終わってなくても構わ

ない。切り上げて，全体で学び合いをすればいい。それで十分学んでいる。これをやらないと（授

業の最初から最後まで）全力疾走にならない。

３つ目が，「ジャンプの学び」。ジャンプがない学びは，全然夢中にならない。教科書以上の高い

課題をやるということです。レベルが高いほど，できない子，わからない子が夢中になって学んで

るでしょ。これは確信している。普通は，レベルを高くすると，できない子，わからない子ができ

ないんじゃないか？と教師はみんな思っている。これは，授業研究をやってない人。もっと研究し

てみて。できない子，わからない子ほど，夢中になって学んでるよ，ただし，解けないよ。解けな

いけど，夢中になって学んでいるだけで十分。どうしてこういうことが起こるかというと，「でき

る子は，基礎から発展に行ける」。できない子は，「基礎から発展」に行けません。発展問題をやっ

たときに，基礎を学ぶんです。つまり，公式の意味がわからないまま，応用問題をやる。応用問題

をみんなでやりながら（これは協同の学びをやるから実現できること），「基礎ってこういうことだ

ったんだ！」とわかる。だから，できない子がわかるまで，教科書レベルをくどくどやってると，

ジャンプの時間が無くなってしまいます。よくある失敗だよね。

教師は，「すべての子どもがわかる授業が一番いい授業」だと思っている。すべての子どもがわ

かる授業がいい授業じゃない。この考え方を知らなきゃいけない。なぜ？ 「すべての子どもがわ

かる」というのは，あり得ないから。もし，すべての子どもがわかる授業が成立するとすれば，課

題が易し過ぎる。だから，みんなわかっちゃう。目標とすべきは「みんながわかる授業」じゃない，

「全員の子どもを夢中にすること」。つまり，平均点を上げること，そして，全体の幅，格差を縮

めること，を目標にする。これを実現するためには，「３分の２がわかって，３分の１がわからな

い」レベルにすること。そういうイメージをもって授業をした方がいい。事実，３分の１がわから

なくても，わからない子たちが「つまんなかった」って絶対言わないからね。夢中になって学んだ

ことを喜んでいます。「おもしろかった！」，「悔しいけど，おもしろかった」って。でも，ほとん

どの授業は，まだジャンプの課題が易し過ぎる。夢中にするほどの高さになっていない。

●授業の基本技法（１）

教師の仕事は＜聴く＞＜つなぐ＞＜もどす＞の三つ
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① 居方（ポジショニング）について

「態（わざ）」（世阿弥『風姿花伝書』）

「息づかい」を共にすること（応答性）

「引き受ける」＝教育は＜引き受けること＞からスタートする。＝＜入る＞のではなく＜入れる

＞＝＜軸＞をつくる。

②学びの＜場＞を生み出す教師の構え

「聴く構え」と「まなざし」－ 身体が開かれていること テンションを下げる＝＜しなやかさ

＞と＜集中＞

言葉＝無駄のない選ばれた言葉

●授業の基本技法（２）＝新しい授業研究は＜デザイン＞と＜リフレクション＞

① 「プラン」と「デザイン」の違い

「プラン」は授業前に決定される。「デザイン」は授業過程においても構成される。（積み木遊

び）

② デザインは単純（simple）に省察と関わりを繊細（sensible）に。

③ ＜始まり＞がすべて＝優れた教師は始まりにすべてをかける。

④ 学びの課題の＜デザイン＞と学びの省察＜リフレクション＞が新しい授業研究

●授業の基本技法（３）

・協同的な学びを組織する。

① ２１世紀の学校教育は＜プロジェクト＞型のカリキュラムと＜協同的な学び＞による授業に

よって構成される。

② 協同的な学びは，小学校１，２年は＜ペア学習＞，小学校３年以上（中学校も高校も）は４人

を単位とする＜小グループ学習＞によって組織される。

③ ＜小グループ学習＞は男女混合の偶発的グループによって編成する。

④ ＜小グループ学習＞は＜個人学習の協同化＞と＜ジャンプのための協同学習＞の機能をもつ。

●協同的学びの理論（１）

発達の最近接領域（ZPD）

・学びの可能性は、発達の最近接領域（Zoneof Proximal Development＝ZPD)にある。（Vygotsky）

＜ヴィゴツキーの発達の最近接領域＞

―――――――――――――――――――― ← 他者の援助や道具の介入によって

                        達成できるレベル

                        （明日の発達水準）

学    発達の最近接領域     発

      （学びの可能性）

習                 達

―――――――――――――――――――― ← 一人で達成できるレベル

                        （現下の発達水準）
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協同的学びの可能性は，ZPD にある。

発達の最近接領域。一人で達成できるレベルと，他者の援助や道具の介助によって達成できるレ

ベルの間に学びの可能性があります。だから，課題は，一人で達成できるレベルより下でも駄目だ

し，他者の援助や道具の介助によって達成できるレベルの上でも駄目なんです。

今までの一斉授業では，課題のレベルを「一人で達成できるレベル」で考えていた。それは間違

い。協同的な学びでは，「他者の援助や道具の介助によって達成できるレベル」で考える。「グルー

プでやったら，ここまで行けるよ」と。

一人ひとりができるようになって，学びが成立するんじゃない。逆。協同できるようになって，

一人ひとりの学びが成立する。

●協同的学びの理論（２）

モニタリング

・学びは＜真似び＝模倣＞であり，他者の思考をモニタリングによって＜内化＞することとして創

出される。（Vygotsky）

●協同的学びの理論（３）

足場かけ（架橋）

「足場かけ＝架橋」（scaffolding）＝他者の思考を踏み台にしてジャンプする。（J,S, Bruner）

友達の考えを取り込む，踏み台にして，自分の考えをつくる。高めることができる。これは一人

で学ぶことではできない，協同で学ぶことによってできるのである。

●授業の基本技法「教え合い」と「学び合い」は違う

・＜教え合う＞関係ではなく＜学び合う＞関係を。

「わかった人はわからない人に教えてあげて」は禁句。「わからなかったら隣の人にきくんだよ」

でなければならない。

・できない子どもほど，自分ひとりで＜まじめ＞と＜努力＞と＜反省＞で学ぼうとする。

・「ねえ，ここどうするの？」が＜学び合う関係＞づくりの第一歩。

・個人学習（自力解決）の誤り。

●授業の基本技法 ジャンプ

日本の授業のほとんどは＜わかりきったことをくどくど説明する＞授業になっている。＝＜ジャ

ンプ＞のない学びでは，子どもは＜夢中になって学ぶ＞ことができない。

話し合いが活発な授業がなぜ駄目なのか？ 話し合いが活発なのは，すでにわかったことを発表

し合っているだけだから。学びにはならない。「学び」というのは，未知への探求だから，活発に

なりようがない。ぼそぼそというつぶやき。つぶやきの中に思考がある。

・協同的学びを＜共有＞（教科書レベル）と＜ジャンプ＞（教科書以上のレベル）の二つのレベル

で組織する。

・レベルをあげないと低学力の子どもは救われない。（上海，フィンランドの教訓。日本も同様）

・＜ジャンプのある学び＞は低学力の子どもに必要。低学力の子どもの学びは＜発展＞から＜基礎

＞におりる。
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・＜ジャンプ＞によって＜学び合い＞は発展する。

・＜ジャンプのある学び＞は，学び上手な子どもを育て，教師の専門家としての成長を促進する。

●ジャンプの課題づくりは，なぜ難しいのか？

・ジャンプの課題づくりを難しくしている要因は一つではない。

いくつかの要因が絡みあっている。

① 教師の教科の教養（学問・芸術）が欠如している。＝教科書しか教えられない。

教科書の背後にあるものが見えない。あるいは，教科書を教えている意味がわからない。

② ジャンプの課題を，その学年の教育内容の範囲内で探している。

③ 「３分の１は正解に至らなくてよい」という認識が欠如している。あるいは，それが「怖い」。

④ ジャンプの課題を＜難しい課題＞と誤解している。

⑤ 正しいジャンプの課題は一つしかないと誤解している。

●校内研修による同僚性の形成

授業の事例研究の目的は＜評価＞ではない。＜助言＞でもない。＜教室の事実＞から＜学び合う

＞ことにある。

学びの事実を中心に話し合う。（どこで学びが成立したのか，どこで学びがつまづいたのかを観

察した事実をもとに話し合う。）

授業者に対して＜助言＞を行うのではなく，教室の事実を観察して何を学んだのかを話し合う。

教師が協同で学び合い，授業の事例研究を通して育ち合う同僚性を校内に築く。

●課題１：「話し合い」と「学び合い」は違う＝真正の学びを実現する。

（１）学び合う関わりの構成（聴き合う関係）

いわゆる，一般的に広まっている“学び合い”は“話し合い”。「聴き合う」ことにこだわってい

ない，おしゃべりになっている。学びの共同体は，物静かで，よく考える学び。よく聴ける子を育

てます。

（２）真正の学びの創造＝教科の本質に即した学びの追求

（３）ジャンプのある学びの挑戦

真正の学び

聴き合う関係         ジャンプの課題

●課題２：教師個々人の専門性と学校の同僚性を高める。

・授業協議会の充実

・個人研究をもっと重視する必要がある。「個人研究テーマ」の決定，その遂行。（教科もそれぞれ

の中心教科を決定し，その成果を学校全体で共有すること）。

・学校全体の教師の学び合いがオーケストレーションに。
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●結論１＝学力を高めるための要点

・学力問題は三つ＝①学力の「質」の問題，②学力低下の問題，③学力格差の問題，この三つのう

ち，①が最も重要だが忘れられている。

・学力の向上は，「発展的学力」の向上から「基礎学力」の向上へと向かう。逆ではない。

・「学び合い」だけでは学力の向上にはつながらない。「ジャンプのある学び」の学び合いが学力の

向上を導く。

・学力の向上は「二段ロケット」で進行する。一段目は底上げとして，二段目は上位の学力の向上

として。

・学力の向上には時間がかかる。しかし，いずれ向上する。

・学力レベルは教師の教養レベルに相関する。

●結論２：学びの主権者を育てる学校づくり

・一人の子どもも一人にしない。

・一人の教師も一人にしない。

つぶれる子どもは皆一人。つぶれる教師は皆一人。

・協同的学びを中心とする授業の創造。

・真正の学びによる学びの質の向上。

・学びのデザインとリフレクションとしての授業研究。

丁寧な共有の学びと大胆なジャンプの課題に挑戦する。

・同僚性の構築を核とする学校経営。

・学びの主権者を育て合う学校づくり。


