
　第５回茨城・学びの会「冬の授業づくり・学校づくりセミナー」実践報告

　「学び合う教室文化」を育てる

 ２０１２年１２月１５日　筑波学院大学
　山梨県　身延町立大河内小学校　古屋和久



ＥＴＶ特集「輝け　二十八の瞳」で伝えたかったこと



今日、お話ししながら、みなさんと考えてみたいこと

「学び合う教室文化」をどうやってつくるか

（１）「学び」を中心とした授業をつくる

（２）「学び」の作法を躾ける

（３）教室空間をデザインする

（４）「学び」を支える一人ひとりを育てる

（ノート指導　家庭学習　読書　書くこと　など）



教室空間をデザインする　４月　始業式の日



教室空間をデザインする　２学期の教室



教室空間をデザインする　　教室の入り口は玄関

「学び合う教室」文化の入り口であり、「学び合う教室」文化を発信する場　
・学級（教室）目標や、教室の「今を」（教室行事や授業の様子）を紹介する写真

　　・学級だより『紙ひこうき』、特別支援教室だより「あくしゅ」や、学校だより
　　・５年生までのあゆみを紹介する写真



教室空間をデザインする　　教室の正面は床の間

そこに生きる人々の心を象徴
　・教室目標を正面に掲げ、ことあるごとにそこに戻る
　・全員の顔写真
　・私の教室には必ず飾ってある、ミレーの「冬、こごえたキューピッド」
　・当番表などはもちろん、情報的な掲示はできるだけ少なくする



　教室空間をデザインする　　教材と出会い対話する場（１）

今、子どもたちが夢中になっているものが一目瞭然
　　・子どもたちが毎週書いた｢海と水産業レポート」
　　・焼津漁港で購入した「マグロ漁場地図」
　　・魚図鑑　・魚の模型　・授業で取り上げた「日高昆布」
　　・子どもたちと集めた魚の缶詰



教室空間をデザインする　　教材と出会い対話する場（２）

教室という１つの空間に、３つ４つの空間をデザインする
　ただ展示するだけでなく、子どもたちの目を、そこに向けさせる指導が必要



教室空間をデザインする　　教材と出会い対話する場（３）

教室が実験室になったり、研究所になったり、資料館になったり



教室空間をデザインする　　仲間と出会い対話する場

　　仲間の作品を鑑賞し合うことで｢仲間との　　　
出会いと対話」が生まれる。



　「学び合う教室」って何だ？

「学び合う教室文化」をどうやってつくるか
（１）「学び」を中心とした授業をつくる
（２）「学び」の作法を躾ける
（３）教室空間をデザインする
（４）「学び」を支える一人ひとりを育てる
　　　（ノート指導　家庭学習　読書　書くこと　など）

「学びの共同体｣理論が描く３つの学校ビジョン
　　　・子どもたちが一人残らず学び合う学校
　　　・教師が一人残らず学び合う学校
　　　・保護者や地域の人々も、子どもたちや教師と共に学び合う学校
｢学びの共同体｣理論をつらぬく３つの哲学
　　　・公共性の哲学　・民主主義の哲学　・卓越性の哲学
｢学びの共同体｣理論の３つの活動システム
　　　 ・共同的な学び  ・教師の同僚性の発揮　・保護者の学習参加　



「学び合う教室」って何だ？　私がつくりたいと思う教室

私が考える「学び合う教室」
　①子どもたちが夢中になって学ぶ教室
　②子どもたちが仲間に心を開きながら学ぶ教室
　③子どもたちがさまざまな力をつける教室
　④保護者と共に学ぶ教室



「学び合う教室」って何だ？（１）　夢中になって学ぶ教室

驚きや疑問、発見、ひらめき、戸惑い、納得・好奇心、喜び、幸せな気分、挑戦す　　
る気持ち…といった｢気」があふれている教室。



「学び合う教室」って何だ？（２）　仲間に心を開きながら学ぶ教室

たとえば次のようなことが自然にできる教室文化が育っているか
　・「ねえ、これどうやるの？」と、仲間にたずねることができる
　・「ねえ、これどうかなあ」と、仲間に話しかけることができる　
　・たずねられた子どもが、一緒になって考えることができる
　・仲間と一緒に考えることができる
　・仲間の考えを一生懸命にわかろうとする
　・安心して自分を表現することができる
　・「わからない」と言うことは恥ずかしいことではなく、いいことだと認められる



「学び合う教室」って何だ？（３）さまざまな力をつける教室

課題を追求していく力
①「えっ！」「あっ！」と、敏感に反応することができる。

②「何だろう」と興味がもてる。

③「おもしろそうだなあ」と考えることができる。

④「わからない」と表現できる。

⑤わからない時に、教科書やノートに戻って考えることができる。

⑥「これ、どうやるの？」と尋ねることができる。

⑦簡単に「わかったつもり」にならない。

⑧困難な問題にたちむかっていこうという気持ちになれる。

⑨「わからないこと」「まちがえること」をマイナスにとらえない。

⑩自分の学びの足跡をたどることができる。

⑪仲間と一緒に考えることができる。



「学び合う教室」って何だ？（３）さまざまな力をつける教室

仲間と共に生きていく力
⑫仲間の考えをわかろうと、一生懸命に話を聴くことができる

⑬仲間の考えをわかろうと、相手に問うことができる

⑭仲間の考えを聴いて、自分の考えをつなげることができる

⑮言葉を探している仲間を、あたたかい気持ちで待つことができる

⑯言葉を探している仲間と一緒に、言葉をさがそうとする

⑰自分の言葉が相手に届いているか、相手を観察することができる

⑱自分の言葉が相手に届いているか確かめながら話ができる

⑲仲間と一緒に考えることを楽しいと感じることができる

⑳仲間の考えをできるだけいいものにしようとすることができる

㉑仲間の考えを取り入れて、自分の考えをできるだけいいものにしようとする



「学び合う教室」って何だ？（３）さまざまな力をつける教室

自分の世界を創っていく力
㉒仲間の考えと自分の考えをつなげて考えようとする

㉓自分の考えを言葉にしようとする

㉔自分の考えをさらにいいものにしようとする

㉕授業を思い出すことができる

㉖授業を思い出し、それを文章で表現することができる

㉗文章で表現しながら、わかり方やふりかえることができる

㉘自分の言葉が相手に届いているか見届けながら話すことができる

㉙仲間の作品や考えを自分の作品作りや考え方に生かす

㉚学びの足跡をたどることで、自分の成長を確かめることができる



「学び合う教室」って何だ？（４）　保護者と共に学ぶ教室

保護者に
「いつでも教室にどうぞ」
「子どもたちの中に入ってください」
と、声がかけられる教室になっているか。



「学び合う教室」って何だ？

「学びから逃走する子どもたち」が生まれる教室ではなく、「学びに向かう　

子どもたち」を育む教室である。

私が考える「学び合う教室」
　①子どもたちが夢中になって学ぶ教室
　②子どもたちが仲間に心を開きながら学ぶ教室
　③子どもたちがさまざまな力をつける教室
　④保護者と共に学ぶ教室

保護者や教師が、「学びに向かう子どもたち」の姿を実感し合い、喜び合える教室
である。



「学び合う教室文化」をどうやってつくるか

「学び合う教室文化」をどうやってつくるか
（１）「学び」を中心とした授業をつくる
（２）「学び」の作法を躾ける
（３）教室空間をデザインする
（４）「学び」を支える一人ひとりを育てる
　　　（ノート指導　家庭学習　読書　書くこと　など）

これまで研究会で取り上げられてきた｢学び」を中心とした授業

　　ペア学習　4人グループの協同的な学び　コの字型の全体学習　　
　　「教え合い」から「学び合い」へ　「話し合い」から「学び合い」へ
　　「共有の学び」と「ジャンプの学び」　保護者の学習参加
　　教師の役割（つなぐ・もどす）　教師のポジショニング　
　　教材の本質　質の高い学び　「真正の学び」の追求　
　　教材との出会いと対話・仲間との出会いと対話・自分との出会いと対話



「学び合う教室文化」をどうやってつくるか　学びの作法

｢学び」の作法
・相手の言いたいことをわかろうと話を聴く

　・自分の言葉が相手に届いているか見届けながら話す

　・わからない時に、「これどうやるの？」と問う

　・相手によりそって考える　　

　・テキストに戻ったり、前の学習に戻って考える



学びの作法　相手の言いたいことをわかろうと話を聴く（１）

全体の授業の時に心がけていること
①子どもの発言を聴く時、テキストとのつながり、他の子どもの発言とのつな　　　　

　　 がり、前のその子どもの考えとのつながりを意識する。
　 ②（テキストの）「どこでそう考えたの？」と問う。
　 ③発言している子どもに、聴き手を意識させる。「誰にお話ししているの？」　
　　「○○さんに言葉が届いているかな？」
　 ④発言している子どもだけでなく、聴き手の表情にも注意する。
　　「○○さん、□□さんの言いたいこと、ここまでいい？」「○○さん、何か納　
　　得していない顔をしているね。」
　 ⑤発言した子どもの考えが理解できたか、確かめさせる。
　　 「○○さんの言いたかったこと、わかりましたか？」
　 ⑥発言者の言葉が詰まった時、発言者の言いたいこと
　　 を予想させる。
　　 「○○さんは、どんなことを言いたいのかな？」
    ⑦発言の内容を理解するために発言者に問いかける。
　　「もう１回言って？」
　 ⑧発言の内容について、自分の考えが言える。



小グループの「話し合い」は「聴き合い」である

小グループの「話し合い」の時に心がけていること
　①考えの「言い合い」になっていずに、「聴き合い」になっているか。

　②相手の言いたいことをわかろうと、確認や問いかけをしているか。

　　「もう１回言ってもらっていい？」「それって、こういうこと？」

　③「どこでそう考えたか」という言葉が交わされているか。

　④話し手の言葉がつまった時に、考えを引き出す「問いかけ」をしているか。

　⑤相手の「わからなさ」に敏感になっているか。

　⑥自分の言葉が相手に届いているか、意識しな

　　がら話しているか。

　⑦全員が「話し合い」に参加しているか。

　⑧３対１の状況になっていないか。

　⑨グループで何が話題になっているか把握し

　　ているか。

学びの作法

相手の言いたいことをわかろうと話を聴く（２）



「学び合う教室文化」をどうやってつくるか

「学び」を支える一人ひとりを育てる

「学び合う教室文化」をどうやってつくるか
（１）「学び」を中心とした授業をつくる
（２）「学び」の作法を躾ける
（３）教室空間をデザインする
（４）「学び」を支える一人ひとりを育てる
　　　（ノート指導　家庭学習　読書　書くこと　など）



「学び」を支える一人ひとりを育てる　ノート指導

「学び」の足跡を残し、活用するノートへ（１）

算数日記　日記を書くように、その日の算数の授業について家で日記から書いてく　　
　　　　　る。翌日の算数の時間のはじめに、算数日記の交流をする。
内　　容　どんなことをやったか。自分はどうだったのか。仲間はどうだったのか。　
　　　　　自分はどんな考えをしたのか。仲間はどんな考えをしたのか。どんなふ
　　　　　うにわかったのか。どこがわからなかったのか。何か発見したか　など。
算数日記は、子どもと教材をつなぎ、子どもと子どもをつなぎ、教師と子どもをつ
なぐ。また、子ども自身の現在と過去・未来をつなぐ（自分との出会いと対話）。



活用させるための指導と環境デザインが必要
・「それ、いつやったっけ？」と子どもたちに言わせる授業内容

・いつでもノートが活用できる教室環境

「学び」を支える一人ひとりを育てる　ノート指導

「学び」の足跡を残し、活用するノートへ（２）



５年生の家庭学習時間と読書（４／９～１２／１７）

–
１日平均学習時間　　１日平均読書時間　　　　読了図書冊数

　　　８２分 　　　　３７分 　　　　７８冊

　　　７９分 　　　　５３分 　　　１２５冊

　　　９２分 　　　　５５分 　　　１２９冊

　　１２６分 　　　　３３分 　　　　６１冊

　　　８３分 　　　　５４分 　　　１００冊

　　　８６分 　　　　２１分 　　　　４４冊

　　　７１分 　　　　３０分 　　　　３６冊

　　１４２分 　　　　５４分 　　　　８８冊

　　　６６分 　　　　７２分 　　　１６９冊

　　　８３分 　　　　４３分 　　　１１２冊

　　　８１分 　　　　２８分 　　　　８４冊

　　　７５分 　　　　４３分 　　　　９０冊

　　平均 　　　８６分 　　　　４５分 　　　　９４冊



５年生の家庭学習と読書指導

子どもたちは毎日９０分近い家庭学習を行っている
　　・一番多い子ども　　 １４２分　

　　・一番少ない子ども　　６６分 

      ・５年生の平均家庭学習時間　８６分 

子どもたちは毎日４５分の読書を行っている
　　・一番読書時間の多い子ども　　７２分

　　・一番読書時間の少ない子ども　２８分

　　・５年生の一日あたりの平均読書時間　４５分

　　・一番多く本を読んでいる子ども　１６９冊

　　・一番少ない子ども　　　　　　　３６冊

　　・５年生が４月から１２月２日までに読み終えた本の冊数の平均　９４冊

　家庭学習や読書の他にも、継続的な運動（１５０メートルトラック走や６０メート

ル走）などにも取り組ませている。



家庭学習指導と読書指導のための生活記録（１）

   ①今週の目標（月曜日までに記入）

　②家庭学習について　
　　　　どんな家庭学習（宿題を含め）を何分したか

　③読書について
　　　家に帰ってからの読書を何分したか

　　　　現在、読みかけの本の名前とページ

　④スポーツについて
スポーツ（運動）に何分親しんだか

基本の運動（腕立て伏せ・腹筋・ステップ・６０メートル走・トラック走）

　　　　スポーツ少年団等の活動（サッカー・空手・野球・スイミング）

　　　　家族や友だちとのスポーツ活動など（バドミントン・縄跳び）

　⑤芸術活動
家でどんな芸術に何分取り組んだか　

　　　　　習い事など（ピアノ・ハープ・書道・絵画）

　　　　　家族や友だちと親しんだ芸術活動（陶芸教室・美術館見学など）

　　　　　芸術系の宿題（ポスター・習字など）

⑥ひとこと日記

その日の出来事を４０～６０字程度で書く。　



家庭学習指導と読書指導のための生活記録（２）

⑦一週間をふりかえって（日曜日に記入）
目標について　忘れ物　　ほめられたこと　注意されたこと　がんばったこと

　　　生活全般について（「あゆみ」の生活面の評価項目について）のふりかえり

⑧保護者からの言葉（日曜日に記入）

生活記録を続けてきて良かったこと
（１）子どもたちにとっての自分や仲間と出会う機会になっている
　今週はよく勉強したなあ…　

　　本が１００冊をこえた！

　　○○さんは、こんなふうに勉強しているんだ…

（２）教師にとって、学習指導や生活指導などの資料

　　になっている

（３）保護者にとって、わが子を理解し、その成長の過

　　程を知り、家庭教育を考える機会になっている



まとめ　「学び合う教室」文化を、どう育てていくか

・これまで、私たちの実践研究は、
　「学び」を中心とする授業　をどう創っていくか
　「学び」の作法　をどう育てるか 
　ということを中心に取り組み、多くの知見を教育現場に提供してた。

・これからの実践研究は、それらに加え、教室空間のデザインや「学び」
  を支える一人ひとりを育てる（ノート指導・家庭学習・読書・書くことな
  ど）ことにも取り組んでいきたい。

・教室空間のデザインやノート指導、家庭学習や読書の指導は、特別な
  指導ではない。日本の教師であるなら、誰もが日常的に取り組んでい
  ることである。

・教師として日常的に取り組んでいることを、「学びの共同体」理論（３つ
  の学校ビジョン・３つの哲学・３つの活動システム）につなげて、もう一
  度その意味や可能性について考えてみることが必要だ。

　『学び合う教室文化』を育てるという意識で取り組みたい



やまなし教育　Café
授業づくり・教室づくり・学校づくりセミナー

　　山梨の教育実践研究に新しい風を吹かせたい。組織があるからし
かたなく集まるのではなく，その時間を誰かと共有することに何と
も言えない居心地の良さがあり，教育の夢を描くことや，明日から
の授業や学校づくりが楽しみになってくるような研究会，学生時代
に珈琲一杯で何時間も語りながら時を過ごした喫茶店（Café）の
ような文化が香る研究会にしたいと考え，「やまなし教育Café」を
たちあげました。

OPEN　１学期・夏休み・２学期・３学期の年４回

MENU
A　本格的授業実践報告
B　話題提供型実践報告
C　お気軽実践報告
D　おもしろい教材の紹介
E　本の紹介や教育関係の話題の紹介 

F　ゲストによるミニ講演（レポート）


