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第７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

学び合う学びを実現する授業づくり

一人残らず学びの主権者に

茨城・学びの会・講演 2014 年

佐藤 学 先生（学習院大学教授）

報告者  那珂市立第二中学校  伊藤 紳一郎

■ ロシアのある研究者の実験結果

子どもをＡ，Ｂ，Ｃの３つのグループに分けた。Ａは，例えば 50 の情報を丸暗記させる。Ｂは，実は

この 50 の情報には隠れた意味があってそれを一緒に覚える。つながりも学習する。Ｃは，３～４人の

グループ学習で，この 50 の情報から意味を発見させる。

６ヵ月後，この 50 の情報の記憶の定着度を調べた。Ａ：Ｂ：Ｃで，１：５：20 になった。ただ覚えたの

では，忘れてしまう。意味を発見するとその５倍は覚えている。そして，自分たちで探究して発見する

と，もっともっと記憶に残るんですね。

■ 学ぶ権利は子どもの人権の中心であり，希望の中心である。

・学び続ける限り，子どもは決して崩れない。しかし，学びに絶望した子ども，学びから

逃走した子どもは簡単に崩れる。

・このことは，学ぶ権利は子どもの人権の中心であり，学びは子どもの希望の中心である

ことを示している。

・一人残らず，学びの主権者に育てる。＝一人ひとりが学びの主人公になる授業を創造す

る。

教師の力だけでは子どもは守れない。子どもを支えるのは子どもなんです。子ども同士の中に，支

え合い，学び合う関係をつくることが何よりも重要。それをつくれるかどうかが，教師の責任。教師が

子どもを救うような発想では，絶対に子どもは守れない。

■ なぜ，2000 年から 2006 年の間に急激に学力は低下したか

・改革による危機の拡大

１）習熟度別指導の普及（小学校の 73%，中学校の 67%）

２）ドリル学習の普及（学力低下は「基礎学力」にあるのではなく「発展的学力」にある）

３）臨採・非常勤教師の氾濫＝45 道府県

４）教師の脱専門職化と学校改革の混乱

５）学力向上を達成した学校は「学力向上」を目的としない改革を遂行した学校である。

学力の低下を「ゆとり教育」のせいだと言う人がいます。これは嘘です。なぜなら，この間，学習指導

要領が変わっていない。教科書も変わっていない。だから，それによってこの変化を説明できません。

では，何が原因で下がったのか。一番大きな変化は，「習熟度別指導」です。2000 年以前には，日

本に「習熟度別指導」はなかった。それが，学力対策のため，2000 年から 2003 年の間に広まった。
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これは，欧米諸国で失敗した例しかない。これは，上位 15%の子どもにしか効果がありません。平均

点は落ちます。しかし，これは，教師そして子どもに非常に受けがいい。わからない子・できない子はわ

かるまで，丁寧に教えてもらえるから。教師も，今までほったらかしにしていたわからない子・できない

子に細やかに，丁寧に指導できるから評判がいい。なぜ，教師はわかるように，細やかに指導ができ

るのか。それは，レベルを下げて，時間をかけているから。それによって学力差がますます広がる。こ

れがカラクリ。だから，習熟度別指導は危険なんです。今でも習熟度別指導をやっているのは 14%。

それに変わったのがグループ学習です。学力が上がったところを調査したら，全部グループ学習をし

ている。PISA 調査によると，グループ学習が極端に入っていない国は，韓国と日本です。世界の趨

勢は，一斉授業は博物館に入っています。ただ，グループ学習を入れるのは悪いことではないが，グ

ループ学習を入れると教育効果が上がるのか？ということなんです。これは「No」なんです。これを知

っておいてほしいんです。どういうことかと言うと，世界で一番グループ学習を入れているのはメキシ

コなんです。しかし，学力は低いです。また，アメリカではグループ学習によって学力格差が開いてい

る。（学力も低い）なぜそういうことが起こるのか？知っておかなければいけない。結論から言うと，グ

ループ学習が「学び合い」になっていないから。「話し合い」になっている。そして，「教え合い」になって

いる。話し合いになったら教育効果は上がりません。教え合いになると学力格差が開きます。「学び合

う学び」を成立させる一番のポイントは，「話し合い」にもしない，「教え合い」にもしない学びをどうつくる

か。日本中で行われているグループ学習，僕から見れば，ほとんど「話し合い」。「話し合い」には学び

がない。「話し合い」というのは，わかったことを発表しているだけ。自分がわかったことを交流している

だけ。学びというのは，わかったことを交流することではない。わからないことへの探究なんです。話し

合いが活発なグループの記録をとってみると，何も学んでいない。全くコミュニケーションがとれてい

ないところと同じくらいだめです。「話し合い」は必要ない，「学び合い」，つまり，個人作業の協同化が

必要。一人ひとりの学びを成立させることが大切なのであって，グループの学びを成立させることを

自己目的化してはいけない。学びは一人では成立しません，協同することによってしか成立しない。

ただ，あくまでも学びは「個」なんです。「個」

の学びの摺り合わせ。「個」と「個」の摺り合わせ（学びの共同体の学校のグループ学習は，答えがみ

んな違う，一般の学校では答えが同じになる）。例えば，授業の前半で共有の学びをやりますよね。

それぞれプリントを持ってやっている。自分でできる。その後，グループになってやる。最後まで一言も

話さずにグループ学習が終わった子がいる。何の問題もない。できていればいい。わからなかったとき

に聞けばいい。そういう子どもを育てないと。できることを言い合う，これはだめ。極論すれば，コミュニ

ケ－ションがなくてもいい。ただし，ひとつわからないことがあったらすぐ訊ける，みんなで探究し合う。

それが素晴らしいと思うんです。

■ PISA2009・2012 の結果について

１）上海がダントツ・トップ（読解，科学，数学＝レヴェル１が１%！（数学）

上海の教科書のレベルは，日本より４年上。レベルを高くすると，できない子，わからない子が増え

ると普通考えるでしょ。逆です。日本の場合，上半分は，世界一なんです。だから，日本の問題は，

低学力の子をどう引き上げるか，なんです。レベルを上げれば，上げるほど，低学力は少なくなってい

る。低学力の問題を解決するためには，決してレベルを下げちゃだめ。実際，日本より教科書レベル

の低い国，メキシコ，トルコ，インドネシアの学力は低い。日本より高い，カナダ，ニュージーランド，オ

ーストラリアは，日本より１年上。教育内容のレベルは，決定的に影響を与えていることになります。

だから，低学力の学校ほど，レベルを上げるんです。そうしないと解決しない。底を上げながら，上も

上げる，これをやらなきゃいけない。これが共有とジャンプなんです。
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２）東アジア諸国のシンガポール，香港，日本，韓国，台湾がトップ・グループ。（似非進

歩主義の問題も）

３）欧米では，フィンランドに次いで，カナダ，ニュージーランド，オーストラリアがト

ップグループ

４）日本の学力の特徴：学力の質の問題，学びからの逃走（白紙答案），創造的な探究能力，

中位層，下位層の危機。

５）PISA の総括的調査結果（１）：社会的経済的背景が学力の決定要因。

家庭の貧困度が，学力に決定的に影響を与える。

報告書の中で，フィンランドと日本を評価している。フィンランドは，社会全体の貧富の差を最小限

にすることによって，学力格差を縮めている。日本は，貧富の差がこれほど拡大したにも関わらず，教

師の努力によって，その格差を最小限に止めている。

６）総括的調査結果：補習授業，補習指導，宿題，塾などの効果は認められない。＝授業

中の学びが決定的。

期待できるような結果が出なかった。補習授業，補習指導の効果はなし。宿題は若干の効果が認

められた。ただし，上位 20%のみ。これは，何を意味しているのか。それは，通常の授業が大切だとい

うことです。授業の中での学びが決定的なんです。「学校はいい加減で，塾でがんばればいいんだ」

は，違うぞと教えないといけない。塾に行くことはまずいことではないが，通常の授業での学びが決定

的で，わからないところは聞くということをしっかりやらなければならない。

■ 教える専門家から学びの専門家へ

教師の成長＝職人としての成長と専門家としての成長＝両方が必要。

教師が専門家として成長するとは，どういうことを意味するのか？ ２つの側面がある。職人として

の側面。それから専門家としての側面。この両方を身につけないといけない。職人としての側面とは，

例えば，すごく授業が上手，または，子どもの扱いが上手な人がいます。生徒は「先生の授業好き」と

感じている。しかし，それで１年が経って，何も学んでいない。職人としては長けているけど，専門家と

しての知識や理論がない。逆に，知識や理論はあるが，授業がだめ，という場合もある。つまり，職人

としての側面，専門家としての側面，両方が必要なんです。子どもたちへの細やかな対応もできるし，

授業のデザインもできるし，組み立てもつなぎもできる，と同時にそこに内容が伴ってないといけな

い。

① 職人＝技法と矜持（誇り）＝＜技術＞でも＜技能＞でもない。＝模倣と習得によって

達成（型の模倣と創造）。徒弟制による学び。

教師が成長するためには，良い親方（先生）のもとで，３年，５年，修行と積まなければいけない。

良いモデル，良い先輩がいないとだめです。教師で，一人で成長できる人は一人もいません。だから，

学校全体で技を伝承し合える共同体でないといけない。こういうことを徒弟制と言うんです。

② 専門家＝知的な判断と倫理（応答責任）と自律性＝理論と実践の統合＝探究と経験に

よって獲得＝事例研究

③ 専門家共同体の重要性＝同僚性の構築，職人性（仕事の丁寧さ）と専門性（知性と責

任）をエートス（精髄）とするディスコース・コミュニティ

■ 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。
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対象からの疎外…例えば，文学の授業なのに，最初の５分しか読んでいない。後は話し合い。テキ

ストを読ませなきゃ。教師が疎外させてしまっている。

他者からの疎外…学力の低い子，学ぶことが嫌いになっている子，教室でじっとしていられない子，

学校で失敗する子，すべて一人です。学び合う仲間がいない。また，そうした子に声をかけない教師

も疎外していることになる。

意味の疎外…やり方を教わったけれど，意味がわからない。覚えろと言われたけど，その意味がわ

からない。あることを学んだとき，「あ，これとつながっている」という発見につながっていくという学びに

もっていかなければ，学びとは言えません。

この三つをやっていく。つまり，テキストに向かい合わせる，それから仲間とつないでいく，それからそ

の意味を促していく。

・＜対象的実践の協同としての学び＞として，子どもと教師の学びを再定義する。

・＜対象性＞の恢復は，子どもの学びにおいては「真正の学び」として実現する。

・＜対象性＞の恢復は，教師の学びにおいては＜学び＞のデザインとリフレクションにあ

る。

■ 学びの共同体における学びの定義

・学びは既知の世界から未知の世界への旅であり，新しい世界，新しい他者，新しい自己

との出会いと対話である。

学びは既知の世界から未知の世界への旅。だから，わかったことを話し合っても意味ない。よく，班

ごとに発表させるでしょ。あれ，いらないよ。わからなかったことを話せばいい。要するに，学びというの

は，発表ではない。探究なんです。わからないことの摺り合わせ。だから，よく学び合う教室というのは，

つぶやきが広がっていく。良いグループ学習は，つぶやきです。つぶやきというのは，コミュニケーショ

ンと思考のちょうど中間だからつぶやいている。だから意味がある。つぶやきが摺り合わされてくると，

コミュニケーションにもなるし，思考にもなる。

・学びは個人的活動ではなく社会的活動であり，自然的過程（能力や技能の形成）ではな

く，文化的過程（意味と関係の構築）である。

・私は，学びを対象世界（テクスト）との対話，他者との対話，自己との対話の三つの対

話的実践として定義している。この定義によれば，学びは認知的実践（世界づくり）であ

り，対人的実践（仲間づくり）であり，実存的実践（自分づくり）である。

・学び＝＜意味と関係の編み直し＞

・学びは＜他者の声を聴く＞ことから出発する。＜聴き合う関係＞が対話的コミュニケー

ションを生み出し，対話的実践が学びを準備する。（「話し合い」ではない！！！）

■ 聴き合う関係による対話的コミュニケーション＝協同的学びの基礎

・協同的学びは「話し合い」ではない。＝聴き合う関係が学びの基礎。

・協同的学びは「教え合い」ではない。＝「ねえ，ここどうするの？」が学びの出発点。

これが難しい。というのは，わからない子ほど，自分でやろうとする。学び合おうとしないんです。自

分の努力と反省だけで乗り越えようとする。

「できたら他の人に教えてあげて」をやると，できない子を受け身にしてしまい，わかる子を傲慢にし

てしまう。

・協同的学びは「集団学習」ではない。＝「個と個の摺り合わせ」が学びを促進する。

・協同的学びは＜背伸びとジャンプ＞の学び合い。＝＜共有＞と＜ジャンプ＞を組織する。
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■ 日本の授業における３種類のグループ学習

日本で普及している３種類のグループ学習とその理論的基礎

１．班学習と呼ばれる「集団学習」＝集団主義の伝統（1930 年代から 1960 年代）

  これは僕たちが子どものときに経験している学習。特徴は，班長，リーダーを決めること。これは

班で一致させます。だから，「○班さん」，「○班さん」とやります。一致することを求められるから，

違う意見が生かされない。これは，日本では少なくなった。この学習は，５人から６人で行うことが

特徴。

２．協力学習（Cooperative learning）による「話し合い」学習。アメリカでも日本でも

最も普及している。（Johnson & Johnson, Slavin）

  個人よりもグループ，競争よりも協力が重要だという考え。これは，話し合い学習なんです。学び

の内容は関係なし，協力関係だけを求めている。

３．協同的学び（Collaborative learning）（Vygotsky, Dewey）

学びの共同体における協同的学びは，ヴィゴツキーの発達最近説領域の理論と，デュー

イの民主主義の対話的コミュニケーションの理論を基礎としている。

上記に対して，私たちがやっているのが協同学習。

■ ３種類のグループ学習の差異

① 小集団学習（Collective learning）

学びの活動単位は集団。班長（リーダー）を決める。役割を決める。グループ内の意見

はまとめられ，同一となる。通常，班は５人から６人で組織される。

これは未だにありますが，だめです。

② 協力学習（Cooperative learning）

学びの活動単位はグループ。ジョンソン兄弟の仮説＝「個人よりグループ」「競争よりも

協力」が生産性を高めるという仮説が基礎になっている。「話し合い学習」として展開され

る。

一番普及しているのがこの協力学習。これは正しいんです。工場などでは結果が出ますが，学校で

は…。学校の学びはもっと複雑なので，そう簡単ではありません。特徴は，「話し合い学習」，あと「教

え合い」。

③ 協同学習（Collaborative learning）

学びの活動単位は個人（「個と個の摺り合わせ」）。ヴィゴツキーの「発達の最近説領域」

が理論的基礎。「聴（訊）き合う関係」による学び合い。ジャンプのある学びが求められる。

学びの活動単位は個人。これが重要。グループでも集団でもなく，個人個人が主人公となる。だ

から，リーダーはいりません。個と個の摺り合わせ。お互い「聴（訊）き合う関係」，これが重要。わから

ないときにすぐに訊ける関係。そういう関係があると，誰もが安心して学ぶことができる。高いレベルに

挑戦できる。そして，ポイントは，教師がおしゃべりじゃない。必要のないことは言わない。テンションは

下げる。テンションの高い教師の声を子どもは聴かない。

■ 協同的学びの風景（中学校）

神奈川県の学力困難な中学校が，３年前に学びの共同体を始めた。英語だけを見ると，２年で

プラス30点。その他全教科プラス10点以上。英語だけなぜ 30点も伸びたのか？ ポイントは後半。

教科書は内容がないですから，15 分で終わっちゃう。後半は全部オーセンティックな教材。例えば，
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中学１年は，最初から「腹ぺこ青虫」（絵本）ですよ。最近だと，中学３年が，「アナと雪の女王」のシ

ナリオ。子どもたち夢中になって訳してますよ。そういう風に，どんどん本物の英語に触れさせて，どん

どんレベルを上げていったんです。そうすると，一人残らず英語が好きになりました。と同時にすごく力

がつきました。一般の高校２年位の力を獲得しています。そうなるのはわかりますよね。だから，「聴き

合う関係」＋「ジャンプ」なんです。夢中になって，教師も一緒になって楽しめますよね。これがポイン

ト。

■ 学びの成立要件

・どの授業においても「共有の学び」（教科書レベル）と「ジャンプの学び」（教科書以上

のレベル）の二つの協同的学びを組織している。

・また，学びの成立要件として＜真正の学び＞と＜聴き合う関係＞と＜ジャンプの課題＞

の三つの要件を掲げ，この三つを充足する学びを追求している。

        真正の学び

聴き合う関係       背伸びとジャンプの課題

学びが成立するのは，この三角形が成り立っているときです。真正の学び，教科の本質に沿った学

び，「話し合い」ではなく「聴き合う」関係，それからジャンプのある学び，高い課題。グループ学習が成

立していないときというのは，課題が易し過ぎるということが多いんです。

真正の学び，教科の本質に沿った学びというのは，テキストに戻す，資料に戻すということなんです。

これがポイントです。

ジャンプの課題。あまり難しく考えないでください。わからなければ，上の学年のをやってください。挑

戦してみること。わからない子が３分の１～２いても，全然問題ない夢中になって学んでいればいい。

子どもたちはみんな満足している。それは，学びながら基礎を学んでいるから。ジャンプを通して基礎

を学んでいる。ジャンプを入れなければ，基礎を学べません。

■ 学びの共同体の学校ではなぜ，飛躍的な学力向上が達成されるのか。

・通常，学びの共同体の学校では，３年の間に中学校で平均 20 点，小学校で 10 点以上

の学力向上を達成している。

・驚異的な向上を達成した学校少なくない。なぜだろうか。

重要なのは，みんな学びに夢中になれるか，ということ。わからないことが「わからない」と言えるとい

うこと。それから，高いレベルに挑戦できることですね。この３つの要素が重要です。

■ 学力向上のための要点

・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がもっとも重要だが忘れられている。学力向上のためには事実に基づく科

学的分析が必要である。

・学力向上の最大の秘訣は「学力向上」を目的としないことである。

学力向上を目的としている学校で，学力が向上した学校見たことがありますか？ないです。だから，

学力向上を目的にしちゃいけない。結果なんです。そうではなく，学びの質を高める，学ぶ子どもたち

を皆主人公にしていくことが重要なのであって，結果として学力が上がっているのである。第一，学校

の目標は学力向上ではありません。一人ひとりを学びの主権者とすること，一人ひとりの学ぶ権利を
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実現すること，民主主義の社会を準備することです。そっちの方が重要。学力向上は一つの結果，

それを目的にしてはいけない。

・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。

学力の向上はＢ問題（発展問題）から伸びて，その後にＡ問題（基本問題）が伸びる。つまり，発展

的学力が先に伸びていく。基礎は後でついていく。ほとんどの教師はそう考えていない。基礎をつけ

てから，発展的学力をつけようとする。これは絶対に失敗する。というのは，全国の学校を調べた結

果，Ａが伸びて，Ｂが伸びた学校はない。伸びた学校はＢが伸びて，その後にＡが伸びている。思考

力，探究力が先に伸びるんです。その後に基礎的な力がついていく。思考力，探究力が伸びないま

まで，基礎的な学力がつくことはないんです。Ｂ問題を解く力を伸ばす一番大きな力は，協同学習。

・「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。しかし一気に向上する。焦ってはならない。

・秋田県をモデルにしない（モデルにならない）。秋田県は深刻な学力問題を抱えている，

なぜか。（以下略）

・学力レベルは教師の教養レベルに相関する。

お互いに学び合いましょう。これは世界の教育学の常識です。


