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 [授業検討会の中で] 

ベテランも若手も挑戦する学校 

 今日見せていただいて、一年前からすれば、別

の学校に来たような気がしました。一年前は、一

人ひとりが一生懸命授業されていることは、伝わ

ってきましたけれども、非常にバラバラな感じが

しました。これは、本当にそうだったかどうかわ

からないですけれども、そんな感じがしました。 

 今日は、教頭先生が案内してくださるようすが

違っていました。去年は、恐るおそる「こんなと

ころを見せていいのか」という感じだった。 

今回、藤田先生自身がすごく楽しみな感じで、

どんな場面を見ても大丈夫、見せるに足る場面に

違いないという信頼感の中で、教室の扉をどんど

ん開けていかれる姿に象徴されている気がしたん

です。 

 ここの会話もそういう意味では、去年は、深く

入っていいのか、ほめ殺しで終わろうか、その辺

の躊躇を感じながらの発言という感じがしました。

けれども、今日は、具体的な子どもの名前が出な

がら、その子どもたちの反応のようすを楽しむよ

うな発言が増えていましたし、市川先生の心に深

く入っていこうとする質問があったり、先生方の

関係がすごくよくなっている。 

 先生方が、一年間の中でいろんな挑戦をされて

こられたんじゃないか、そういう学校なんじゃな

いかと思います。 

感銘を受けたのは、宮沢先生です。去年の今頃

の授業は、これは失礼なんですけど、先生が怒る

んじゃないかというピリピリ感がありました。だ

けど、今日見せていただいたら、生徒は先生の顔

色をうかがっていない。学習課題にまっすぐに向

かっていてすごく深く考えている。先生は子ども

の反応を楽しみながら一緒に考えている。 

その姿がすごくすてきで、流れている空気が一

年前と全然ちがっている。子どもたちが集中して

いてその呼吸が深い感じがする、そういう授業に

なってきている。 

さらにすごいなと思ったのは、教頭先生がおっ

しゃったことで、みなさんとかかわっている中で、

宮澤先生は触発を受けるところがあって、変わっ

たんじゃないかという解釈ですね。 

だとしたら、これはほんとに素敵な、すごいこ

とだと思います。若い先生が育つ学校になってい

る。若い先生が育たない学校で、子どもが育つ学

校なんてつくれるわけがないと思うんです。そう

いうことは、理屈ではわかっているけれども、ほ

んとにそういうことが実践できるかと言ったら意

外と難しい。この学校ではそれが一年間で起こっ

ている。 

 同時に、高木先生の授業を今日拝見させていた

だいて、ベテランの先生が、前に見せていただい

た時の印象に比べて、声が小さくなられたような

気がする。すごくマイルドになっていて、子ども

たちが考える場面をていねいにつくろうとされて

いる。 

だから、この学校はいちばん若手の宮沢先生も

変わられ、高木先生のようなベテランの先生も変

わられている。 

 
学習課題を考える 

 

東京大学准教授 小 国 喜 弘 先生 
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ベテランの先生には別の難しさがある。自分の

スタイルで今までうまくやってきた。何の問題も

なかった。だけど、スタイルを変えたら、より子

どもたちが伸びるんじゃないかと思われたときに、

思い切ってスタイルを変えてごらんになる。 

そのことが、今日拝見した限りでは、お互いに

すごくいい影響を与え、いい関係を生んでいる。

その意味では、これはすごい学校だと思いました。

ベテランも挑戦し、若手も挑戦する。 

 

なんで勉強するのかわからない時代 

実は、学校というのは、１３０年経っているわ

けですけれども、どういうやり方がいいやり方か

なんていうのは、誰もわかっていない。 

たとえば、往々にして起こるのは、○○学校で

うまくいった、その通りにやってみましょうとや

ったら見事に失敗する。○○先生がすごいやり方

を開発した、そのとおりにやってみましょう、意

外なことに失敗するわけです。 

もっといえば、１３０年間、明治時代から教科

書なんて見てみると、算数は同じようなことを教

えていますし、歴史とかでやっていることも実は

意外と似ているようなことなんです。 

だったら、これをやればいいというようなやり

方が、分かっていてよさそうなものです。みんな

わかっている気になっている。 

だから、話が出るのは、中学校とか高校でよく

出る問いだと思いますけど、話し合いなんかやっ

ていたら受験に失敗する。受験に成功させるには、

教えて練習問題を多くこなしてなんぼだというふ

うに。だけど、これは本当にそうなのか。この子

たちにそれが合っているのかということが、実は

実証されているわけではない。経験則なんだと思

います。 

今の子どもたちは、むしろ、なんで勉強するの

かわからなくなっちゃった時代です。だからやる

気が出ない。 

もっと別の言い方をすると、「やれ、やれ」と言

われて勉強して成果を上げて、人生がそこそこに

うまくいくのは、親の年収がいくらくらいかとい

う問題があるんだと思います。 

尐なくとも、教育社会学とかで、きれいな統計

で出ているのは、親の年収と子どもの学力とが見

事にリンクするという話です。 

これは、高校でも大学でも、それから中学校の

調査とかもあります。小学校でも親が塾にどれだ

け費用を出しているかと子どもの成績なんて見事

にリンクするんです。５万円以上払っているとだ

いたい９０点以上、平均で取るなんていうのを見

ました。 

そういう意味で言えば、たとえば受験をがんば

りました、この辺で言うと長野高校に行って、東

京の早稲田、慶応、そういうクラスに行けました。 

というようなことが、自分の親の経済力として

可能なのかどうなのかというときに、可能かもし

れない、もしくは十分に可能だという子たちは、

多分、かなりそういう指導で持っていけるんだと

思います。 

だけど、実際問題、東京に出て年にいくらかか

りますか。２００万です。１００万学費で、１０

０万は下宿料です。そうすると、４年間で８００

万、払えるんだろうか、こういうことになると思

います。 

長野高校に行くにも、電車代がかかるとかで、

けっこうな費用がかかる。それから、長野高校に

行くために塾も必要、行かなくてはいけない。 

さらに厳しいのは、親の経済力に応じて、実は、

子どもの身の回りで、小さい時からの本の与え方
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だとか、いろんなところがかなり違っている。朝

食を食べる、食べないのところからも違っている。 

そういう状況の中で、子どもは、なんで勉強す

るのかというときに、社会で生きている人たちが、

生活だとか営みだとか、その仕事だとか、そうい

うものとのリンクの中で「ああ、こういう仕事が

あって、仕事の中でこういうふうに知恵が使われ

ているんだ」ということが実感できるようなシス

テムが必要かもしれない。 

大学受験なんか考えたらわかりますけれども、

本来はいろんな勉強のしかたがある。受験勉強で

学生の話を聞くと、１０人いたら１０人十色で、

いろんな勉強のしかた、いろんな学力の伸ばし方

があるわけです。 

ですから、それを一通りに決めるというのは、

実は、われわれ教師の側の発想の貧困さというの

があり、いろんな授業の可能性を押しとどめてい

る危険がある。それは、当然ながら小学校にもそ

ういうものがある。 

 

トライアンドエラー 

だから、市川先生がすごいと思ったのは、わた

しのベストの授業をやるというようにはされなか

ったことだと思うんです。 

こういう研究授業が出来合えればいいなと思う

んです。つまり、今までは、私のベスト（授業）

をやるから批判しにくい。これがベストだと思っ

ている人に、それちょっとどうなのと言ったら人

格否定しているようになってしまいます。 

そうではなくて、トライアンドエラーなのでは

ないか。どうせ正解はわからない、探り合ってい

くことしかない。だとすれば、今日はヒントを与

えない授業に挑戦してみた、ということになるわ

けです。そこから、われわれが何を学ぶのかとい

うことが、実は、問われているということなんだ

ろうと思うんです。 

たとえば、今日の授業だと、もしかしたら、も

っと暴露したほうがよかったかもしれないと思っ

たりしたんです。 

つまり、この授業をやることの意図というのは

意外と語らない。だから、今まではヒントを与え

てきたけど、今日は与えない授業だからみんなが

んばりなよと言ったほうがその気になったのかも

しれない。 

そういうトライアンドエラーの中から、われわ

れなりに、どう教訓を学び取るのか。その学び取

る力が、われわれとしては試されているというふ

うに思ったらどうなんだろうか。 

それから、市川先生の授業から、やっぱり教科

書ってあまり良くないんじゃないかということを

感じたんです。市川先生の机の上に算数の教科書

があって、ちょっと見させていただきました。 

それで、教科書を見たら、見てもわからないん

です。もっと言うと、教科書のあの表は、ちょっ

と書いてみたんですけど、５分の３が、３／５㎡

の図なんですね。 

あれは分かりにくいのではないか。たとえば、

３分の１㎗ 塗れるのが、５分の３㎡だったという

表であれば、もしかしたらわかりやすかったのか

もしれない。つまり３分の１が３倍になるという

のが、わからない。 

そうするとですね、教科書ってあまりよくない

教材なんじゃないか、教科書を信じてはいけない

のかもしれない。そんなことを思いました。 

だれが教科書のそのセクションを書いているの

か。附属の先生が書いたポジション、提示であれ

ば、現場の経験が入っていると思いますけれども、

もしそのページを大学の教員が書いていたとした
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ら、それほど教える経験もなく書いているという

経緯があって、それはいい教科書になっていない

可能性、危険があるわけです。教えにくい教科書

になっているかもしれない。 

それから、５分の１の３かける３ていうのをい

ったん消したわけですけれども、あれもですね、

授業の目的がどこかの段階で提示されていると、

非常によかったのではないか。 

教科書で言えば、「分数わる分数」というセクシ

ョンなわけです。だから、今日は「分数わる分数」

を勉強するんだから、５分の３かける３ていうの

は、ちょっとわきにおいておこうと言うほうがよ

かった。 

もしくは、分数わる分数を、さっきの先生が言

われたみたいな答えを出しておいて、分数わる分

数のなんで分母と分子が入れ替わるのかというの

をどうやったら理解できるだろうか、みたいな目

的を明示したほうがいいんじゃないか。 

これはほかの授業にも言えることかもしれない。

われわれの授業は、種明かしみたいにやることが

多くて、マジックみたいな構成になっている。 

ぱっと資料を出して、これどうでしょうと言っ

て、最後に種明かしのように、今日はなんとかの

こと勉強したんですよ。次の時間にはこういうこ

とをやりましょう、みたいになったりする。もっ

と、冒頭にきょう何をやるのか、ということが明

示されたほうが、子どもたちの思考は深まるかも

しれない。 

これも、どんなケースは種を隠したほうがいい

のかということは、あると思うんです。単純なマ

ニュアルでなく、どんな場合は明示したほうがよ

くて、どんな場合は隠しておいても効果があるか

とか、トライアンドエラーでおやりになるといい

と思うんです。 

 

グループ学習の意味 

それから、玉井先生が言われた知識として教え

たほうがいいこととグループで考えさせたほうが

いいこととのウェイトの置き方をどうするのかと

いうこと。これも、われわれの思い込みで、実際

の学習場面と、ほかの教室を見にいったときに感

じることとはちがうような気がする。 

つまり、教えなきゃと思う、そうするとやっぱ

り、教師が教えたほうが効率がいいと思うわけで

す。だけど、ほかの授業を見て気づくのは、それ

を聞いている子って何人いるんだろうとか、もう

わかっている子もいるよなとか。一人を前に出し

て黒板に模範解答をさせる、そのあいだ遊んでい

る子どもがいる。 

本来であれば、単位時間の中で確実にすべての

子どもが、ある知識が理解できたり、できるよう

になったりするというときに、本当に一斉授業の

やり方が最善だろうか。 

こう考えたときに、必ずしも最善じゃないかも

しれないというのは、人の授業を見に行くと思う

ことです。不思議なことに、自分が授業を始める

と教えたくなる。このギャップがすごい。だから、

そういうところを見に行くということの意味があ

る。 

グループ学習の意味には、二つあるのではない

か。ひとつは、この時間の中で知識とか技能を理

解させ、できるようにさせるといったときに、ど

ういうふうにして全員がその目標に到達するのか、

グループをどう使うか。 

そのときに起こることは、とくに６年生ぐらい

になってくると、できない子は恥ずかしいし、で

きる子がちょっとなんか優越感をひけらかしたり

するようなことがある。そういうことを起こせな
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いようなかたちで、どういうふうにするか。 

だけど、全員を教師一人で見るのは限りがあっ

て、ＴＴなんかで見ててもそうです。一斉授業で

一人がやってもう一人がＴ２で回っていたって、

やっぱり限りがある。 

 そうだとすると、やっぱり小集団で教え合うよ

うな活動、もしくは学び合うと言ったほうがいい

んでしょうけど、その活動が、どうやったら効率

的にできるのかというのは、ひとつの研修課題で

す。 

トライアンドエラーでいろいろやってみて、ご

自身なりの方法を見つけたり、また高木先生のよ

うにほかの教室をご覧になりながら自分のスタイ

ルをちょっと変えてみたりということが必要にな

る。 

 もうひとつは、認識を深めたり、理解を深めた

りする、その活動の質を深めるようなかかわりで

す。 

 今日は、見せていただいて、そういう活動は、

増えているという気がしました。今まではどちら

かというと、できるようになるためにグループを

つかうというかたちのグループの使い方が多かっ

たと思います。 

前回見せていただいたときまでは、一斉授業が

多かったような印象があるんですが、今日はどの

教室でも、一年生の授業から、グループを使いな

がらの授業というのを展開されているので、そこ

のところはすごいなと思いました。 

だから、考え方とすれば、ふたつあって、一つ

は、学び合って基本的な技能ができるようになる。

もうひとつは、認識を深め合う。この場合は、答

えがない問いを作って、持ってこないとだめです

ね。 

それから、佐崎先生がおっしゃったことで言え

ば、異なる考えが出て認識が深まるようなものに

なっていないと、往々にしておしゃべりになって

しまう。 

だから、しゃべってはいるけど、これ別にしゃ

べったってしょうがないかなというような問いに

なっているときは、かかわる必然性がないのでか

かわらない。 

 私も、自分のことだとうまくいかない。往々に

して、学生のせいにしたり、「今の子どもは」とか

言うんです。 

だけど、実は、準備した学習課題が、深め合う

に足るようなものになっていなかったかもしれな

いということなんだろうと思います。 

佐崎先生が、これが授業の課題だとおっしゃっ

た意味は、まさにそういうことです。子どもの問

題ではなくて、教師の課題として引き取るとした

ら、どうしたらいいだろうか。そういう投げかけ

だったんだろうと思うんです。 

これもトライアンドエラーでいろいろやってみ

るしかない。そのときに大事なのは、今日、佐崎

先生が一緒に考えていたように、自分も考えたく

なるような問いを準備して持ってくるということ。 

往々にして、われわれ教員というのは、この子

どもたちが沈黙して話し合わなかったら困るなと

思う。だから、話し合いそうな、話しやすい問い

は何かなと思う。ここに、すでに失敗の種がまか

れているわけです。 

あとから考えればわかることです。話しやすい

問いで、とっつきやすい問いだから、逆に言うと

考えたって仕方がないという準備をしてしまって

いるわけです。 

だから、おしゃべりにはなるけど深まらない。

なんかガチャガチャしていて、なんとなく形はで

きたような気もするけど、これが学び合いの授業
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なのか。一時間むだにしただけじゃないのか。こ

ういう気持ちが生まれるのは、実は、深まるよう

な学習課題を準備できてなかったときに起こる反

省なのではないか。 

ひとつのメルクマークは、学習課題が私たち自

身が考えてみたいと思うようなものになっている

かどうか。そのなようなことがあるのかなという

気がいたします。 

 

静かな社会革命 

今日見せていただいた全員の方の感想を尐しず

つ申し上げたい。 

お伝えしたいのは、学び合うっていうことが、

改めて何のために必要なのかということです。 

実は、佐藤学さんと同じ大学になって話をする

機会がありまして、なるほどやっぱりそうだった

のかというところもあったので、それをお伝えで

きればと思います。 

つまり、わかるなと思ったのは、静かな社会革

命とか、静かな民主主義革命というイメージでこ

の運動をとらえたほうがいいんだということです。

改めてなるほどなと思いました。 

つまり、今の世の中、何が起こっているかとい

えば、東電のああいうよこしまなことが起こり、

それをチェックできない政府、メディアがあり、

その負担はだれがするのかといえば、尻拭いは福

島の人たち。 

あのチェルノブイリは日本の法基準に照らすと

福島一県を立ち退き区域にしないといけないぐら

いの状況らしいです。そういう意味でいえば、福

島の子どもたちは、罪もないのに危険にさらされ

ている。 

そのときに、すべての人たちに平等な権利があ

って、よりよく生きたいという気持ちがあって、

助け合いながら、ひとつの社会をつくる。そうい

う社会のモデルをどうやって、構築したらいいん

だろうか。一種の理想主義です。 

学校だってそうです。ある方面に得意な先生と

ある方面には不得意な先生がいらっしゃる。人生

のいろんなライフステージの中で、ちょっと気持

ちが折れそうになっている時期とすごく気持ちが

元気な時期がある。人間としていろんなところが

ある。 

そのときに、お前はこれが持分なんだから、こ

れをやれと。東京なんかで起こっていることは、

そういうことです。教師になった途端、一人前の

教師なんだから、あなたはこの仕事やりなさい。

保護者対応も万全にやりなさい。というふうに言

われて、三分の一の初任者が実は辞めていく、そ

ういう現状がある。 

では、どういう学校がわれわれにとって働きや

すい学校か。お互いに弱いところをかばい合い認

め合って、尊重し合ってもらえる。自分の長所を

生かしてもらえる。お互いに感謝し合える。助け

合えるような環境が作れる。そういう学校は働き

やすい。 

かならずしも、文科省の施策のレベルでそうは

なってないけれども、それを教育委員会で歯止め

をかけてくれる。校長先生が歯止めをかけてくれ

る。そうすると働きやすい学校ができる。 

同じように、子どもたちも、非常に深刻なとこ

ろに生きている。これは先生方のほうがご存じだ

と思いますけれども、子どもたち一人ひとりの家

庭で見てみれば、朝食も食べてこれない子どもも

いるというのは、別に朝食の食習慣の問題ではな

いということです。 

だから、よくある「朝食を食べてきたら集中力

が上がる」という研究は、あれは意味のない研究
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でしょう。どうやって食べてくるんだということ

があるわけです。 

そうであれば、学校で給食を準備するのか、し

ないのかという話になる。そういう検討を始めて

いる学校すらある状況です。研究の世界のほうが

はるかに遅れている。ずさんな研究が多いという

気がしますけれども、そういう状況です。 

だから本当にそういう意味ではしんどい。それ

が、学校でいえば学力差に表れてきたりもする。

そういう状況の中で、尐なくとも教室の空間の中

で、助け合ったり、学び合ったり、かかわり合っ

たり、というような世界をどうしたら作れるんだ

ろうかという挑戦になるんだろうと思います。 

これだって、子どもの中であるひとつの隠れた

純然たる価値体系があって、できる子のほうがい

い人生が送れるかもしれないと思っている。だけ

ど、必ずしも社会に出たらそうでもなかったりし

ます。 

東大出ても意外と人生うまくいっていないとい

うのは多い。びっくりしますけれども。だから、

東大生は東大にいるあいだが人生の華なんだって、

ほんとに自覚している子すらいます。社会へ出た

らこんないい目は見られないと言っています。そ

れは正しい認識だねって言うんですけれども。 

そういう状況がある一方、学校の中の世界では、

できることがいいことになっている。 

だけど、外の世界を見ると必ずしもそうじゃな

い。人生のよろこびってなんだろうかというとき

に、それほどお金が必要なことではない。お金は

ある程度あったほうがいいけれども、どれぐらい

あったらいいのかとかというと、多様なイメージ

のつけようがあり得る。お金があったって不幸な

人はいっぱいいる。 

やっぱり、人に感謝されながら、人と助け合い

ながら、そういう生き方ができる人が尊敬されて

いる。そういう原体験を学習の中でどういうふう

に作れるだろうかという、これはひとつの挑戦な

んです。 

グループで学び合って、異質性から学び合う。

異なる考え、異なる存在から学び合って、その体

験を積み重ねていく。そういうことをことばでい

えば静かな社会革命。ですから先生方は革命家な

んですね。 

革命だから、革命は挫折するかもしれません。

革命ってそんなに成功しない。だけどそれがなん

らかの形で尐しでも残らないだろうかという、そ

ういうことなんではないかなという気もいたしま

す。 

そういうなかで、先生方がおやりになっている

この改革というのは、着実に一歩前に進んでいる

わけです。 

 

グループ学習の工夫 

 市川先生の授業でいいなと思ったのは、グルー

プを大事にされていることと、グループを越えて

その学びに参加してもいいというところ。 

今回見せていただいて、ほかの先生もやってら

っしゃると思いますけど、市川先生のクラスが一

番そういうことは意識されている。必要なところ

に行ってという、これはいいですね。ほかのクラ

スでもありましたけど、すごくいいなと思いまし

た。 

 それから、先生の支援が、どうしても変に悪平

等になり、一つひとつのグループを一人ひとり平

等に机間支援しがちです。 

 だけど、市川先生の見方は、濃淡があった。真

っ先にできなさそうな人のところに行って、その

子のところには何度も行っていたと思います。小
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さい声がけではげましたり、いろんなことをされ

ているように思いました。 

これも、ほんとうに平等に見たほうがいいのか

という問いがあると思うんです。 

 ある意味では、生活保護を基礎年金みたいなか

たちにみんなに平等にしたほうがいいのか、やっ

ぱり必要な人により手厚くしたほうがいいのかと

言ったら、必要な人により手厚くしたほうがいい。 

先生のケアもそういう意味では必要な人により

手厚くなったほうがいいのかもしれない。だとす

ると、できる子だってさびしい思いをするかもし

れないから、あるときには平等に見たほうがいい

のかもしれない。これもおそらくは、ウェイトの

問題なんだろうと思いますけど、そういうことな

んだろうと思います。 

佐崎先生のクラスと中山先生のところは、一年

生とは思えない、もうほんとに子どもたちが学校

に溶け込んでいて、学習にすっと集中している姿

でした。やっぱりこれは、先生方がていねいに、

子どもたちを抱えてらっしゃるからだなという印

象を持ちました。 

佐崎先生からは、ほんとにやさしさが伝わって

きます。表情がすてきな先生だなというのが今回

も感じました。すごくやわらかい。教師としての

風格を去年以上に感じました。存在感がある先生

です。だから、子どもたちがすごく信頼している

なという感じが伝わってきます。 

２年生の真嶋先生の音楽は、先生自身が楽しん

でいる。ドレミの音階を子どもたちに選ばせるわ

けですけど、その子らしさをほかの子どもたちが

味わえるようなしくみをつくっている。 

何よりよかったのは、真嶋先生が楽しそうに、

子どもたちが選びとった音階をみている。これは

いいですね。 

市村先生の体育の授業、これはキックベースの

授業でしたけれども、二つのグループに分かれて

非常に楽しんでやっていました。見ているこっち

も楽しくなる。先生の指導が的確で何をすべきな

のかというのがよくわかるようなかたちになって

いる。 

教室を見せていただきましたけど、よく整理さ

れて工夫がされている。マラソンを山登りにたと

えた表が掲示されたり、お手本ブックを作って、

子どもたちが何をすればいいのかわかるようにな

っている。 

教室配置もお互いに学び合ったりするといい。

きょう見せていただいて、いろんな教室配置があ

っていいなと思いました。 

３年生の山崎先生とそれから浦野先生の授業を

見せていただきました。山崎先生の授業は、グル

ープ学習の授業ですね。グループの中で話し合い、

個別でやるのとグループでやるのと混ざったよう

なかたちでおやりになる授業に挑戦されていまし

た。 

浦野先生の授業は、信州の自然ということでお

やりになっていました。自然について友だちと話

し合おうというかたちで、活発に授業がなされて

いたと思いました。 

 

認識を深める学習課題 

それから高木先生です。４年生の方にいきます

けれども。 

今回見せていただいて思ったのは、学習課題を

書くというのは、すごくいいことだということで

す。ぜひおやりになるといいと思ったのは、事後

に検討されることです。つまり、授業でどんなか

たちで話し合いが盛り上がっていたか、盛り上が

っていなかったか、話し合いが拡散していたか。
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どうも学習課題とかかわっているという気がしま

した。 

たとえば、高木先生の授業は、すごくいいなと

思ったんですけど、筆算のやり方を考えようじゃ

なくて、考え合おうになってました。だから、よ

り深める、話し合って深めるということを意識し

た板書になってました。 

そういう意味では、概して、話し合おうという

課題は尐し拡散しがちかもしれない。すべての授

業でということではないんですけれども。 

その辺のところのイメージとして、話し合おう

だと、深まらなくても話し合いができていたら成

功というイメージになりますね。 

考えるということだったら、やっぱり、考えが

深まったりしないといけない。ということになる

とすれば、もしかしたらこれは、認識を深めるよ

うな授業をするときの学習課題として、考え合お

うのほうが、授業の課題を明確にしやすいのでは

ないかと思いました。 

これもいろいろトライアンドエラーでやってい

ただく。どういうときには話し合おうのほうがよ

くて、どういうときには考え合おうのほうがいい

のか。考え合おうだとうまくいかないというとき

もあるだろうと思います。きょう見せていただい

た印象でした。 

 ４年生の玉井先生、多分、あの後で面白い学習

が展開されたと思います。見せていただいた場面

は、へこんだゴムボールがどうやったら元通りに

なるかというところ。 

冷たい水を入れたほうがいいんじゃないかとか、

あったかい水に入れたほうがいいんじゃないかと、

いろんな子どもがいて、その理由もいろいろでし

た。水の圧力で戻るんじゃないかとか。 

おそらく、理由のところを吟味していったとき

に、子どもたちの認識が深まっていくという、そ

の導入のところだろうという気がしました。 

 もしかしたら、条件をグループごとに違えても

よかったかもしれない。今回見せていただいたグ

ループ学習は、どのグループも、同じ課題をやっ

ています。ほかのクラスでもみんなそういう感じ

でおやりになっていましたけど、どうなんでしょ

うか。 

せっかくグループでやるときに、グループごと

に条件を変えたほうが、そのあとの討論は深まる

というケースもあると思います。同じ学習課題を

各グループが取りこんだ方がいいときと異なる学

習課題のほうがいいときとがあると思います。 

つまり、とくに理科なんかで顕著ですけど、往々

にして教材を買うと、全員が同じ教材を持ってい

るわけです。その時点で、実は、学び合い活動が

非常に貧弱になっている可能性があります。 

なぜかというと、たとえば、ゴムがどれくらい

飛ぶのかという授業なんか、よく学校にうかがう

とみせていただきます。同じゴムで、同じものだ

と、やっぱり同じような結果です。あれしか飛ば

ないので、飛ばしっこして遊ぶくらいで終わって

しまう。どういう条件のときにより飛ぶのかとか、

ゴムの強度の問題なのかとか、理科的な追究にか

ならずしも深まっていかない。 

それから、たとえば朝顔なんかも、理科の認識

を深めるのか、それぞれに自己達成感を持たせる

ためにやっているのか微妙ですね。 

 つまり、全員は立派な花は咲くんだけど、本来

であれば、種を深く植えるのと浅く植えるのとで、

どっちがいいんだろうとか、肥料の与え方がちが

うとどうなんだろうとか、ひなたに置くのと日陰

に置くのとでどうなんだろうとか。 

おそらくいろんな条件を違えたほうが、学びと



―10― 

しては深まるんじゃないかと思うんです。むしろ、

学びを深めることにプライオリティがおかれてい

るというよりも、みんながいい花が咲きましたね、

夏休みに家に持って帰りましょうと作品作りにウ

ェイトがおかれている感じがします。 

 そうすると、どっちがよりやりたいことなのか。

そのことに応じて、実は、いろんな学習課題はあ

り得るんだろう。みんなが同じように取り組むと

いうことが、もしかしたら、学校の中では重視さ

れすぎているという側面はないだろうか。なんと

なく日頃感じるところがあるんですけれども、そ

れはどうなんでしょう。 

 田中先生の授業は、飯沼先生というこの学校の

校歌を作ってらっしゃる方についての授業。おも

しろい授業をされるなと思った。わざわざ長野県

内のちがう学校の校歌を持ってこられて、その地

域の写真を持ってこられて授業をされている。 

 どういう気持ちで校歌が作られたのかを検討す

るのは、おそらく、自分たちの校歌を作ったとき

はどうだったんだろうということに対する思いが

深まるはずで、そういう意味では、比較の対照の

させ方、これが非常に見事だと思いました。 

 一見かかわりのないものを持ってくるというこ

とのほうが、子どもたちの学習活動が深まること

があるということをうまく作られているなと思い

ました。 

 中澤先生は、子どもたちの発言をうまく引き出

しながら、おやりになれる先生だということを感

じました。グーグルを使っての授業自体すごく斬

新だなと思いました。グーグルアースで自分の村

を見るっていうこと自体が新しい体験ですね。 

子どもたちが引き付けられて学んでいる。そう

いうことがよく伝わってくる授業をされていて、

子どもを引き付ける力をすごくお持ちの先生だな

ということを感じました。 

 宮澤先生については、さきほど申し上げたとお

りです。小林先生、山田先生の授業は、ちょっと

しか見なかったんですけれども、子どもたちがす

ごく居やすい空間を作っていらっしゃるというの

が伝わってくる教室だと思いました。 

 

今後の課題 

 今後のことで私が考えたことを申し上げて終わ

りにさせていただければと思います。 

おそらく、学習課題に焦点を当てて事後の検討

をどうなさるかということになる。それから、き

ょうは、まだ多くのクラスで、やっぱり発言をつ

ないでいらっしゃるような感じがしたのと、流れ

を作ろうという意識がある。 

きょうは、研究授業だったということもあると

思うんです。だけど、先生方は一年もしくは六年

で力をつけるということが大事なんであって、一

時間のまとまりの美しさは大事ではないはず。 

そうすると、もし考えを深め合うという授業を

大事にするときは、実は見えないものとか、沈黙

している子どもだとか、マージナルな自分の筋書

きにない意見とか、そういったものを大事にする。

つまり、意外感のある発言とか、教師の筋書きか

らすると不都合な発言だとか、ちょっと困った子

の意見だとか、そういう周辺にあるものにどう光

を当てるのかということが、おそらくこれから先

生方が授業をされるときの共通の課題になる。 

つぶやきを拾うとかという話が出てくるのは、

そういうことなんだろうと思います。もっと言え

ば、考えを深めるという授業、教え合うという授

業をするときには、ある程度筋書き通りにいくわ

れわれの構成力が問われる。 

 だけど、今日みたいなかたちで、考えを深める、
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もしくは理解を深めるという授業をするのは、む

しろハプニングがあって、筋書きを変えれたとき

のほうが、うまくいっている可能性がある。なぜ

なら、その子どもたちのあいだで起きているもの

にこっちが乗っかれたわけですから。 

 だから、授業の成功は、実は、いったん学習の

達成課題とか作るわけですけど、それをはずれた

とき。だから、はずれる勇気をどう持つか。もし

くは、そのときに学習課題を書き直すような勇気

を持つ。そこまでいければ最高です。それが究極

の姿で、そこに向けてどう挑戦していくのかとい

うことになる。 

 きょう、先生方に見せていただいて、先生方が、

お互いに学び合いながら、自分の授業スタイルを

短時間で変えていらっしゃるという姿、それから

こういう場で、模範を見せるのではなくて、いろ

んなことに挑戦していこうとされている。 

だから次回以降もぜひ気楽に挑戦して、そこか

らお互いに教訓を学び合いたい。成功する授業ば

かりやってるわけじゃない。おそらく成功した授

業は一年で一回二回。だけどそれが五年ぐらいた

って見返したときに、あのとき成功したと思った

のが多かったなみたいになったりします。 

そんなに完成度の高い授業ができるわけじゃな

いので、気軽に失敗し合ったり、やっぱりこうや

ったらうまくいかないよねということから話がス

タートできる授業研究になればと思います。 

 子どもの雰囲気は非常に柔らかくなってきて、

子どもが大事にされている空間だというイメージ

が、教室や校舎から伝わってくる学校になってい

るのも非常に、敬意を感じたところです。 

むしろ私が勉強させていただいたという気がす

る一日です。どうもありがとうございました。 

 


