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【保存版】講演記録２０１２

平成２４年１１月３０日（金）

第２回 木島平中学校自主公開学習検討会

演題「学習権保障」と「幸せのための教育」

を二本柱にした学校づくりを

東京大学准教授 小国 喜弘 先生

みなんさんこんにちは。今日の授業につい

てまず、気づいたり感じたりしたことをお話

しさせていただきます。その上で今日用意し

た資料に基づいて、学校づくりをしていくに

はどうしたらよいか、参考になりそうなこと

をお話ししたいと思います。

今日、中学校で授業を参観させていただい

た感想ですけど、二年前、一年前に来た学校

とまるっきり違う学校にきたのではないかと

いう印象を持ちました。一学期に見させてい

ただいたときとも違った印象を持ちました。

まず、先生方の声が小さくなったことです。

内山先生の授業をまず初めに見せていただき

ましたが、授業が始まる前から準備をしてい

て、ベルが鳴ると同時に始まりました。学び

の雰囲気ができていて、先生も柔軟な雰囲気

をもっていました。以前は表情が硬かったよ

うに思われたのですが、今日の内山先生は、

ムーミンパパのように非常に柔らかい雰囲気

を持っていました。

太田先生の授業では、理科の化学変化の授

業を見させていただきました。太田先生も以

前はぐんぐん引っ張るタイプの授業だったよ

うに思われたのですが、今日は生徒の学びに

寄り添いながら、うまく文脈をつくりその中

で授業を展開していました。それから、座席

表をつくり一人一人の思考の様子を記録しな

がら進めていました。非常に丁寧に授業をや

っていらっしゃるなと思いました。

上治先生の授業も、しっとりと穏やかな授

業で学びがしっかりと位置付いていました。

寺島先生の授業は、すごく変わっちゃたと

いう気がします。どちらかというと以前はち

ょっと自信がないなという感じがしました

が、今日は堂々と落ち着いていました。持ち

込まれたディクトグロス（文章復元法）とい

うシステムも子どもの思考活動を活発にする

非常にいい方法ですね。そのシステムを活用
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しながら、子ども達の集中力を高めていき、

先生の穏やかで細やかな学びの指導が一人一

人の生徒に行き届いていました。子ども達が

安心して学んでいるという姿を見せていただ

きました。とてもよかったですね。

吉崎先生も今までよりも穏やかな吉崎先生

を見せていただきました。次回見せていただ

くときは、もっと大きく変わっているかなと

思います。まだ、先生が授業をするという姿

が強く、子どもが学習するという場面では先

生がもう少し後ろに下がっていくようになっ

ていくんだと思います。

今日の武田先生の授業では、ベテランの先

生ですが挑戦のある授業だったと思います。

それは何よりも、本村でコミュニティ・スク

ールをやろうとしていて、農村の課題を正面

から四つに組もうとしていました。学ばせて

いただいたことは、武田先生自身が挑戦のあ

る授業をしていたということです。

ここの学校の素晴らしさは、研修授業でど

の先生も何かに挑戦するような授業をしてい

ることです。今日の武田先生も、教師と生徒

の立ち位置で、生徒が中心になるような学び

へと転換しているように思います。ベテラン

の先生方が変わっていくということは、この

学校をさらに活性化させていくことだろうと

思います。

今日の授業を観て、率直にいいますが、東

京の子どもが仮に、「木島平という人口５千

で高齢化が進んでいる村をどう活性化させる

か？」という問いに対する答えと、今日の生

徒達の提言はあまり落差が無いように思うの

です。各グループ（授業検討会）でも現実味

が無いと出ていましたね。どう引き受けたら

よいかということですね。
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学校教育の９年間で、村のことをみんなで

学ぶことは中学３年生までで、そういう意味

では一貫教育の完成期での学びです。ところ

が、子ども達の認識は、テレビの中で映った

木島平の課題と変わりないようなことが出て

くるという現実をどう引き受けたらよいの

か。

もしかして、今の子ども達は非常に幸せな

のではないかと思います。つまり、本当に困

っていることがないんじゃないかと思いま

す。なのに、外に出て行ってしまうというこ

とは、むしろイメージの問題であって、農村

文明という村長さんの意図は、村人達に誇り

を取り戻させたいということを聞いたことも

ありますが、まさにそういう問題ではないか

と思います。

もう一つは、今日の挑戦をどう引き取るか

というと、一年間ぐらいのカリキュラムにす

るといいと思います。つまり、あのテーマを

持って、村長さんや村議会に行って、提言し

ボコボコにされたらいいと思います。なぜか

というと、すでに行われている施策もありま

すし、一つ一つの施策は本当に村おこしがで

きるのか、新しい商店街作ったら住民の反対

運動も起こるだろうし、本当にこんな円高の

時代に養殖の鯉が世界で売れるのかどうか、

等いろいろな課題があると思うからです。

そういうこととぶつかった時に、モチベー

ションに火がついて真剣に考え始める。いろ

んな人に聞き取りするとか、全国の中にはう

まくいっている事例があるはずなので、そう

いう所へ見学に行ったり、インターネットで

調べたり、電話での取材をしたりして、（情

報）と出会う。そして、９年間の最後の年に

村長さんや村会議員さんに出会いに行く。そ

こで、４月と比べたらこういうところがすご

く考えられるようになったね、と言われたら

学習としての進歩となります。

そういう意味で、今日の挑戦はとても素晴

らしくて、小中連携の義務教育９年間の出口

を何を核とするのかということを与えていた

だいたような授業であったと思います。

もう一つ、今日の学習検討会の視点にある

「単元の核心をどうつかませればよいか」に

ついてです。単元の核心とは、そのときの先

生のイメージで、生徒に何をつかまえさせた
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いかと思いを持ちがちです。ところが、今日

の授業を拝見していると、「住みたくなる村

にするにはどうしたらよいか」が中心課題で

した。これは東京にいるとよくわかるんです。

小田急線沿いに住むのがいいのか、田園線沿

線に住むのがいいのか、ということをゼネコ

ンが住みたくなる街づくりとやるわけです。

それは、選択肢がある場合です。

子ども達はもう村に住んでいて、「私が住

みたくなる村」は切実な問題にならないので

はないでしょうか。言外に「住みたくない」

という要素が含まれてしまっているのではな

いでしょうか。現実は住みたくないから住み

たくなるようにしなくてはならないという話

に論理的にはなってしまわないでしょうか。

そういった時に、「住みたくなる村づくり」

というのが切実な課題になるのかならないの

か、先生と生徒がが一緒になってすり合わせ

るというプロセスが大事になって来るのでは

ないでしょうか。つまり、どういうふうにし

て核心に近づいていくのかということ自体が

すごく大事になってきます。

今まで読んで来た本でなるほどと思ったの

は、デューイ（1859 ～ 1952：アメリカの哲
学者・教育学者「プラグマティズム」）にし

てもヘルバルト（1776 ～ 1841：ドイツの哲
学者・教育学者「五段階教授法」）にしても、

我々が学んできた人たちが、「いかに生きる

か」ということに対して非常に精力を傾けて

考えてきたということです。

生きる、つまり「生とは何か」という問い

は解答がないという答えなのですね。解答が

ないからこそ、いろいろ考えが深まっていく

のですね。ところが、教育というのはデュー

イの方法を取り入れながら、デューイの問題

意識を持ち込んでないのですね。つまりメソ

ッドだけを持ち込んでいる。そのことによっ

て問題解決学習とか、プロセスのある授業を

展開する訳ですけど、デューイが問題にして

いた中心的な課題が抜け落ちていたのです。

我々が引き取ることができるのは、授業の

計画を立てて目的を立てて、いわばＰＤＣＡ

サイクルがいかに重要な問題をすり抜けさせ

ているかということなんです。つまり学習を

基本的なものに近づけようと思えば思うほ

ど、授業の中で、あえて方針の変更とか修正
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を、臨機応変にする力をつけていくことが大

事になる。

そのことが別の角度からいえば、昔、佐藤

学さんがやられた研究で、ベテランの先生と

初任者の先生とで授業を録画して、それを放

映しながら、そのときに何を考えたのかとい

うことについて話し合うのです。すると、ベ

テランの先生が、「あのときあの子がこんな

ことを言ったので、授業をこのように修正し

てみました。」と言うのです。修正に関わる

こと、子どもの様子から見た新たな発見、教

材の意味の解釈の深まり、そういうことを語

ったのですね。

ところが、初任者の先生は、「計画したと

おりにやり、あの子があのとき発言したのは

計画と異なるから、違う子に発言させまし

た。」というのです。よく研究会で、指導案

通りにできたからと褒められることがありま

す。これは、この学校のやっている授業づく

りからいえば、最悪のパターンなのですね。

むしろ、子どもと一緒に学ぶ時に、本質的

なテーマになればなるほど、その場その場で

新しい発見がされる。教師の力というのは一

緒に学べる力とか、子どもから学べる力とか、

その場でどう学べるかというなのです。今ま

で我々が間違ってきたのは、教える力をつけ

ようということから、一方的に計画を立て、

大事なものをすべて抜かしてきてしまったこ

とです。

今日の問題もすごく難しい問題だから、本

質に近づけば近づくほど解答が無くなってき

ますね。だから、今日すごく良かったのは、

本質的なテーマを取り上げたという挑戦にあ

るわけです。今まで、小学校とか中学校では

一般的にこういうテーマは取り上げてこられ

なかった訳ですね。解のある問いだったら、

教科書を見れば分かるということだけをやっ

てきたわけですが、今日はそうじゃないとい

うことを取り上げたことはすごいことだと思

いました。

以上が今日の授業の感想です。あといただ

いた時間内で、レジメと関わりながらお話し

したいと思います。

この学校は、二年間関わらせていただいて、

とにかくすごいなと思います。今私は、学ぶ

ことが大事だといったので、自分は先生方か
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ら何を学んだのかということを考えてみたい

と思います。

皆さん方がすごいなと思うことは、先生方

が互いの授業から学ぶことを楽しまれてきた

なということです。ここの木島平の小・中学

校の先生方の姿のすごいところは、若い先生

の挑戦にベテランの先生方が学ぶという姿が

何度もあったことです。

若い先生の挑戦をベテランの先生方が支え

ていくそういう関係があったことです。自ら

学ぼうとする先生の姿勢が、子ども達に学び

に対する前向きな力を引き出したと考えてみ

ることはどうでしょうか。我々は親の姿を子

どもに見せなければならないのですが、大学

でも学校でも一番学んでいないのは教師では

ないかと思うのです。生徒の方が一生懸命学

んでいるのに、教師の方が今までの経験でい

ってしまっている。そのことで、教室が学び

の場になっていかないで躾の場になってしま

う。そういうことはよく目にするような気が

します。

一人一人の先生方が学ぶということは、い

ろいろな意味があるはずなんですけど、先生

方の授業でいうと、子どもから学んで子ども

をより理解していこうとすることにあるので

す。対話型のコミュニケーションというのは

どういうふうにすればいいのかということに

挑戦するとか、学び合いが大事だといいなが

ら、いじめのひどい学校では、職員室でもい

じめがあると聞きますよね。学び合いの学校

を作ろうということになったら先生方の学び

を促進すればいいのだということは、頭では

分かるのですが、なかなか現実にできるかと

いうと、やっぱり難しいという学校が多いよ

うな気がします。（ところが、ここではうま

くいっている）その秘訣は何なのか教えても

らいたいような気がします。そういうところ

を自然にやっているすごさを感じます。

レジメの二番目にある「『黒衣』であろう

とされたこと」という言葉は、一生大事にし

たいと思います。丸山教育長先生が野沢温泉

中学校の校長の時にこういう気持ちでやって

いたということをお聞きしました。「それぞ

れの先生は自分の人生の主役でありたいのだ

から、校長としての役割は黒衣に徹すること

だと校長時代に考えていた。」という話です。
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このことは、ある意味では、教育委員会は

学校の黒衣であり、校長は先生方の黒衣であ

り、だからこそ安心して皆さんは、子ども達

の黒衣になることです。黒衣になるという丸

山先生のイメージは、目立たないように心を

砕いて、しんどい子ども達や先生達の尊厳を

大切にするような取り組みをいうのだと思い

ます。

そういう学校づくりに、この学校も近づい

てきたのかなと思います。始めてこの中学校

に来たときは、先生はいつも突っ立っていま

したが、今は屈んで机のそばで子どもの光景

を見ているという先生がすごく増えてきたと

思います。そういう意味では、子どもの学び

を支えるという先生が広がってきているので

す。

三番目に、そのことが結果的に「子どもの

尊厳を大事にした取り組みになっているこ

と」です。今、成績を上げるにはどうしたら

よいかという話がときどきありますが、子ど

もの尊厳を大事にした学校づくりをしていけ

ば、結果的に成績も上がるということは、い

くつかの学校の事例から出てきています。

なんで成績が上がるのか分からなくなって

いる時代なのです。また、学ぶための基盤が

崩れ始めている時代ですね。家庭が崩壊して

いる、将来に対する不安がある、経済的にし

んどい…そういうような状況の中で、安心し

て学べる環境づくり、その子の尊厳が認めら

れるような環境づくりというようなことが大

事になってきているんだなと、先生方の取り

組みを伺っていて改めて勉強させられた気が

します。

発展として、「間違いが認められない教室」

が昨年度多くの教室で感じられたのですが、

現状は間違いが認められる教室（間違っても

いいんだよ）という様になって来ています。

今泉博先生（1949 年に北海道で生まれ、北
海道教育大学を卒業した後、上京し小学校の

教師となる。「学びをつくる会」などの活動

を通して創造的な授業の研究・実践を広く行

う。その後、北海道教育大学の教授となる。）

の実践の本が何冊か出ていまして、今泉先生

の言っていたことが参考になるのではないか

と思います。

今泉先生は、正解ではなくても間違っても
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いいんだよ、という段階ではまだ正解を求め

ているのでだめだというのですね。さらに、

間違いが積極的に推奨される教室（どんどん

間違いを言ってね）にしていく。いろんな間

違いの中には、ある合理性があるんだという

のです。だからそのその合理性を深く探究す

ることによって、お互いに学びあえる。こう

いう環境をどうやって保障していくのかとい

うのです。先生が積極的に間違うことを褒め

る、「ありがとう、君がそういうふうに言っ

てくれたからみんなが学べるね」というふう

に言うのです。そのことを本心から言うので

すね。正解が出ると教師は思っていないので

すね。教師としての信念が試されるところで

すね。難しいところです。今泉先生のいうよ

うな学校づくりに近づいていると思います。

この間、木島平村の有識者会議（東京で年

２回開催）というところに出席させていただ

きました。そこには丸山教育長さんとか村長

さんとか阿部県知事も参加されていました。

そこでの話ですが、道州制には人口５千人の

木島平村は入れないというのですね。道州制

では人口２０万人でないと基礎自治体になれ

ないのだそうです。そうすると、制度的に人

口５千人の村づくりは不可能な状態になるの

ですね。全国的にもそういう政治の状況なの

だそうです。

町村合併というのは、大きいところに呑ま

れる形になります。周辺の村から支所が無く

なったりします。その合併した中央部の意見

しか吸い上げられなくなり、周辺部の意見が

吸い上げられないそういう状況にある。その

中で木島平村では、人口５千人として生きて

いくには、ある程度全体の趨勢に対する抵抗

運動という色彩を帯びざるを得ないのです

ね。村の人たちの幸せをどのように守ってい

くのか、作っていくのかという中に今の村づ

くりが深刻な課題意識と時代の逆風の中で挑

戦していこうとしてます。

それと教育というのがどうリンクするの

か。今までの我々の学校教育というものは、

教育委員会は学校教育の独自性とか言ってき

ましたけど、今はそういうことを言っている

状況なのかと思います。多くの先生方は、県

費負担の教師であって、５年とか８年経つと

いろいろな所へ移られることになります。必
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ずしも、木島平村の将来を引き受けるという

立場には居られない訳です。そこのところの

難しさはあるのですが、この村の中にいらっ

しゃると、村にいる子ども達の将来を考えて

いけるのかという問題があります。

そうなると、先生達だけで教えるというの

は無理になりますね。ここにいる中学生達が

一人前の村人になることが学校教育の本望で

あって、それをサポートするのが先生方の役

割であると考えたとき、この課題は先生達だ

けで行うのは無理な状況です。そうすると、

どういうふうにしていろんな人たちと出会わ

せるのかということになる。今日の武田先生

の授業はいいきっかけになるという話です

ね。

何か伺うと、神奈川から村に越してきたケ

ーキ屋さんがあるというのですが、なんで越

してきたのか、そういう人たちの幸せとは何

なのか、それを聞き取る学習をしたとします。

中学生は１２６名ですから、中学生一人が約

４０人に聞き取りをすると、村の全体の人達

の声が聞ける訳ですね。夏休みの宿題とか、

３年間の取り組み（１年に１３人）にしたら、

面白いのではないでしょうか。小中一貫教育

でやっているなら、小学校高学年からの取り

組みであってもよいと思います。

例えば、広い教室にデジカメで撮ってきた

村人の写真が全部張ってあったら素敵です

ね。つまり、木島平村の学校教育の存亡をか

けてやっているのに、村の香りが漂ってこな

いということをどう考えたらいいのかと思う

のです。

今、「一流の生き方に学ぶ」取り組みをし

ていますが、それ自体は重要な取り組みです

が、その次に行う取り組みは、並行している

のか、先生方に考えていただきたいことです。

例えば、都立高校で生徒の中退が多いのでど

うしたらよいかと、生徒指導の先生が悩んで

いた。そのときやったのは、一流の生き方に

学ぶだったんですね。その当時は矢沢永吉さ

んでしたが。今だったら誰になるんですかね。

その当時は、矢沢永吉さんの影響はすごかっ

たんですね。ところが、「矢沢永吉にはなれ

ねえし。」と言われちゃったんですね。そう

したら、今度はＯＢの方の聞き取りをして、

生徒指導の冊子を作ったのです。グレていた
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人たちが真面目になったことや、その人が「グ

レてはいけないよ」と高校生達にメッセージ

を送ってくれるんです。このことが、自分の

現在と未来を結ぶ選択肢となったのです。

木島平小・中学校にこの事例を強引に当て

はめるとしたら、今日の中学３年２組の生徒

の皆さんのリアリティを見ていると、村の方

達との触れ合いの機会がどのくらいあったの

だろうかということが、問題となってきます。

地域が崩壊しているかもしれないし、それか

ら、改めて聞かないと聞けないということで

す。学校教育があるからこそ、聞けるという

ことになるのですね。つまり、意図的に学習

活動に仕組まれるから、改めて身の回りのお

じさん達に聞いてみる、お父さんに聞いてみ

る。そんな取り組みをすると、村の幸せとい

う形が見えてくるのです。

本当に、村が幸せなのか、不幸せなのか。

比較してみると、東京へ行っている人たちは

幸せなのかということになります。そんなこ

とはないと思います。等高線で１００ｍ上が

るごとに平均寿命が２歳上がるんだそうで

す。ここは標高３００ｍですから、東京より

６年間平均寿命が延びていることになりま

す。

村の家はどこの家も日当たりがよくて、庭

は広くて、自分の住んでいる家と比べたくな

いですね。家には帰りたくなくなります。も

う３．５方が家に囲まれています。庭は無い。

隣の家との距離は５０ｃｍ。３０ｃｍかもし

れない。そこにどれだけのローンを背負って

生きている毎日って何？ということになるの

です。しかも調布市あたりから、毎日満員電

車に一時間も揺られて通勤。

そういう生活とこの村での陽の当たるとこ

ろで暮らす生活、どっちが幸せかと比べてみ

る。そこで今回思ったことは、産業振興でな

く幸せ面での比較をしたらどうかと思うので

すね。産業振興は、全国がどこでも不況だか

ら希望がない。特に地方から出ていったケー

スでは、大卒の初任給が約１５万円ですね、

そうすると、７万円から８万円のワンルーム

で暮らせない。地方の親が仕送りして最初の

数年間を乗り切るという話です。なんだかば

かばかしい話ではないですか。漫画みたいで

すね。何で働くのに仕送りしなければならな
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いのか。「働いていないじゃん。」という状

況がまともに起こっている現状をどう考える

かという機会を持つことが大事です。

そうなると、これは先生方のカリキュラム

をどう作っていくのか、その中に学ぶことを

どう位置づけていくのかということが、改め

て問われてくるのかなと思います。

レジメの３ページの学習権保障は飛ばしま

して、「幸せ」のための教育ということに触

れたいと思います。アメリカの教育学者ネル

・ノディングス（1929 生まれで現在はスタ
ンフォード大学名誉教授である。）は、『幸

せのための教育』という著書の中で、「幸せ

な生徒の方が不幸せな生徒よりもよく学ぶこ

と」「幸せな生徒が卑劣であったり、暴力的

であったり、冷酷であったりすることはほと

んどない」という気づきに基づいています。

ただし、その気づきは、家庭環境の格差に基

づくものではない。重要なことは、学校の環

境が子ども達の幸せを奪ってしまっているの

ではないかという問題提起を含んでいるとい

う点です。例えば無意識のうちに担任の先生

が生徒を否定的に見ているのではないかとい

うことです。

もう一つ、レジメの４ページの上にある事

項ですが、「学校が人生において最も重要な

主題をほとんど取り扱って来なかったとアメ

リカの学校関係者が厳しく反省を促してい

る。」という点です。ここで言われているこ

とはほぼ日本でも似ているかもしれません。

ここ、木島平村でも他でも、あるいは東京へ

出て行っても、最も重要なことは、どうやっ

て幸せな家庭を築くかということです。それ

をどこで教えてきたんだろうか。これは教え

ることはできないですね。一緒になって考え

るということしかできないんです。それを考

える時間をどれだけ取ってきたのかというこ

とです。

もう一つ、ノディングスによれば、『大人

が子どもに押しつけるニーズ（インフェアー

ドニーズ）を優先するのではなく、むしろ子

ども達が、快・楽といった感情から学ぶ必要

性との間に「継続的な交渉による調整」があ

ることが、「幸せを感じられる教室のひとつ

の特徴」であるという。』のです。つまり、

通常は、それを今やることが大事じゃないの
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かとか、それを今やっていていいのかとか、

もっと他にやることがあるのじゃないかと言

ってしまうのでは無く、子ども達のニーズを

どんどん引き出すことが大事なのです。こち

ら側のニーズを捨てろというわけではなく、

一旦は子ども達のニーズを引き上げてやるこ

とが、学校教育を変えていくときにすごく大

事になるということなんですね。

学習の中の楽しさとかは、一見子ども達が

ふざけているのではないかと大人から思われ

ても、突き詰めていくと、学ぶことの本来の

楽しさにつながっていくはずだ。そういう芽

を見取ってやることが教師としての専門性な

んだという言い方をしています。

たぶん、その場限りとみえるような子ども

達の感情的な楽しさに寄り添ってみようよ、

とノディングスが言っているのですね。そう

いうことが大事なんだと、先生方にお伝えし

ておこうと思いました。

そうなってくると、子ども達のニーズをど

うやって汲み取っていくのかということが非

常に大事になってきます。このことは、浅沼

先生の方でもう使われていらっしゃるかもし

れませんが、レジメの５ページのところで、

「子どもがより学習の主権を獲得するために

は」の項で、ロジャー・ハートという人が、

「子どもの参加における関係性の質的発展に

ついて」という図を提案しているのです。
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一番目は「操作」、大人があれしなさい、

これしなさいと指示することですね。それが

一番低いレベルの段階ということです。二番

目の「飾り」とか三番目の「名目」までは、

参加という状況ではないのですね。

四番目の「役割を与えられ、情報を与えら

れる」からは参加に入り、五番目の「相談さ

れ情報を与えられる」、この辺りが共同学習

といったときに、我々がよく仕組む、「こん

な課題でみんなで考えてみましょう」という

ような形で班学習するような段階ですね。こ

れは、僕の考えでいくと、四番か五番だと思

います。

六番ぐらいになってくると、もう少し学習

の課題を子どもと共に決定していく。例えば、

今日の「単元の核心をどうつかませればよい

か」ということは、あらかじめ教師が核心を

決めて子どもに伝える、ここでいう３とかさ

らに４，５の段階ですね。

もう少し参加の度合いを上げようとするな

ら、「大人が提案し、子どもと共に決定」す

るとか、「子どもが提案し、大人に指導され

る」ということになる。子どもだけで決定す

るのがいいように思いますが、さらに段階を

上げると、これは僕が気に入っているのです

が、「子どもが提案し、大人と共に決定」と

いうことになります。

よく、総合的な学習の発表会に行くと、子

どもだけで非常に盛り上がって、教師は眠た

くなっている。「好きなことをやるのがこの

時間なの」と適当な理由をつけて、「自主性

に任せています」とか言ってしまうんですが、

自主性に任せるといっても、学習の所在が盛

り上がらなければ、それこそ這い回る経験主

義になってしまうですね。

どの課題がより深まるのかとか、この課題

だとだめだとか、そういうことを見分けるの

は先生の役割で、そういう中で子どもがあれ

をやりたい、これをやりたいというのを洗練

させていく役割が八番目の段階だとおもいま

す。

たぶん、木島平小中学校の授業を見せてい

ただきますと、六、七、八番ぐらいのところ

で挑戦していらっしゃる先生がすでにいらっ

しゃるということが実感としてそういう気が

します。
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我々の参加の度合いというと、次年度以降

の課題というのは、六、七、八の時間ををど

ういうふうにして増やしていくのか、という

ことが一方にはあると思います。

それと、１２月に木島平中学校では、生徒

会の方と先生方で授業について懇談会を行う

と聞きましたので、それを是非僕も見学に来

させていただきたいと思っています。こうい

う会をどうイノベートしていくかというと、

子どもがより意欲的になって、それを先生が

サポートしていくということが、本来の姿で

すよね。そういう意味において言えば、子ど

も自身が、どうやったら学びが深まるのかと

か、先生が今考えていらっしゃることを、子

どもに権限委譲がどうやったらできるかとい

うことを考えていく必要があります。

長年やっているから、深く染みついてしま

った教師中心主義というものがあります。我

々はどんな先生になりたいのか、どんな授業

をしたいかということを教師だけで考えてい

ますよね。僕も今まで、「先生方がやりたい

と思う授業をした方がいいと思いますよ。」

と言ってきましたが、考えて見ればおかしい

ですよね。

子どもの学習権を保障するのが皆さんの役

割であるとすれば、どんな必要性を子ども達

が持っているのかということを聞き取った

り、子ども達が意欲的になっていくためにど

うサポートするかということが教師の本来の

姿ですよね。なのに、大人だけで理想となる

学校、理想となる授業、理想となる教師の役

割を決めて、まさにここにあるインフェアー

ドニーズを大人から子どもに教えてきたとい

うことです。

そのことを考えたときに、もうちょっと違

うことがあるんじゃないかと思います。木島

平のやり方が確立したと思ってしまうと、だ

いたい形骸化が起こって、マンネリ化が起こ

って、新しい先生との間のクリックションが

起こってうまくいかなくなりますよね。

要は、繰り返し繰り返し理念に戻るという

ことも大事なんでしょうし、小中一貫のプロ

ジェクトを立てるということで、すごくいい

なと思ったことは、誰かの意見だけで無く、

いろんな意見を取り入れて、一つのことをお

やりになったことです。
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来年度の話になると、いろんな先生の思い

を汲み取りながら、もう一度組み替えるよう

な作業が必要になってくるんでしょう。ある

段階からは、もう少し形から自由になれるこ

とが出てくると思います。つまり、部活で強

くなりたいと思ったら、ユニフォームを作っ

て意識改革から始めるわけですよね。形から

入りますが、ある程度になったら、ユニフォ

ームを着ていることが大事なのじゃないので

す。学習権を保障するとか、木島平村に育つ

子どもを育てることが中心課題であったとき

に、方法についてもっと自由になれる可能性

が出てるのではないかと思います。

学び方についても、正解はないのです。も

し、誰かが正解を作っていたとしたら、先生

方はその正解通りに授業をすればいいので

す。小学校は創立以来１３０年経っています。

中学校は６０年を超えていますが、未だに分

からないからこそ、研修をされるんだと思い

ます。

「学びの共同体」の方式をやればうまくい

くなんて、絶対にあり得ないのです。ここで

先生方の授業が変化されているということ

は、先生方が角を突き合わせて、いろいろ考

えながら工夫し、子ども達から学ぶ中で、ム

ーブメントが起こっているんだと思います。

そのことが、学びの共同体の理念と重なっ

て来ていることが大いにあるんだと思いま

す。その意味で理念を共有しながら、形は自

由になることがおそらくはあるんだろうなと

思います。

また、先生方の授業に学ばせていただきな

がら、一緒に考えさせていただきたいと思い

ます。お疲れ様でした。どうもありがとうご

ざいました。

（記録：木島平中学校 本山）


