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木島平小学校授業検討会

学習権を保障する学校

東京大学准教授 小国 喜弘 先生

学校は、先生のやりたい授業をつくろうとする。

学校は、校長先生のやりたい学校をつくろうとす

る。そういう現実になりがちである。

これは「おかしいよ｣と言う問いから始めなく

てはならない。何故なら、当然税金を使っている

けなので、私たちは子どもたちのどういう権利を

保障するか。何をすべきなのかを考えなければな

らない。それは、教師である私たちの使命であり、

ミッションである。やりたいことをやってもいい

ということではない。

学校は子どもの学びを保障する場

子どもの学習権を保障する場

校長先生が替われば学校が１８０度変わってし

まうのはおかしい。例えば、企業で考えれば、社

長が替わったら１８０度、企業が変わってしまう

とは考えられない。学校は校長先生の思うままに

なる。そんな学校は本来あり得ないわけです。ど

うして今までそのようなことが行われてきたのか

を考えるとき、人権の問題から考えていく必要が

あると思っています。

本日の研修課題の「学ぶ権利を保障する」とい

うのは木島平小学校からいただきました。どうい

うふうに本気になって考えていくのかを常に考え

る研修ということです。今までの研修というのは、

マニュアル研修であったり、主にグループ学習の
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やり方、コの字の授業のやり方ばかりを研修する

んです。しかし、このことが意外とうまくいかな

いのです。特に、先生方が入れ替わるときです。

つくるときは、いろいろな意見の擦り合わせの経

過があるのでいいですが、問題は先生方が入れ替

わっていくときに、そのようなことが行われない

で、「この学校は学び合いの学校だから、グルー

プでやってください」と言われて研修が進んでい

くと、うまくいかないことを多くの先生方が経験

しています。

その意味において、理念を大切にしながら、常

に理念に戻るような形で研修を進めていく、問い

ながら今まで研修を進めてきたんです。

例えば、木島平小学校のグランドデザインを見

てみますと、先生方がどんな学校をつくることが

自分たちの使命なのかという、コンセンサスをつ

くると同時に、保護者に説明できるような文章に

なっているんです。そして「こんな学校にします」

と言っているのです。このようなことはとても大

切なんです。次に大事なのは「みんなでやります

よ」というメッセージに溢れていることなんです。

みんなでというのは、先生方も含めて「みんな」

なんです。それぞれの人がしんどい時期があると

すれば、それを支え合いかばい合う職員集団が必

要です。そのメッセージがグランドデザインには

あると思うんです。同時に、子どもたちもそれぞ
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れの家庭環境が異なったり、持っている悩みがっ

たりするわけですから、困ったときに互いに助け

合える仲間をどう作れるのかを本気になって考え

なければいけないというメッセージなんです。

私たちは、ともすると「みんなで仲良くしまし

ょう」というような学校教育目標で教育を行って

きたんです。これは間違いなんです。つまり「仲

良い学級・学校をつくりましょう」ではなく、「仲

良い学級がつくれるように準備しましょう」と言

うと、私たちの使命になるんです。

その意味において、木島平小学校の研修は、自

分たちがやるべきことは何なのか、どういう場を

子どもたちに保障しなければいけないのかを本気

になって考えようとした研修を３年間積み上げて

きたんです。その結果、めざましい変化が起こっ

てきているというのが現状だと思います。

子どもが教育を受ける権利を持つ

私たちは、「何を使命としているのか」と聞か

れる度に、「教育を受ける権利」というわけです。

教育を受ける権利を子どもが持つと言うと、何か

偉いものがあって、それを受ける特権があるかの

ように思われがちです。最近は、このことを「教

育に接近する権利」と言うんです。もう少し違う

言葉で言うと「学習権」と言う言葉で表すことが

多いです。これは、現在ユネスコ等も含めて世界

的で認められている人権です。そういうことを、

子どもたちに保障していくことを本気になって考

えることなんです。そして、そのことを具体化す

る学校づくりは、「どういうことなんだろう」と

問われ、求められているんです。

エデュケーションと言う言葉を、福沢諭吉は「発

育」という言葉で訳したんです。非常に面白いの

は、学校という所は、「人にものを教えるところ
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ではない」と言っているんです。福沢諭吉は、「学

校は発育を促す道具としての学校」なんだと言っ

ているんです。ですから、教師は教え育てるので

はなく、教師が導くということでもなく「発育」

と考えるべきなんだと言っているんです。

このような考え方が明治の最初にあって、その

ことが繰り返し問題になってきていて、学校改革

においても繰り返し問題になってきているものか

もしれません。

私の見立てでは、我が国の教育の仕組みは、ま

ったくこの趣旨から外れているんです。学習権を

考えてみますと、これは最高裁の判決の中の文章

なんですが、私が見た中では、これが非常にすっ

きりしていると思いますので紹介します。「国民

各自が一個の人間として、また一市民として成長

・発達し、自己と人格を完成したり実現するため

に必要な学習をする固有の権利なのである」と言

っているんです。

この解釈から考えるに、学習権というのは大人

が持っているんです。そして学習権を行使できる

大人を育てるということになります。では、その

ために中学校で何をしたらいいんだろうか。小学

校で何をしたらいいんだろうかと考えるべきなん

です。子どもが学習権を持つことは学び続けると

いうことを意味します。大人も学び続ける大人で

あり、学び続ける自体が人生の喜びなわけです。
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学ぶということを通して、新しい仲間ができる

と同時に、新しい世界に拓かれていく喜びがあり

ます。こういうことが、いろいろな分野で当然行

われているわけです。労働をするということにつ

いても同じことが行われています。文化を享受す

る大人という存在もあります。

このような大人に育てていくために、子どもに

何が必要か、「子どもはその学習要求を充足する

ための教育を、自己に施すことを大人一般に対し

て要求する義務を持っている」、これは最高裁の

判決文の中にある文章です。大人一般というのは、

教師であり親であり教育委員会であるというイメ

ージなんだという解説が付けられています。です

から教育委員会だけが責任を持ったり、文部科学

省だけが責任を持ったりするではないんです。親

も責任を持ちなければならないし、教師だけが責

任を持つことではないということなんです。だか

らみんなで協力していくことが必要なんです。

子どもがそういうことを要求する権利を持って

いることを私たち教師がどう受け止めるのかを考

える必要があると思います。

国連の世界人権宣言、ユネスコの学習権宣言、

そして子どもの権利条約の中でも学習権というこ

とが出てきています。

学習権を多方面から検証する

学習権は、どうも五つぐらいの項目の中で、ど

んな人権とかかわり合っているのか議論されてい

ます。一つは、思想とか表現の自由、それと学問

の自由です。これは自由権の問題です。今日の授

業につなげて考えると、数学という学問の世界が

ある。その学問の世界に子どもがひらかれていく

という関係において、より質の高い数学の文化を

どう子どもが獲得していくのかが、私たちに課せ
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られている使命ではないでしょうか。音楽と美術

であれば表現です。今日の田中先生の授業であれ

ば、表現する喜び、質の高い喜びに、子どもがふ

れるような環境をどう準備していくのか。そうい

う問題なんです。

二つ目は、労働権です。一人前の大人にするた

めに、どんな基本的な資質が必要なのかがよく議

論されます。今までの学校教育は、主に高校を出

さえすれば「こういう工場に就職があるよ」とい

う時代の中で、私たちが論理を作ってきたので、

「遅刻はいけない」ということを繰り返し言った

んです。何故かと言うと、いい工場労働者になる

ためには遅刻は厳禁なんです。だから時間を厳守

させるような規律を学校に入れたんです。工場労

働者に必要な資質を、どのように学校の中に位置

付け、読み書きが正確にできる、計算が正確にで

きるなど、労働権保障との問題で議論してきたの

だと思います。しかし、最近の労働権というのは、

もう少し質の高い話しを含んでいます。自分にと

ってふさわしい労働は何か、その「ふさわしい労

働に付く権利がある」と、積極的に解釈しようと

いう考えもあります。今後もキャリア教育のよう

な学習が重視されるようになると思っています。

三つ目は参政権です。参政権というのは、この

村にとって大事なことだと思います。学校がつく

られるときに求められる問題です。凄いなと思う

のは保育園が一つ、小学校が一つ、中学校が一つ

なんです。そうすると、外から入ってくる人を除

いては、木島平の村人になる人がみんな、保・小

・中を通って、村人になるわけです。木島平村を

どんな村にしていくのか、被選挙権を行使できる

大人にどう育てるか。そういう志を抱いて村を背

負っていくのかは、皆さんが教えていることから
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しか出てこないということなんです。

そうすると、参政権を行使できる村民を、どう

育てるのか、子どもたちの学習をどう捉え直すか

ということにつながっていきます。

四つ目には、幸福追求権との関係において学習

権が議論されています。憲法の中に幸福・福祉に

反しない限りにおいて個人は幸福を追求する権利

があるとあります。何が人生の目的ですかと問わ

れると、多くの方は幸せのために、よりよい幸せ

のためにと答えます。すると、よりよい幸せは何

なのかを考えることが、学ぶための課題になるの

ではないでしょうか。そのことを学校の授業の中

にどう位置付けるのか、また、学ぶこと自体が幸

せなのであれば、このクラスでこの仲間と学べる

という幸せを、どう環境としてつくり出すのかを

積極的に追い求める時代にきていると思います。

先が見えない時代であればあるほど、今を大切

にする必要があります。今日の授業は、見ている

者が幸せになる感じがありました。一人一人が大

事にされている。一人一人が学ぶことを通じて互

いの存在を確かめ合っている。ある意味、幸福追

求権を教室の場で実現している授業になっていた

と考えるべきではないでしょうか。

この権利の問題は将来の問題でもあり、今を踏

まえて、より質の高い幸福を教室の中に実現して

いくにはどうしたらよいのだろうかを考える必要

があります。また、このことを手がかりにして、

教師のミッションをもう少し具体化していくこと

を、これから考えていただきたいことです。

「わからないこと」に教師も挑戦する

今日の授業から学んだことを、今まで話した権

利という面から見て「達成されてきている」こと

と「次なる挑戦課題」についてお話しします。
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自由参観をご覧になった先生方はお気付きにな

られたと思いますが、どの先生方も子どもの後ろ

から、屈んで見守るようなかかわりをしている先

生方ばかりでした。どの教室に行っても先生が脇

に立っているし、黒板の前に立って進めている先

生はいなかった。子どもたちの横にいるか、身を

かがめている、後ろからサポートするようなかか

わりが多かったと思います。

中澤先生の授業では、子どもの学びを大切にす

る観点から考えたとき、間違いだとか、子どもの

わからないという声とか、ハプニングを積極的に

取り入れている。教師の筋書きを超えた部分を積

極的にさらしているんです。今までの授業という

と、教師が筋書き通りに流そうとするから、子ど

もの思考を切ってきたんです。

そうではなくて、中澤先生のように、子どもの

思考に合わせた授業をつくろうと思ったら、わか

らないことに学ぶことなんです。わからないから

みんなで学びの授業をつくっていくということな

んです。今日は改めて、中澤先生の授業から、そ

ういう授業が大事であるということを学ばさせて

いただきました。

今日の授業の凄いところは、自分のわからない

ところを学習課題に据えたことなんです。なかな

かこれはできないです。教師はわかることで課題
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を据えようとします。だから大抵の授業は盛り上

がらないのです。話しやすい課題は何だろうと考

えるんです。でも実際やってみてわかるんです。

教科書を見たらわかることであったり、考えても

仕方がないことであったりするわけです。自分で

もあまりやってみたくない課題になっているんで

す。外面的な賑やかさを追い求めるあまりに、教

師は子どもたちに提示してしまうから質の低い学

びになるんです。

中澤先生は、研究授業であるにもかかわらず、

自身のわからないことを学習課題に据えました。

このような授業をされていると先生方は授業が楽

しくなります。子どもにとっても、授業が面白く

なると思います。

今までは、管理しようと思っていますので、教

師は授業が楽しくなかったわけです。どうして騒

がしいんだ、どうしてこんな発言をするんだ、ど

うしてこの場面で発言しないのかなど、怒りばか

りがわいてくるんです。中澤先生の授業は、そう

でない形に転換されていました。

聴き合う関係づくりへの配慮を、いろいろな先

生方が丁寧にやられています。また、長いスパン

で子どもの成長を見とりをやろうとしています。

授業は４５分でまとまりを付けることがよい授

業だと言われてきました。ですから最後のところ

は、教師が答えを言ってしまうことはよくあるん

です。しかし、これでは研究授業のための研究授

業をしたということなんです。

考えてみてください。子どものために授業をし

て、私たちの研修のために授業をするのであれば、

子どもの思考の流れを切らない。若しくは、私た

ちが行っていることは４５分で子どもを育ててる

のではなくて、１年間、６年間、木島平村で言え

ば、保育園から中学校卒業まで１２年間かけて育
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てているわけですから、ごく一部の４５分間であ

るということを考えた上で、この１時間で何がで

きるのかが、子どもとのかかわりの具体になって

いくのです。しかし、今の日本の学校の実情は、

必ずしもそうなってはいないのです。

この写真は、教育長の丸山先生が授業参観され

ている様子です。丸山先生は、子どもの学びを見

に来られているんです。それと同時に、この実験

がどうなっているのかを興味深く見守っていらっ

しゃる。この瞬間は丸山先生は参観者であると同

時に、子どもと一緒に、この実験の世界を生きて

いたことになるわけです。このようなかかわりは

素晴らしいと思います。往々にして、教師がちゃ

んと授業をしているのかと管理的になってしまう

んです。でもこの写真からは、そのようなことは

みじんも感じません。

校長室に飾ってある写真を紹介します。なかな

か学級には入れない子が、この写真の中に写って

いるんです。何気なく写っているんです。中山先

生がこの写真を持ってこられました。この写真か

ら学校のメッセージが明解に伝わると思います。

つまりこの学校は、弱い子どもを大切にする学校

なんだというメッセージです。

学校が人権保障という関係において使命を背負

っているのであれば、弱者に光りが当てられるべ

きです。弱者が大切にされるために、どういう形
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でみんなで共有するのか、文字ではないメッセー

ジが校長室にはあるんです。とても素敵な校長室

ではないでしょうか。

より質の高い学びにどうつなげるか

今日の授業で学んだことです。「より質の高い

学びにどうつなげるのか｣と言うことです。私た

ちは学び合いの授業を大切にしようと、ともする

と課題が疎かになりがちになる現実があります。

つまり学び合っていないから、そこを支えるため

にグループにしようと思うわけですが、課題が子

どもたちのものになっていない。子どもたちにと

って課題が低い。挑戦するには低すぎる課題にな

ってしまう。だから子どもたちは飽きてくるんで

す。教師は学び合いの関係が成立していないから

不安になる。ますます子どもに近づいて支えなけ

ればいけないという思いになる。このことが一番

の問題です。

今日の授業は学び合いの授業ですが、まだ多く

の先生は、問いを教師が出し、教える内容も教師

が決める形になっている気がします。どこまで、

「子どもに決定権を渡すことができるのだろうか」

という教師の挑戦課題が必要です。今日の授業で

言いますと、中澤先生の学級と田中先生の学級で

は、「問い」や「こんなことを考えたい」と、子

どもがスーッと立って、黒板の所に行き何も言わ

ないで教え始めるとかという姿がありました。

実は社会教育において、学習権の保障で一番大

事なことは「学習内容の選択権」なんです。もっ

と言うと教え手を選ぶ権利なんです。教え手を選

ぶ権利というと教師はドキッと思うかもしれませ

んが、教師はコーディネーターになるということ

なんです。田中先生の学級では、「作者と出会い

たいなら出会わさせてあげるよ」「手紙書いても
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いいよ」と言っているんです。これが教師の役割

なんです。そして、子どもたちが「私が教えたい」

「あの子に教えてもらいたい」と、子どもたちの

中で出し合えるような決定権をどうやって保障で

きるのか。それは何年生ぐらいから、どんなふう

にできるのか。いろいろな試行錯誤があると思い

ます。今日の６年生の授業で、そのようなことに

挑戦しているる姿があったように思います。

個の時間という点で、今日はどの学級の授業も

比較的にグループと全体が多かったです。個で取

り組んでいる時間が少なかったように思います。

グループの役割は何なのか。グループでできない

役割は何なのかについては、また研修していただ

きたいと思います。

個とグループと全体を考える

最後に、やや教師がまんべんなく各グループに

かかわっていました。はたして、本当にそういう

ことでいいのだろうかと思いました。権利保障の

問題からすれば、まず真っ先に行くのは学びに躓

いている子への支援だろうと思います。さらに、

一人一人の子どもの所に行く必要があるのだろう

か。全体を見とって、困っているグループの内容

を出してもらって全体で解決するとか、いいかか

わり合いをしているグループを全体に紹介し、全

体の動きを変えるとか、どのグループにも行く必
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要はないのかもしれません。それは、何が正解と

いうのではなくケースバイケースなのでバリエー

ションを増やしていくことが大事だと思います。

また、どんなかかわりをしたらよいのかは、教師

の授業スタイルでもあります。同時に、自分の持

っている授業スタイルというのは自分を縛ってし

まうものでもあります。

教師の授業スタイルは常に子どもによって崩さ

れていくものなんです。そんなことが通常の授業

の中できてくると、さらにいい学校になると思い

ます。

全体としては、学ぶ権利、一人一人が大事にさ

れ、一人一人が存在する意味を感じ、一人一人が

学びの中で居場所を持ち、そしてかかわり合うこ

とを通して、互いにその人らしさを味わえている

ように感じました。これは、学ぶ権利を保障しよ

うとするときに、非常に大事な骨格の部分です。

そのことが、木島平小学校において実現されてい

ると思います。

権利は訴え続けていかないと崩されるものです

から、この学校でつくり続けていかないといけな

いです。より質の高い権利保障につなげるとした

ら、どんな手だてが次に必要になってくるのかに

ついても、是非、次回うかがったときに見せてい

ただきたい。

教育はトライアンドエラーなんです。先生方が

挑戦し続けることは重要な意味を持っています。
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先生方が挑戦することで学校が活性化されるん

です。１１月のときには先生方の挑戦を一緒にな

って称え合うような会ができたらと思います。

本日の中澤先生の素晴らしい挑戦に感謝です。


