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公開授業研究会 2010.6.3 津市立芸濃中学校

佐藤雅彰先生 講演記録
佐藤 雅彰 先生（元富士市立岳陽中学校校長）

はじめに
それでは改めてこんにちは。実は最初に謝らなけれ

ばいけません。ここへ来て初めて講演することを聞き

まして，少し焦っています。それでもやらないといけ

ないからと思いますので四つの話をしようと思います。

最初に皆さんと今，見せていただいた二つの授業につ

いて自分の見ている視点をお話させていただきたいと

思います。二つ目が今度は現場を離れて今様々な活動

を年間200位こなしていますが，そういう教室の勉強

の中で一つ信じていることをお話させていただきたい

と思います。三つ目が今私たちや様々な学校がやって

おられる「協同的な学びとは何か」ということをお話

させていただきたいと思います。最後にこの学校が２

年間取り組んだ結果として、子どもたちが落ち着いて

授業に向かって努力しているという姿が見えました。

ある程度落ち着いてくるとその次に課題になってくる

のが学びの質であるように思います。学びの質という

のは「協同的な学び」というだけでなく，それ以前の

教科の専門性や教材研究から授業をどういうようにデ

ザインされるのかということを含めて考えていかなけ

ればいけないのではないでしょうか。

しかも今日，三重大学の岡野先生も来られるという

ことで，どうしても会いたかったのです。私は体育の

協同的な学びを質問されるとすべて岡野先生のところ

へ行ってくださいとお願いしているわけです。国・社・

数・理・英は協同的な学びはやります。ただし，他の

技能教科はできませんというようにおっしゃいますけ

ど，私はどの教科でも協同的な学びは行わなければな

らないと思います。技術科の先生は個人的な作品を作

らせる。技術科は個人的な問題だから，協同的な学び

は関係ないと言うわけです。けれども子どもたちが学

校に来て学ぶということは一人で学んでいるわけでは

なく，他者と一緒に学んでいるわけですから，その子

どもたちの間に関係をつけた上で学びというのは存在

するものでないかと考えます。

授業の見方・視点（１）
（VTRを視聴しながら）このような授業を見たと

きでも，学びが子どもたちの中に生まれているのか，

生まれていないのかという関係性をみる視点が大切に

なります。その関係性というのは，人やモノやことと

の関係性であると思います。もう一つは教材や課題と

どれだけ子どもが向き合っているのかです。

今この段階は復習から入っています。そういう中で

このようなセット（机の配置）がちょっと気になるの

です。なぜバラバラ（ひとつひとつの机が離されてい

る）にするのか，コの字型は、常に様々な子どもが気

安く聴ける，相談できるという形にしたいわけです。

しかし、ここは個がバラバラになっています。ここは

グループになって同じグループ内で学び合っています。

ここはグループと別のグループの子どもが話し合って

います。

コの字型について，教師と子どもがいつも対面的に

このような形で座っている，教師が語って子どもたち

が聴き，子どもは先生に向かって語っています。コの

字型の場合、ある子どもが発言したときに，それをみ

んなが共感的にとらえていくという関係性が生まれて

くるのです。今までは先生が子どもの発言を正しいか，

正しくないか判断する、そういうものではないやり方

です。だからまず，コの字型というのは友達の発言を，

この子たちがどうみているのかが重要なのです。

ところで，ここは戦争の話（先生の説明）ですから，

当然子どもたちが前を見るわけです。それは特に問題

はないです。こんな話をしてもいいのかわからないで

すが，実は私がこの子を撮ったのは，まだ授業が始ま

ったばかりで，時間は経っていませんけれども，心配

な子なのです。この身体を見ていますと，肩がちょっ

と下がっているのです。寒そうではないのです。普段

なかなか友達とコミュニケーションがとれない子のよ

うに感じてしまうのです。そうすると，この子が授業

の中でどうやって友達とかかわっていくのかを見ます。

かかわってくれればもうそれはそれでいいのですが，

かかわらないとしたら，どうしたらいいのかという話

になってきます。

私は全体的に最初の段階では，子どもたちがどのよ

うに先生の話を聞いているのかというように見ていま
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した。この女の子が特に不安になるのです。少し生意

気なところが，クラスの中で様々なことを起こすかも

しれないと感じたのです。でも今日この子は非常によ

く頑張っています。ある一瞬だけとらえても，その子

について，あれこれ言えないわけです。だからそうい

う子どもが１時間のなかでどういう変化をしているか

といったものの見方をします。私は子どもを見たとき

に，「このときこうだった」という話をとてもよくしま

すけれど，その責任上，その子がどうなっていくのか

を語っていかなくてはならないと思います。しかしと

りあえず全体を見ていきながら，「この子はどうかな。

みんなと一生懸命に学べるかな」というようなことを

感じで見ています。

私は、このようにもビデオを撮っています。課題を

与えられたときに子どもがどんな理解をしているのか

を撮っています。この子は「原子爆弾」「長崎」と書き

ました。そうしますと，もしかしたらこの子たちが修

学旅行に行ってきたということの体験が，ここに表れ

ているものではないかと思います。あるいはどこかで，

広島の原爆の話は必ず扱っていますので，そのような

ところから，このような体験を子どもたちは書いてい

るのだというように，子どもたちの理解の仕方を見て

います。

協同的な学び（１）
例えばある小学校の１年生でこういう問題を先生

が出しました。「43－12」。当然子どもたちは，「43－

12＝31」のように答えるのが普通なわけです。しかし

このように答えると思ったら，その子どもは「43－12

＝13」と答えたのです。これは明らかに間違いですよ

ね。そのときに他の子どもが，「先生，○○ちゃん間違

っている」と言ったのです。先生がなんて言ったかと

言うと，「そうね。間違っているよね」と言いました。

そうするとその「13」と言った子は沈みこんじゃった

のです。このようなやり方をするから子どものモチベ

ーションは下がるわけです。なぜ，そのときに「どう

してこういう計算したのかな」と考えてあげられなか

ったのだろうかと思います。これは，先生の教え方が

悪くてこうなったとみます。なぜかと言いますと，こ

のクラスは30人いたのですが，7人くらいの子はこう

やって間違えたのです。たまたま間違えたなら仕方が

ないのですが，複数の子が間違えているとすれば，そ

れは先生の責任だと思います。この子はしっかり計算

をやっているのです。

それでは協同的な学びをどうするか、実際にやって

みましょう。この「13」という答えをどうやって出し

たのかを，1分間だけ隣の人と話をします。「はい，ど

うぞ」。

「（1 分後）ありがとうございました」。今日はみな

さんすごくのってくれていますが，私がずっと話をし

ますと大体眠くなるのです。それでこうやって話をす

ると，眠い人も目が覚めるのです。これが協同的な学

びのよさなのです。もう一つは，自分一人では自信が

ないのだけれども，隣の人と話をするとやっぱり同じ

だったのだと考えたり，違う考え方をしたりすること

で，自分の考え方に幅ができるのです。

この子どもはどうしたかと言うと，まず４から１を

引いたのです。先にこれを引いたのです。これを引い

て３と答えてここ（１の位）に書いたのです。そして

３から２を引いて１になります。それをここ（十の位）

に書いたのです。先生はこの子どもに向かって「こん

な計算もできないでどうするの」と言ったのです。で

も計算はしているのです。何が根本的にできなかった

のかというと，十進位取りということがよくわかって

いないためにこの子は答えが出なかったのです。そう

するとそれ以前の問題で，どうやってその十進位取り

を教えていたかということが問題になります。そこが

曖昧だったからこういう間違えが起きるわけです。そ

れを簡単に子どもが間違えたからといって，「こんな計

算もできないの」と怒っている先生ではいけないので

す。

授業の見方・視点（２）
（VTRを視聴しながら）先ほど言ったように，今日

の問題から今日は子どもたちがこういう言葉を書きま

すけれども，他の子どもたちはまた違う答えを書きま

す。それから，この場面で誰を撮ったかというとこの

子どもです。たまたまこちらにいたから，この子を撮

るしかなかったのですが，先程の先生方のお話の中に

も「教科書を見ていた子がいる」とおっしゃられまし

たよね。全くこの子も同じなのです。この子は教科書

を見て答えたのです。ところが，そのあとで先生は教

科書を見ないように指示しますから，一回目は注意を

していませんでした。ですから，子どもは何をやって

もいいわけです。ここにたぶんもう一人，こちらの方

にももう一人いた。これは皆さんも同じで，やはり教

科書を見てやるのはよくない、そういうことも結果論

として出てくるわけで，そんなことも見ていただきた
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いのです。

子どもが質問（教師の）に対してどういうような学

び方，あるいは理解の仕方をしているかどうかを見て

ください。

一つの課題に対してどのように取り組んだのかも

関係性と言います。どの子どもも一生懸命やっていま

す。この子どもたちが１年，２年間あるいは3年間の

中でどのような育ちをするか楽しみです。

協同的な学び（２）
ここでグループになります。今日はパターン（授業

構造）として，まず子どもにテキストの課題に出あわ

せて，自分の読みを持たせるということをおやりにな

って，各自の読みをもった上で仲間と交流し合うとい

うことです。（VTR を視聴しながら）このグループは

どんなふうなのかを，ほんの数秒間みていただきまし

た。みなさんはどのように感じたかわかりませんけど，

私はこのことを見てびっくりしました。なぜかという

と，すぐに話し合いが起きているのです。司会を決め

ているわけではありません。進行係を決めているわけ

でもありません。子どもがわーっと話始めるのです。

これは，今までの２年間でこういうことをこの学校の

先生方がしてきたからだと思うのです。ところが実は，

４時間目に２年生の数学の授業を見させてもらったの

ですが，グループになっても話し合いが起きないので

す。そうすると２年と３年では差が出てきています。

２年生の場合は，結局みんなわからなくて黙ってしま

っています。誰が言うのかなと見ていたのですが，誰

も声を出さないのです。それが何分も何分も続いてい

るのです。その結果をお昼休みに「もしかしたら司会

みたいなものを作った方がよいのですかね」と言って

しまったのです。しかし，これ（３年生の授業）を見

たら全然いらないと思いました。変なアドバイスして

しまったなと思いました。この学校はたぶん大丈夫だ

ろうと思います。もしかしたらこの学年（３年）は，

そういう訓練を１・２年のときにしているのかなと思

います。こういうのを見て，やっぱり何ですぐに話し

合いが始まるのだろうか，何であんなふうに誰か司会

が出て学び合いをやっているのだろうか，やっぱり今

までの積み重ねだと思うのです。１年生のときにやる

べきことをやっていく，しかし今の２年生を見たとき

にクラスによってかもしれないですけれども，まだ不

十分な学級もあります。しかし、これが３年生になっ

てくると，どのクラスもこういう形で先生は何もしな

いのです。ただ，「話し合ってください」，これだけで

子どもたちだけでこのような関係がうまれてきます。

次に，この関係性（子ども同士の）をいい関係だと

か、そうでないと思うだけでなく，先生方は廊下で見

てないで，指導者の邪魔にならないように子どもたち

の言葉のやりとりを聴いてもらいたいのです。廊下で

聞いていたら子どものやりとりは聞こえません。だか

ら，同じ教室に入って同じ空気を吸うことでないとだ

めだと思います。一つは子どもの言葉のやり取りに敏

感になることだと思います。言葉のやりとりを聴いて

いると「えっ，これって学び合いなのかな」というこ

とに気がつきます。まだこれでは（子どもたちのやり

取りが）不十分なところがあります。けれども，新学

期が始まったばっかりです。実は，このグループでは

こう言っているのです。どちらかの子が「無差別とい

う言葉を思いついた」と言います。すると前の女子が

「無差別って何？」と訊き返します。これが，学び合

いです。こちらは，「無差別という言葉を思いついた」

と言い，言われた女子が「無差別って何？」と，その

「無差別」というわからないことをすぐ問い返せるこ

と，つまり「わからない」と言えることが，この学級

の中に根付いています。こういうことが学び合いの中

で自然と起きるのです。

（VTRを視聴しながら）もう一つ別の事実です。

２回目のグループがありました。今度は向こうの窓際

の先程の女子が心配（身体の表情が）でしたから，撮

影しているわけです。今気がついたでしょうか。笑顔

が出ていますよね。言葉は一つも発してないけれど、

きちんと参加して友達の話を聞いています。そして，

最初は寂しそうでしたけれども今は笑顔です。でもま

だ仲間にストレスを感じながら協同的な学びに参加し

ています。やっと頑張ってここまで成長したと思いま

す。まだまだ時間はかかると思うのですが。

（VTRを視聴しながら）この男子とあちらの女子が

活発に話をしているのです。話の内容は，この男子が

「戦争は、無差別に人を殺し，悲しみを生み出す」と

言います。先生は、それに対して前の女子に「何か友

達にアドバイスしてあげなさい」と言います。そした

ら，前の女子は何て言ったでしょう。「字が下手ね」，

男子は「そんなことないだろう」と言い返します。こ

れは学び合いではありません。相手のことを共感的に

とらえていない，学び合いに未熟さがあると思います。

逆にとても親しいから「字が下手ね」と簡単に言える

のかもしれません。このような二つの側面があると思
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います。それだけのことを言ってもお互いに喧嘩にな

らないという親密感があるともとれるのです。だから，

「だめだ」ではないかもしれません。けれども，どう

いう言葉が行き交っているかを見ていただきたい。た

だ単に，グループになったな，うまく話し合っている

な，ではなくそこに飛び交っている言葉が学び合いに

なっているのか，そうじゃないのかを見てください。

私が思う本質的な学びというのは，何か言ったとき

に，「何でそうなったのか」や「私もそう思う」など聞

き返したり、同意をしたり，批判したり、そういう言

葉が往来することによって，お互いの思考が高まって

いくことだと思います。（グループ活動を見ています

と）そういう学び合いができているところもあります

し，できていないところもあります。けれども，そん

なことは当たり前だと思うのです。いつもうまくいく

とは限らないですし，このグループは「だめだ」では

なく，そういう現実があるということをしっかり受け

止めてほしいのです。

教師の居方
次はこういうグループ活動になったときの教師の

居方を見ていただきたい。教師がどのようにしてグル

ープ活動を見て回っているかです。今日は大勢の先生

方が見ていらっしゃったので，先生としては邪魔な先

生が真ん中にいたり，私も邪魔したりしたわけで，で

きるだけグループ活動があったら先生の前を横切らな

いようにしていただきたい。授業者は全体（の子ども）

を見ているので，例えば参観者が中に入ってグループ

活動を見ていますと授業者は子どもが見えなくなって

しまう。中に入って見てもよいが，しゃがんで見たり

とか，先生の視線をふさがないようにしたりしてほし

い。周りで見ている分にはいいです。全然，視線がさ

えぎられることはありませんので，ぜひ中に入られる

のでしたら，しゃがんで見ていただきたい。それがで

きないといけないと思います。

今日、先生（授業者）は，あまり子どもにかかわっ

ていない気がします。子どもたちがどんどんやってい

ますので。

（VTRを視聴しながら）今，先生はここにおられま

すね。この子どもは，この仲間の中で，コミュニケー

ションがうまくとれていません。先生はそばにいって，

声をかけずに、ずっとそばにいるという光景がいいな

と思います。いつでも声をかけられる。こういう居方

が大切だと思います。

ネル・ノディングズ（Nel Noddings，1929～）に

お会いしまして，ある言葉をいただきました。こうい

う先生にならなくてはいけませんよと。

「あなたは“I'm here for you”「あなたのためにわ

たしはここにいる」という立場で，子どものそばに立

ちなさい。でも，もしかしたらあなたは“you're here”

と見ていませんか」と言われました。つまり、あなた

は「こいつは，できる，できないと評価をしている」。

評価してもいいのですけれども，困った子どものため

に今ここに自分がいる，だから「わからなかったら先

生に訊きなさいね」という先生になってほしいという

のです。先生が困り感を示している子どものそばにい

て、いつでも支援ができることだなと感じました。

でもこういうことをやっても，ここにもかかわれな

い，あそこにもかかわれない子どもがいることがあり

ます。それを参観者が授業後の反省会で「ここもかか

わっていなかった。あそこもかかわっていなかった」

と言われます。「じゃあ，てめえができるか」というこ

とですね。何人も大勢いたらできないわけです。でき

るところからやればいいと思います。今日はこの子と

かかわれた，明日はこの子とかかわろうとすればいい

のです。この学校の先生たちは年間の中で色々な子ど

もたちとかかわっています。そこが大事だと私は思い

ます。参観者は、すぐに授業者の欠点を探して，あそ

こで何もやっていなかったなどと言ってしまいます。

私も言ってしまうことがあるのですが、今日の授業者

は「全部の子どもとかかわれなかった」と言いました

ね。それは，言わなくてもいいかもしれませんが、自

省できるいい先生だなと感じました。

教師のかかわり方
さて，教師のかかわりという話をしていきたいと思

うのですが，コの字型の配置での協同的な学びが一番

難しいところです。実はここが大きな問題（課題が多

い）の一つではないかと見ていました。子どもたちは

せっかくグループの中でかかわりをもちながら学び合

っているにもかかわらず，全体（コの字型）になると

教師と子どもの会話が一対一になってしまう。多分，

小学校の先生方は，（今日の授業を見て）発言のつなが

りがないと思われたのではないかと思います。という

のは，中学校の先生方の聞き方がそうなっていること

です。例えば，子どもが先生の発問に「無差別に」と

発言をしたとします。先生は、発言した子どもに「無

差別ということをどのように考えているか」と、発言
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者から無差別の意味を引き出そうとします。 ところ

が、他の子どもは「無差別」という言葉をほとんど聞

いていないのです。これが全体で学ぶときの大きな問

題点だと思います。

先生が全体に質問をします。発問したときは全員が

聞いています。ある男子が，「無差別」という言葉を表

現します。私は，これを一往復と呼んでいます。普通，

教師の発問の基本単位は、まず発問して、応答があり、

「それは違う（正解）、ハイ他に」と I－R－E 構造と

なっています。つまり二人だけの関係になってしまう

のです。他の子どもたちは，無関係という関係です。

ビデオを視聴すると，この子に対して「はい，他に」

となってしまい，次の発問になってしまった。そうで

はなくて，「無差別」という言葉に対してもう一つ膨ら

ませていく要素（手段、仕掛け）が必要だったのでは

ないかと思います。ひとつの方法として、他の子ども

につなげていくことによって，指名された以外の子が，

友達の考え方をもう一度考えることができます。私た

ちは，それが比較的できていない。

「間」のとり方
例えば国語，子どもが自分の考えていなかった言葉

を聴いたときに，自分のからだに、その言葉を一旦入

れて、自分の考えとすり合わせる、考える時間が必要

になります。その子の考える「間」です。今日はこの

「間」が少なかった。「間」をつくることができない先

生は「待つ」ことができない。だから，さっといって

しまいます。「そうだね。正しくないね。はい，ほかに」

ということになります。

対話的実践を積み重ねていくと子ども同士に関係

性が生まれてくるだけでなく，もう一つ大事なことが

あります。小学校の低学年の先生は，それをやらなく

てはいけないと思います。あとで協同的な学びを説明

しますが，小学校の低学年には，グループ活動は難し

いと思います。では１年生は，２年生は，何をしたら

よいのかというと，友達の意見をきちっと聴くことを

習慣づけることです。子どもが聴けるようになるため

には，先生は「今，○○さんの言ったことどう？」と

聴いてあげることです。それを先生方は，「○○さんが

こう言ったのだけれども，どう思いますか？」とつな

いでしまいます。先生に「どう思いますか？」と言わ

れると，大体が「いいと思います」と逃げられます。

そこで，「『いいと思います』って何がいいの？」と切

り返さなくてはいけません。先生が余分なリボイスを

しないで，発言者でない他の子どもに「どう？」と訊

いたほうが，友だちの話を聴いていなかった子どもは

「えっ，何？」ということになります。こういう指名

の仕方をしているとどうなるかというと，この先生は

誰かが答えると，必ず次は誰かを指すなと見えてきて，

心構えができます。ところが，そうでないやり方をし

ますと，先生が誰かを指名した途端に他の子どもは力

が抜けてしまう。なぜかと言うと，絶対に自分に指名

されることは無いと思うからです。英語の先生は，対

話が下手ですね。まず今日は何曜日ですかと質問しま

す。子どもはこのように身構えています。指名された

瞬間にもう当たらないなと，ぐっと楽になります。私

だったら、指名した子どもがたとえば「今日は月曜日

です」と言ったとします。そうしたら今度はこっちの

子どもに「彼は何と言いましたか」と聴きます。そう

すると彼は“He said”と言わなければならない。「彼

はこう言った」という言い方に変わるのです。ちょっ

とつなげるだけで色々な関係性が生まれてくると思い

ます。

授業のデザイン
次に，先生の授業のデザインを見ます。構造です。

今日の先生は、身近な体験の中から生まれた「戦争」

という言葉から思い浮かべるイメージを出させて，そ

の言葉の裏に「いろんな意味があるんだよ」と子ども

たちに考えさせています。単に「無差別」だとか原爆

だけでなく，その「原爆」によって何が起きたのかと

いうことを含めて，その裏にある事情などを最初のグ

ループ活動は意図していたのだと思っています。次に

「戦争」という真意です。授業が二段構想になってい

ると思っています。後の課題のほうが，子どもたちに

とっては大変だったのだろうと思います。そういう意

味で，後が「ジャンプの課題」だったと思います。し

かしその「ジャンプの課題」を解決するために基礎的

な言葉に気づかなかった子どもが，友達の話を聞きな

がら，色々な社会科的用語を友達から学びとっていき

ます。私たちはこのことを「表現と共有の世界」と言

っています。基礎的事項を前半にもってきておいて，

それを後半で活用していくという構図だったのかなと

思っています。ただこの構造は，いつもこういう構造

ばかりではないと思うのです。それぞれの先生方が考

えていただければよいかと思います。

例えば小学校で立方体の授業がありまして，展開図

を扱いました。これは，小学校６年生でもできると思
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います。展開図を書くと言うと，普通は「大体何通り

できますか」ということになります。立方体をはさみ

で切りながら展開図を作っていくと11種類出てきま

す。そこまでは，どこの学校でもおやりになります。

これは，ある小学校でやっていたのですけれども，展

開図をはさみで切っていたのです。そうすると子ども

が「何回で切ると展開図ができるのかな？」と言って

いるのです。すでに11種類を見つけた子どもが，「先

生，あと何回，はさみで切って最小限に、何回切れば

展開図になるかな？」という質問になったのです。こ

れは，偶然ですけれども，答えは結局その日は出なか

ったのです。（図を板書しながら）こういう展開図があ

ったとします。これが，すでに11種類の展開図はで

きています。切り方を考えるときに，この展開図を使

えば，実は答えが出るのです。「ジャンプの課題」を「共

有の学び」と切り離すのではなく，つながっているこ

とが大事なのです。これ（前半で共有したこと）をさ

らにグレードアップすることなのです。子どもたちは、

ところで、小学生たちは（ジャンプの課題）で何に困

っていたのか，じっくり聴いていてわかりました。子

どもたちは「何回切るか」だけに執着していたのです。

切る方ばかりに気がとられ答えが出なかったのです。

ところが，中学の先生がこれをおやりになりました。

そのとき，今までように切ることばっかり考えていま

したけれども，切ってはいけないところを考えた子ど

もがいます。そうすると，絶対ここは切ってはいけな

くなります。線（展開図の辺）で考えると，ここは，

1，2，3，4，5本ありますから，5本は絶対切っては

いけません。切ってしまっては，展開図がバラバラに

なってしまいます。そこで，全部（立方体の辺の数）

で12本ありますから，5を引いて答えは7で，7回切

れば展開図ができるということです。

しかし，それが子どもたちにとってレベルが高くな

ってしまいますと，結局子どもたちはジャンプができ

ません。ジャンプができないときに，教師の仕事は，

何かというと，ヒントだとかアドバイスだとか，何か

仕掛けを用意することだと思います。いったん「下が

る，降りていく学び」なんて昔は言っていましたけれ

ども，子どもたちのところまで1回降りて，子どもた

ちが考えられる仕掛けや手だてなどを考えて，用意し

てあげることです。ただし，「切ってはいけない辺を考

えなさい」と最初から言ってしまうと，頭のいい子は

すぐにわかってしまいます。そういうのをおせっかい

と言います。まだ，子どもたちで一生懸命考えれば，

乗り越えていくかもしれないのに，ヒントを早く言っ

てしまうことはおせっかいです。ところが，子どもた

ちを見ていたら，皆もう「わからない，わからない」

で，どの班も「わからない」ということもあります。

子どもが「わからない」と言っているのに「頑張れ，

頑張れ」と言っていてもだめなのです。そういうのを

間抜けと言います。だから，おせっかいでもだめ，間

抜けでもだめ，その中間をどうやって判断するかとい

うのが教師の仕事だと思うのです。ここでもがいてい

る，これ以上子どもたちは，乗り越えていけないなと

判断したときにヒントを与える，アドバイスを与える

ことです。これも一つの指導技術だと思います。これ

は，「何分になったらこういうことやるのだよ」なんて

いうことはありません。そのときの子どもによって実

際によって変わってくるということです。

グループ活動
グループ活動を今度は見ていきます。基本的（授業

の流れ）には，今日はこれだけのことは，身につけさ

せたい思うことを前半にもってきて，後半はよりもっ

と高く跳ぶという方向にもっていきます。（板書しなが

ら）これは，私が現職の子どもたちの成績分布図です。

大体，双こぶラクダ型になります。こちらができる方

だとします。そうしますと，学級の平均点をあげよう

としたら，低学力の人たちをどのように指導したらい

いかです。先生方はこの子どもたちの（成績）を上げ

るために、おかまいなく一斉型が多い。中学生ですと

特にそうです。一斉型でより一層わかりやすく、てい

ねいに教えていきます。けれども，成績は上がりませ

ん。これは，私が現職のとき、自校の野球部監督だっ

た方がやっていたことです。その方は野球部の監督を

長くやっておられまして，子どもたちにバントをさせ

るときに，かなり長い時間説明するのです。バントは，

ピッチャーからきた球を転がすわけですけれども，こ

の角度（バットの）はどれくらいか，ボールが当たっ

たときにどうするか等ちゃんと教えます。これを全部

教えようと，ものすごく長い時間教えます。ところが、

30分も40分もお話が中心だったらバントがうまくな

るでしょうか。そのようなことを一斉授業の人は，や

っているのです。「こうするとこう考えて，次はこう考

えて，はいこれやって，はいこれやって」と思考手順

を全部先生が示しながら，自分ではわからせているつ

もりなのですが，子どもたちは，写しているだけなの

です。
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昨日，高等学校を見てきましたけれど，その先生は

予備校タイプでした。30分間，オスとメスがどうやっ

て決まるかという話を常染色体と性染色体でメリハリ

をつけて説明し，プリントに書けとやるわけです。そ

うして，これはＸ染色体で，これはＹ染色体でと黒板

に一生懸命に板書して，子どもは，一生懸命にうつし

ているのです。実はこのやり方は結構，今でもやって

いると思うのです。子どもたちはただ単に一生懸命聞

いてくれています。その点においては本当によく子ど

もたちはえらい。その授業後、校長先生から何かコメ

ントしてやってくださいと言われたものですから，「先

生ね，ただひたすら（板書事項を）うつしているのは，

子どもにとって思考停止しているのですよ。寝ている

のと同じですよ」と言いました。目は開いているけれ

ども頭（脳）は寝ているのと同じなのです。私は，佐

藤学さんからそう教えてもらいました。「思考停止して

いるのは，机に伏せて寝ている人と同質なのだよ」と。

「あなたは，ただ聞かせているだけではだめで，子ど

もに作業させなさい」と。「ただ，わからなかったら，

友達に訊かせなさい。自分のわかっていることを友達

に語らせなさい」と。そうした活動を授業の中に組み

込まないとだめだということです。

それでは話を戻して，低学力の子どもたちをなんと

かしたいわけです。ところが一斉授業で今言ったよう

な話をして個別に指導をしても限界があります。そう

すると，どうしても早い段階でできない子はどんどん

落ちていきますので，仲間に支えてもらうという活動

へもっていきたいわけです。それが実は協同的な学び

の中のグループなのです。もしグループ活動をおやり

になるのだとすれば，何のためにやるかということを

もう一度子どもたちにもわからせていただきたいわけ

です。ある問題を出したときに解ける子ども（A）と，

解けるのだけれど友達に説明するとうまくできない子

ども(B)と，全然わからない子ども（C）が出てまいり

ます。そこで，一斉授業ですとこの子たち（C）はほ

とんど無視をされて，できる子の意見だけでどんどん

授業は進んでしまう。そこでどこかでグループ活動を

入れてほしいということです。いつ入れるかというの

は子どもの実態によってもまた違ってきます。それで

グループに入れて，この子が「わかると思われる子」

に訊くことです。この学校の各学級には「教えてくだ

さい」ということが書いてあります。ここには「教え

られた子どもは，最後まできちんと聴くのだよ」とい

うルールがあります。こういうことをやっていただき

たいのです。ただ，先生方は，「わからなかったら友達

に訊きなさいよ」とみんなに語っても，結局その子（C）

は仲間に訊けないのです。中学生や小学校 5，6 年に

なるとそうですよね。自分からできないということを

見せたくありませんから、訊かないのです。グループ

での教師の仕事というのは先程，先生方がグループに

なったときに関係性のことや子どもの理解の仕方とか

の話をなさいました。

ではどうするか，この子は自分では解けないのだか

ら，誰かに訊かなければいけません。でも訊かないわ

けです。その時には、教師がこの子のところに行って

ケアしてほしい。だから先程のように先生（授業者）

が側にいてこの子に後押しするわけです。「君，隣の人

に訊きなさい」と。そうすると、まずどの子のところ

へ行ったらいいのか、子どもを見てない教師も多いの

ですが，まず見たとして行きます。「行ってどうします

か」。こういうことも実は授業を見るときに見ていただ

きたいのです。先生がその子にどういう言葉をかける

かです。例えば，そっぽを向いて他事している子に，

「おい，お前だめじゃないか。こっちに向かってやれ」

と言えばもうその子はアウトです。先生との関係も悪

くなります。そういう子には「先生と一緒にやろうか」

と言えばよいわけです。あるいは「やろうか」と言い

ながら，「何がわからない？」と訊きます。大体「全部」

と言いますから，「全部は困るんだよね」と。教師の仕

事とは分別することだと思うのです。つまり，わかる

こととわからないことを分けてあげることだと思いま

す。「これわかっている？」「今日これわかった？」と

訊けばよいのです。ところで子どもが「これがわから

ない」と言ったら先生は嬉しいですよね。ところが、

普通どうするかというと，「これはね，こうやってやる

のだよ」と大体みんな先生が教えているのです。そう

しますと先生と子どもの関係はよくなります。しかし，

今度は他の場面になったときにその子どもはやっぱり

友達に訊けないのです。仲間との関係をつくってあげ

ていないからです。だから教師の仕事とは，まずこの

子が何に困っているかという「何か」を見つけたら，

これを「隣の佐藤君に訊いてごらん」というふうにつ

なげてあげることだと思います。つなげて，つながっ

て，そうしたら「佐藤君、こちらの子が『わかった』

と言うまで，最後まで教えてあげてね」とルールを教

えることです。最後に、訊いた子どもが教えてもらっ

た子に対して「ありがとう」と言えたらもっといいと

思います。「ありがとう」という感謝の言葉が，最近の



8

子に減っています。人にやってもらうのは当たり前だ

と思っているからです。そういう社会性，そういう関

係をつくっていただきたい。コミュニケーションとか

社会性のなかで実は，「ありがとう」とか「たいしたこ

とないよ，これくらいは」が，子ども同士の関係をつ

くり「大丈夫？ 何でも訊いて」というふうになるの

です。

今日の３年生はそれができています。女の子が「大

丈夫？」と言って手を出している場面がありました。

そういう関係がこの段階（６月）で３年生にもう生ま

れています。だからぜひ，訊くことができない子ども

には，先生がかかわってあげて，仲間につなげてあげ

てほしいと。そしてこういうときにグループ活動を入

れてほしいのです。

それから今日のように，ある言葉について自分の読

みをもたせて，それを擦り合わせることです。グルー

プ活動はこの二つだけなのです。協同的な学びという

のは，ある問題が「解ける，解けない」の世界と、も

う一つは，例えば「ジャンプ」という言葉の解釈をす

るとき、「ジャンプ」ということの読みをまず持たせま

す。それをまずもたせておいてグループ活動にすると，

その意見の交流ができるのです。今日まさにそれをや

っていただきました。そういうときにグループ活動を

使っていただけたらいいわけです。ところが色々な学

校へ行くと，校長先生がグループを使えと言ったとか，

研究主任がグループを使えと言ったから無理矢理入れ

ましたと言うのです。このあいだ見た国語の授業は「は

い，それでは今日，井上ひさしの握手という物語文を

やります」と言ったとき，この物語が好きな私は嬉し

くなりました。でも，何を始めたかと言うと「はい，

グループになって下さい。回し読みして下さい」とい

うのです。それで順番に読んでいくだけです。読み終

わったら「はい，グループ終わり」。「何，これ」と思

います。その先生は「グループをやれ」と言うからグ

ループを入れたのです。しかし回し読みだけで関係性

は生まれるでしょうか。共感的な関係は生まれるでし

ょうか。生まれないですよ。そういうやり方では意味

がないということです。

実は協同的な学びとかグループ活動を組み込むと

色々な問題が起きます。例えばどうしても時間が延び

てしまいます。そういう弱みがあります。それでカリ

キュラムが終わらないのではないのかという心配をさ

れます。社会科の先生は教える内容があるからこんな

グループ活動をやっていたら「だめだ」と言います。

そうではなくて指導観を変えなければいけません。昨

日，ある高等学校へ行きました。公開授業は理科の先

生でした。授業協議会で別の高等学校の先生が，「こん

な授業じゃ，カリキュラムが終わらないじゃないか」

と質問をしました。その質問に対するその先生の回答

は素晴らしいものでした。その先生は実はこの学びを

４月から始めて間もないのですが，4 月から理科の授

業が７時間あって，もう昨年の 10 時間分が終わった

というのです。つまり，普通 10 時間かかるものをこ

の学びをやったら７時間で終わったというのです。す

ると，その先生（質問者）はしつこく，「でもそんなこ

とやったら成績が落ちるのではないですか」と言いま

す。要するに協同的学びを否定したいのです。その時

の理科の先生の回答は「申し訳ないですけど，どうい

うわけだかこのクラス、10点上がったのです」と言わ

れたのです。だからやり方なのです。効果的（グルー

プ活動を）に入れていくのか，ただむやみに入れて状

況を長くするだけなのかというのは大きく違います。

それから，グループ活動を組み込んだときは，いつ

終わるかというのは常に考えなければいけないと思い

ます。それから与える課題もやや高くしなければいけ

ません。例えば，あるテキストを見せて，「この資料で

気づくことをプリントに書いて下さい」と言ったとし

ます。資料は何でもいいです。例えば（ピンクの紙を

手にとって），こういうものを見せて，「これで気づく

ことを書いてごらん」と言います。そうしたらある女

の子が，「ピンク」と書いたのです。書いたら，後はず

っと寝ています。でもこの子を怒ることはできません。

だって、先生は何でもいいから気づけと言ったわけで

す。それで「ピンクがある」と気づいたわけです。だ

からその子にとってはもう終わったという世界なので

す。わかったつもりになってしまっているわけです。

その後、そのグループはどうしているかというと，み

んなおしゃべりです。よくある「勝手なおしゃべりし

て困る」という世界です。これは課題が低すぎるから

です。このときに，「20 個ぐらい気付いてほしいな」

と言えばいいのです。ウソだっていいのです。こんな

の騙しですからね。私はそう思っています。そうする

と「え，20個も？」と最初は３つ４つ探しますよ。だ

から今日だって最初の場面で，「10 個ぐらい探せ」と

言っても飽きる子がいないのです。もう必死に考える

のです。でも必死に考えて自分が考えられなくなるか

ら友達に訊くようになるのです。「僕は３つ考えたのだ

けれどそれ以上わからない。だから教えて」というふ
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うになるのです。だから課題が低かったらだめなので

す。さっきはたった一つですから，その子に聞いたら

「わかっています。もう私やったからいいじゃないで

すか。文句を言われる筋合いはありません」と。そこ

でその先生に「５つぐらい書けと言え」と指示しまし

た。そしたら，その次のクラスでは５つぐらいやって

くれたのですけど，今度は一生懸命に書くようになる

のです。だから，その先生に，「目に見えるものだけじ

ゃなくて見えないことも見ようね，と言ったら格好い

いね」とか言っておきました。普通は見えるものしか

見えません。しかし子どもは見えないものを探します。

要するにあの国語だったら行間を見ていくことになり

ます。そういうものも大事ではないでしょうか。だん

だんと子どもの実態で考えていきます。だから子ども

たちがうるさくなるのは課題が低すぎるということで

す。

それともう一つは終わってしまった（グループ活動

で解決を得た）ということなのです。終わってしまっ

てやることがないわけです。だから今日のグループ活

動だったら９つのグループがありますけれども，半分

ぐらいが終わったらもうやめてもよいかもしれません。

そうしないと教室の雰囲気がざわざわして取り戻しが

なかなかきかないわけです。息づかいが合わなくなり

ます。息づかいが合わなくなると息づかいを合わせる

のはすごく大変です。だから途中で活動を止めてしま

う。グループ活動を組み込むときは、最初にこう言っ

ておけばいいのです。「みんなちょっと勝手なおしゃべ

りをしたらいつでもグループやめるよ」と。それは言

っておくべきだと思います。ところが，先生方は終わ

ってないグループが気になるのです。このグループは

終わっているけどまだ終わっていないグループもある

ということがあります。どうしても「最後のグループ

が終わるまで待っていてね」と言うわけです。それが

グループの時間を延ばす原因になってしまいます。私

は、途中でグループ活動をやめてもいいと思います。

教師はやめる勇気も必要だと思います。

ところがやめた後どうするかというと、先生方はま

た一斉授業です。一斉に戻ったときに何と言うかとい

うと，「はい，できた人」です。せっかくグループで自

分たちの力で解いてきたけど，ジャンプできずに途中

で切られて、全体に戻れば，できる子に言われてしま

うと、この空間がない（自分の分からなかったところ

から正解までのプロセス）のです。答えがボーンと出

てしまいますから。「え，何でそういう答えが出たの？」

ということになってしまいます。そうではなくて，先

生方は途中で切ったグループの困り感から始めればい

いのです。学び合いを切られたグループに，「君たちが

どこまでやったのか，途中まででいいから発表してく

れるかな。あとはみんながつないでくれる」と言えば

それでつながっていくのです。こうやって関係性をつ

くることもできます。だからぜひグループ活動での

色々な問題点が出てきたときに，どうすれば効率よく

できるのかも考えてやっていただけるといいなという

ふうに思います。

子どもどうしをつなぐ
最後に，これで終わりにしようと思うのですが，今

日の授業の中で，「無差別」というのがでてきて，授業

は「じゃあ無差別って何？」とその子に訊いていまし

たけれども，実はあそこでこういう聞き方でつなげて

もよかったと思うことがあります。「彼は何をもって無

差別と言ったのだろう。みんなで考えてみよう」とい

う尋ね方もあったと思うのです。そうすると，「無差別」

ということを考えていなかった子が「無差別」のこと

を考える時間ができます。

小学校の例です。ある問題をやっていて，式を立て

ます。式を立てるときに大体，図を描いたりしている

のですが，例えば式だけ書くと「15×8」となります。

そうするとその先生は今日と同じように「じゃあなぜ

こうしたのか説明してくれる？」と書いた子に説明さ

せてしまうわけです。そうではなくて，こう書いたら

他の子に「○○さんは「15×8」をどういうふうに考

えてやったのかな？」と考えるとそこで，色々なこと

が考えられます。だから常に一対一にしないで，それ

をつなげていってほしいのです。

言葉の大切さ
もう一つ，最近ゲームで能力の育成というのが出て

まいりましたけれども，ぜひ言葉というのは大事にし

てほしいと思います。特に小学校の先生がおられると

思いますけれども，算数を例にあげたときに，いきな

り式を作るというのは子どもにとっては難しいことな

のです。数学の授業でしたら，連立方程式の応用問題

をいきなり式にもっていくのは大変難しいのです。そ

こで，絵だとか，表だとか，図だとか，イメージ化し

て式にもってくるということが大切だろうと思います。

この言葉を自分なりに絵で描いたりイメージを書いた

り思いを書いたり何かした後で，式にもっていくとい
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うのが今結構主流になっています。ですからこれから

の授業は言葉というものも大事にしながらやっていっ

てほしいなというふうに思います。

おわりに
私はやっぱり教師というのは一人ひとりの子ども

たちの学びを教えることと，その学びを保障すること

だと思います。参加できない子どもたちは常に，学び

の輪の周辺のところでうろちょろしております。いつ

でも学習の輪の外へ出ようというそういう構えがあり

ます。そういう子どもたちが外に出て行くのは何かと

いうと，先生方が「みんな」と片付けるからだと思い

ます。竹内敏晴さんがある本の中で「教師は語り子ど

もは聞くというようなやり方の授業をやっていると，

教師の言葉が届かない一部の子どもがそれに対応しき

れずに身体を崩すのです」と言っています。「身体を崩

す子どもは教師の声が届いていないのですよというふ

うに考えなさい。でも私たちは声の届いていない。身

体の崩れた子どもに対して、あいつは数学が嫌いだ，

これが嫌いだとか，子どものせいにしていませんか」

というふうに竹内敏晴さんは書かれました。だから子

どもの身体が崩れたのは自分の言葉が伝わってないの

です。どうしても私たちは語るときに，今日の私もそ

うですけど「みんな」に語ります。でもここには「み

んな」という人はいないのです。佐藤さん，池田さん

という固有名詞をもった人がいるのです。だから本当

は自分の今日の話が，あの人に届いているのかなとい

うふうに気づきながら，考えながら，見ながら授業を

しなければいけないのではないでしょうか。

本当は講演というのは非常に嫌なのです。自分の言

葉を一方的に語っておしまいですから。そうじゃない

対話型の学びというのが一番，話を聴いている人にと

っても話をしている人にとってもよいのではないかな

というふうに思いました。そういう授業をぜひ毎時間

やっていただけると子どもたちはよくなるのではない

かなと思います。今日はいい学校に来させていただい

てありがとうございました。

〈付記〉

本稿は，2010年6月3日（木），津市立芸濃中学校にて開催され

た公開授業研究会における佐藤雅彰先生（元富士市立岳陽中学校

校長）の講演記録（一部，加筆修正）である。

記録と記述は，岡田雄輔・小山大貴・山口優子（三重大学３年）が，

編集作業は，中西毅徳・林 直哉（三重大学４年）・岡野 昇（三重大

学）・津市立芸濃中学校があたった。

-MEMO-

１． 授業を見ている視点（ビデオを撮る視点）

・関係性のたち現れを見る。

・子どもの理解の仕方を見る（一つの課題に対してどのように取り

組んでいくか）。

・子どもの身体（目，表情，仕草，からだつき，からだつかいなど）

に注目し，注目した子どもの変容を見る（他者と一緒に学ぶことが

できるか）。

２． 協同的な学び

・作業や活動を入れることによって思考停止状態から脱する。意見

の擦り合わせにより，安心感と異質な考え方に触れさせる。

・「ねえ，ここどうするの？ 教えて」と言える関係をつくる。

・「教えて」と言ったからには最後まで聴く（無理・だめ・できないを

言わずに挑戦する）。

・「教えて」と言われたからには粘り強く訊く（相手の学びのつまず

きを理解しようとする）。

・教師の居方。子どもと子どものつなぎ方。間のとり方。何のため

にグループ活動をするかを子どもにわからせる。

３． 学びの質

・「協同的な学び」から「学びの質の向上」へ。教科の専門性と深い

教材研究。

・授業デザイン。「共有の学び（基礎的事項の共有）」と「ジャンプの

学び（少し難しい課題に挑戦）」の二段階。

（文責：岡野）


