
− 163 −

１　はじめに

（１）最近の授業の在り方から
　近年、授業改革・学校改革の在り方として「学び
合い」が提唱されている。上越教育大学の西川純や
信州大学の三崎隆が提唱する「学び合い」、授業研
究で全国を回り、授業改革・学校改革を訴える佐藤
学の「学びの共同体」などである１。なぜ学び合い
の流れが起こっているのだろうか。
（２）学び合いが必要な理由
　栃木県教育委員会から平成24年に『学業指導の
充実に向けて　—学業指導を全ての教職員が進め
るために—』が出され、「基礎・基本の重視」「主
体的な学び合い」「学ぶことの大切さを味わわせる」

授業を実践することを教員に求めている。達成する
ために、次の２点が授業者には求められる。
ア ）毎時間、児童に「できた」という達成感をもた

せること。そのために１時間の授業のねらいを明
確に児童に示すこと。

イ ）児童の意見の交流の場をもつこと。集団での学
び合いを通し、自分とは異なる意見に気づき、よ
りよい考えを導くようにすること。

　このように１時間、あるいは単元全体の学習課題
（めあて）を解決するために「学び合い」を授業に
取り入れることが求められている。しかし、この「学
び合い」という学習がまだ学校現場に浸透していな
い。教師の中にはグループ学習＝「学び合い」とい
う認識さえある。経験年数も学習における知識も個
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人差がある教師集団がチームとなって、授業活動を
進めるためにも「学び合い」という学習活動を定義し、
実践方法を確立する必要があると考える。
（３）本研究の着眼点
　学び合いの中でも特に佐藤を中心とした「学びの
共同体」について、理論的背景とその考え方につい
て整理する。理由は「学びの共同体」は筆者の勤務
する足利市、さらに栃木県のみならず全国規模で改
革が進んでいるとされているが、その理論と効果が
足利市の教員間でも共有されていない２。学び合い
の授業の在り方を本稿で取り上げることで佐藤の述
べる「学びの共同体」の理念と授業スタイルが明確
になり、その是非を問い今後の学び合いを取り入れ
た授業の在り方がより鮮明になると考える。
（４）何をやるのか
　本研究では、佐藤の「学びの共同体」による授業
形態と筆者が勤務する栃木県教育委員会で提示し
ている授業形態、すなわち以下の課題を満たす授業
を比較し、どちらが児童の学習に効果的かを検証す
る。
　栃木県教育委員会で提示している授業形態は以
下のようになる。
・ １時間のねらいを明確にし、さらに授業の終わり

に「できた」という達成感を持たせること
・ 意見の交流を通し、他人の意見を尊重しながら、

よりよい意見を導くこと
　この２つの課題解決のために筆者は学び合いに適
しためあての提示、授業サイクル、評価の工夫の３
点につきルールを設け、実践し学習効果を検証した。
どのようなルールを設けたかは３章で述べる。
　佐藤の「学びの共同体」と次の５点を比較する。
１ 　１時間の学習のねらいを子供は正確に把握し、

そのめあてを達成するための授業の流れになって
いるか

２ 　話し合いでは子供たちは授業のねらいに即した
話し合いをしているか

３ 　話し合いで子供たちの言語技術は育っているか
４ 　子供たちは振り返りで本時の学習が定着したか

を把握できているか
５ 　教師は子供たちの学習の定着率を理解している

か
　この５点は、次期学習指導要領の学力観を具体的
にしたものである。

２　研究の射程

（１）佐藤の「学びの共同体」の定義を理解する
　佐藤の推進する「学びの共同体」は学校のビジョ
ンを次のように挙げている。

　 　学びの共同体の学校は、子供たちが学び育ち
合う学校であり、教師たちも教育の専門家として
学び育ち合う学校であり、保護者や市民も学校の
改革に協力し参加して学び合う学校である３。

　つまり「学びの共同体」の授業改革は、学校改革
である。教師や保護者、地域も含めたすべての学校
の構成者及びそれを取り巻く関係者が学び合うこと
を目指しているのである。
　では具体的に佐藤はどのような授業モデルを提
唱しているのだろうか。佐藤は小学校低学年ではグ
ループ学習は不可能と述べ４中学年以上で協同的学
びを中心に組織すると述べている。中学年以上はす
べての教室において「聴き合う関係」が組織され、
どの授業においても、「男女混合４人グループによる
協同的な学びを組織すること」、「教え合う関係では
なく学び合う関係を築くこと」、「教科書レベルであ
る「共有の課題」と教科書レベル以上の「ジャンプ
の課題」を組織すること」、これら三つが求められる。
　学びの共同体の授業のあり方は、「子供一人ひと
りの学ぶ権利を保障する（子供が一人残らず学習
に参加する）というヴィジョン」から導かれている。
さらに「学びの共同体」としての学校は授業だけで
はなく、以下のような「ヴィジョン」「哲学」を根底
にした学校改革をも目指している。「ヴィジョン」「哲
学」について詳述する。
　①「ヴィジョン」
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ア ）　子供一人ひとりの学ぶ権利を保障する。（子供
が一人残らず学習に参加する。）

イ ）　子供たちが学び合い、教師たちも学び合い、
学びの専門家として成長する。

ウ ）　子供と親と市民から信頼を獲得し、連携する。
　②「哲学」
ア ）　「公共性」。すべての教師が年１回以上は教室

を開き、同僚性を育てる。
イ ）　「民主主義」。異なった人間同士が共生できる

場所となる。
ウ ）　「卓越性」。どんな条件であっても最上のものを

目指す５。
（２）佐藤の「学びの共同体」を検証する
① 「１時間の学習のねらいを子供は正確に把握し、

そのめあてを達成するための授業の流れになって
いるか」の検証

　 　佐藤は学びの開始は分からない子供から「ここ
どうするの」という問いかけから始まると述べて
いる。したがって教師側からの「めあて」の提示
を否定する。子供は本時の学習内容は理解してい
るが、「何を学ぶか」は理解していない。したがっ
て課題解決の授業の流れにはならない。

② 「学び合いでは子供たちは授業のねらいに即した
話し合いをしているか」の検証

　 　佐藤は「ごんぎつね」の授業を参観した際に教
師からの問「ごんが兵十に償いをしようと思った
のはどこか」という問に子供がそれぞれ違った意
見を言っていることを「多様性」としてそれぞれ
の子供が描くごんの心象風景が浮かび上がってく
ると述べている。また「場面で一番すてきなとこ
ろに線を引く」という問にいわし屋のかけ声に線
を引いた子を、子供たちが認めていることを賞賛
している６。

　 　このことに佐藤の学び合いの２つの欠陥を見
る。一つは、学び合いの課題を授業の本質ではな
いこと、叙述に関係ないことにしていることであ
る。「ごんがいつ償いを考えたか」も「感動したと
ころに線を引く」も正答がない課題である。した

がって各自ばらばらな答えが出るのも当然である。
　 　二つ目は、教科書の叙述に即した答えよりも子

供の考えが優先されるということである。いわし
屋のかけ声に線を引いた子は理由に「いわし屋の
大きなかけ声でごんが勇気づけられたから」と完
全に誤った読み方をしている。それを正さずに明
るい笑顔はすばらしいと賞賛している。

③ 「話し合いで子供たちの言語技術は育っているか」
の検証

　 　佐藤は「学び合う関係」は、課題が分からない
子供が「ねえ、ここどうするの」と質問すること
から始まるとしている７。佐藤は教えることと学ぶ
ことは違うことであり、教える関係で生み出され
るのは「恨む子供」を育て、教師は友だちを恨む
文化を育てると述べている。しかし、「ねえ、ここ
どうするの」と聞いたら、次の段階は分かる子か
ら質問したような分からない子への「教える」学
習が展開されるのだろう。佐藤は「ここどうする
の？」と聞いてから次の学習活動は述べられてい
ない。したがって氏の著作を読む限り、子供の言
語技術を育てるのは不可能である。

④ 「子供たちは振り返りで本時の学習が定着したか
を把握できているか」の検証

　 　１時間の授業のまとめとして「振り返り」の時
間を設け、児童は授業で何を学んだかを確認する
ことが求められている。佐藤は振り返りを否定し、
代わりにジャンプ課題を設定している。「学びの
共同体」でのジャンプ課題であるが、本来はその
単元の本質を教師自身が深く理解し、かつそれを
子供たちが理解し設定されるべきものである。し
かしながら筆者が見る限り、ただ難しければよい、
当該学年より上の学年の問題を用意すればよいと
とらえる授業が多い８。このことはそのまま学びの
共同体の授業の難しさでもある。佐藤はジャンプ
の課題では学級の1/3くらいが達成すればいいと
述べている。またジャンプが一人も解けなくても
授業に夢中になれば「すばらしい学び合い」と評
している。佐藤は学びは「基礎」から「発展」に
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進むと認めながらも、それは高学力の子供の場合
であり、低学力の子供は基礎の段階でつまずくと
述べている。しかしジャンプ課題によって低学力
の子は応用から基礎の問題を理解すると述べてい
る９。このように氏のジャンプ課題は論理の破綻を
来しており、子供たちは授業が終わった時に「何
を学んだか」、「どこまで理解したか」を把握でき
ない。佐藤は課題の提示同様に「振り返り」につ
いても何も言及していない。

⑤ 「教師は子供たちの学習の定着率を理解している
か」の検証

　 　佐藤が授業中における担任の姿として賞賛して
いる写真がある。写真の様子と佐藤の記事を箇条
書きにする10。

　 ・ 信頼の証拠として授業風景の写真を挙げてい
る。そこでは３から４人組のグループ学習が写っ
ており、担任の先生は教卓の前でいすに座って
いる。TTの先生はその傍らで後ろに手を組ん
で立っている。（２人）３人の教師とも黒板の前
に位置している。

　 ・ 佐藤はこのいすに座っている担任の視線を子供
と同じ高さの視線であり、すばらしいと賞賛し
ている。

　 ・ ３人の教師がそれぞれ見守っていることが子供
たちを信頼している証拠だと賞賛している。

　 　この１時間の授業は担任とTT教師による３人
体制での授業であることが理解できる。しかし３
人が全て教室の前面で授業を傍観していること
は、その時間は教室の一部しか見ていないことで
ある。また教師が何ももたずに授業をしているこ
とは子供の学習定着の記録を残していない。した
がって教師としては「子供がよく学習している」
というイメージだけは残るが、一人一人の子供が
授業をどの程度理解しているかという客観的な評
価は下せない。

（３）佐藤の学び合いは子供の学力を保障するか
　佐藤の「学び合い」を授業者の観点から検証した。

いずれも「学びの共同体」の授業改革は授業者がね
らう力の保障を佐藤の学び合いでは得られない。で
は佐藤の学び合いは次期学習指導要領で述べられ
た学力観の達成を保障しているか次期学習指導要領
で求められる学力観からも検討する。前述したよう
に次期学習指導要領でねらう学力観は次の６点であ
る。
１ ．「何ができるようになるか」（育成を目指す資質・

能力）
２ ．「何を学ぶか」（教科等を学ぶ意義と、教科等間・

学校段階間のつながりを踏まえた教育課程の編
成）

３ ．「どのように学ぶか」（各教科等の指導計画の作
成と実施、学習・指導の改善・充実）

４ ．「子供一人一人の発達をどのように支援するか」
（子供の発達を踏まえた指導）

５ ．「何が身に付いたか」（学習評価の充実）
６ ．「実施するために何が必要か」（学習指導要領等

の理念を実現するために必要な方策）
　上記の１、２、５については佐藤は特に言及して
いない。佐藤の「学びの共同体」の理論では子供が
意欲を示せば学力が高いとカウントしている。また
佐藤は授業の「めあて」（何を学ぶか）と「振り返り」

（何ができたか）も否定している。３のどのように学
ぶかは子供の「ここどうするの？」という質問から
始まるので、教師があらかじめ用意したプリント学
習・習熟度別学習などは排除される。４、６の支援
策について前述したように教師は子供を信頼し子供
同士の相互関係に任せるものだから教師の支援策は
存在しない。
　このように理念において学ぶ意欲があれば高いと
する佐藤の「学力」と、「何を学び」「そのためには
どのような学習支援（子供の実態把握と学習準備含
む）が必要かを前もって教材研究して」「何が分かっ
たか」の一連の流れが「学力」だと認識している実
際の授業にあたる教員とに対する大きなズレがある。

「ゆとり教育」の反省としてから起こった教育再生会
議の趣旨（ゆとり教育の見直し、全国学力・学習状
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況調査の結果検証、授業時間の増、学習指導要領
の弾力化、教科書の質量充実、習熟度別・少人数指導、
特別支援教育体制の強化など）とは、「学力観」の
ズレから、すでに乖離してしまっている。
　また佐藤の教え合う関係も、学び合いの始まるきっ
かけが分からない子が分かる子に質問をするだけ
で、その後の学習活動は分かる子が一方的に教えて
いる授業スタイルと何ら変わらないと言わざるを得
ない。よって意見の交流ということは見られない。
　佐藤の理論構築のベースになっているものが「徹
底した教師による一斉授業の観察・分析をベースに
して、それを否定する」からである。佐藤の著作を
読むとあたかもこのような一斉授業が全ての教室で
行われているように錯覚する。極端な一斉授業形式
を佐藤は否定し、有能な子供同士の教え合いにより
学習内容の定着を図ろうとしている。しかし、そこ
に誤りがある。基本的な内容が十分身についていな
い子供が増えている実態をふまえると、子供の主体
性にまかせるばかりの教育は、誤った知識を植え付
けたままその時間を終わらせてしまう可能性がある。
また、発展的な内容を含む体験学習や調べ学習の場
において、さらなる格差を拡大しかねない。
　以上のように佐藤の述べる「学びの共同体」では
学力の定義、１時間の授業の流れ等、県教委の指導
とも普段に使われている学力の認識、児童の発達段
階においても学力が定着しないのは明らかである。
　では学び合いを効果的に用いるにはどうしたらい
いか、筆者はルールを設けた学び合いを提唱する。
（４�）教師が介在し、学び合いにもルールを設ける必
要性

　①学び合いの成立条件
　学び合いの成立条件及び教師の配慮事項は次の
ようになる。
・ 学び合いの視点が明確であること。必ず授業の最

初に本時の学習目標を設定し提示する。
・ 児童が課題に対して自分の考えをもっていること。

教師は児童が考えをもてるように個別に考える時
間を確保すること。

・ 児童が自分の考えを伝えていること。そのために
グループ学習での一人一人が発言できるような
ルール作りをすること。

・ 児童が友達の考えを自分の考えと比べながら聞い
ていること。そのために聞く話すの役割分担と友
だちの話はしっかり聞くという学習のルールを徹
底すること。

・ 児童が自分の考えを振り返っていること。そのた
めに授業の最後には集団でまとめの時間を取る。

　学び合いは学習を子供に丸投げさせる活動との意
見もある。上記のように明確な学び合いのルールを
作っておけば、そのような意見にはならない。
②学び合いのよさ
　学び合いのよさについて筆者は主に次のように考
えている。
・ 自分たちで課題解決できたという充実感を得る。
・ 多様な考えを聞くことができる
・ 自分の考えを自分の言葉で伝えることができる
・ 自分の考えを確かめ、深めたり広げたりできる

３　「学び合い」におけるルール作り

　めあての提示、授業サイクル、評価の工夫の３点
から述べる。
（１）めあての提示について

　阿部昇は「学び合い」のような「探求型」の授業
では、「学習課題の質」と「集団による交流・検討
や対話・討論の質」が重要であるとし、学習課題の
質について次のように述べている11。

　　 　子供たちと教師で検討しながら創り出すとは
言え（ママ）、全て子供任せでは質の高い課題
は生まれない。教師の側である程度、質の高い
課題の（選択）可能性を準備する必要がある。

　めあて＝学習課題である。本研究は小学校３年生
が対象のため、質の高いめあては子供から出てこな
いことが予想される。したがって指導計画を立てる
段階で教師があらかじめ、めあてを設定しておく。
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（２）授業サイクルの工夫
　①　授業のサイクル
　学び合いは一つのめあてに向かって子供同士が検
討し合い論議し合い試行錯誤しながら答えを導いて
いく。学び合いを取り入れた授業の形は次のような
展開になる。
ア ）　個の読み（テクストとの対話）・・学習課題→「考

える」（自己決定の可視化）
イ ）　場での交流（他者との対話）・・同質の他者、

異質な他者との交流
　　１　小集団での交流・・グループ学習
　　　・少人数集団での学び合い
　　２　学級全体での課題の追求
　　　・学級での交流、検討、
ウ ）　個のまとめ（自己との対話）・・自己決定の再

検討（振り返り）
　・ 「メタ認知能力」「批判的思考力」「主体的判断力」

「価値想像力」「社会的実践力」の育成
　②　発表の留意点
　子供たちが発表する時には、自分の思いを伝えた
いあまりに、周囲の状況や話の流れを考えずに、話
したいことだけを話すことがよくある。
　そうならないために発表の仕方「話型」をあらか
じめ指導しておく。具体的には以下のようにする。
仮にＡ児、Ｂ児、Ｃ児、Ｄ児４人組での学び合いの
時間を例にする。
　・意見が同じ場合
　 　Ａ児 「私の意見は・・・です。理由は○○だか

らです。」
　 　Ｂ児 「私もＡさんの意見に賛成です。理由は

〇〇だからです。
　 　Ｃ児 「私も似ていますが、付け加えます。〇〇

だと思います。」
　 　Ｄ児 「それでは皆さんの意見をまとめます。グ

ループの意見は・・になります。理由は
〇〇だからです。」

・意見が違う場合
　 　Ａ児 「私の意見は・・・です。理由は○○だか

らです。」
　 　Ｂ児 「私はＡさんの意見に反対です。Ａさん

は理由で・・・と言っていますが、それは
違います。（Ａの理由が違う事実を述べる）
だから私は〇〇だと思います。」

　 　Ｃ児 「私も（ＡさんかＢさんの意見に）似てい
ますが、付け加えます。〇〇だと思います。」

　 　Ｄ児 「それでは反対の意見が出たのでＡさんは
どう思いますか？」

　（話し合いのあと）
　「みんなの意見をまとめて．Ｄさんの意見は．．．、Ｅ
さん・Ｆさんの意見は．．、、とまとめられます」
　ポイントは意見を言うときには「主張」→「理由」
の順番で話すことである。そして反対の時は必ず理
由が成り立たないということを言うことを指導する。
話し合いで理由を言わないと往々にして主張の堂々
巡りとなり、考えが収斂しない。
（３）評価の工夫
　評価については教師による評価と子供自身の自己
評価の両面から述べる。
　①　教師による評価
　 　従来の評価は2000年12月の教育課程審議会答

申によって示された「指導と評価の一体化」とい
う考えに示される。本時の授業を振り返り、めあ
てに達していない児童に対する次時の指導まで考
えた授業のサイクルが「指導と評価の一体化」で
ある。この評価観の背景には個人が目標を達成で
きたかどうかという絶対評価への転換がある。学
び合いでは、めあての達成（授業内容が確実に理
解できたか）とともに、周りの意見をどうとらえ、
いかに自分の考えに応用したかも評価しなければ
ならない。したがって、１つの評価観点につき「自
己の理解（ひとり読みの段階）」、「他者との意見
の交流（学び合いの段階）」、「振り返り（まとめの
段階）」の３つの場面から児童の考えを評価する
ことが必要になる。

　②　児童自身の自己評価
　 　学び合い型の授業は、ねらいを明確にし、授業
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でそのめあてを達成できたかを自己評価する活動
「振り返り」が重要である。児童が「できた」「わかっ
た」という積み重ねが主体的な学習活動の原動力
となる。ねらいと振り返る活動の効果は次の２点
である。

〇 授業の最初に設定した「ねらい」に対する「振り
返る活動」を計画的に位置付けることを通して、
子供たちの主体的に学ぶ態度や学習意欲等を育む
ことができる。

〇 授業で「ねらい」を基に「振り返る活動」を確実
に位置付けることで「何を学んだのか」を実感す
ることができる。

　以上、めあての提示、授業サイクル、評価の工夫
の３点を授業開始以前のルールとして定めておく。
実際の指導について次章に記す。

４　指導の実際

（１）�教材名「ちいちゃのかげおくり」（光村図書３
年下巻）

（２）教師側からの指導
　①授業の導入部における意欲付け
　ア）作者の技巧を利用する（導入部の意欲付け）
　本教材は題名と書き出しで読者の興味・関心を引
く作者の仕掛けが施されている。「ちいちゃんのか
げおくり」という題名で、読者は「ちいちゃんって
どんな女の子なんだろう？」という疑問を持つ。そ
して「かげおくり」という言葉に「かげおくりって
何だろう」という２つ目の疑問を持つ。題名で疑問
を持ちながら最初の文を読むと「かげおくりって遊
びをちいちゃんに教えてくれたのはお父さんでした」
と書き出しがあり、それにより児童は「かげおくりっ
て遊びのことなんだな」と理解しながら「どんな遊
びなんだろう」と謎解きのように物語に入っていく。
この作者の表現の工夫に気がつくような発問構成を
組み立てていく。
　イ ）場面ごとに何が書いてあるかイメージ豊かな

読みを心がける（授業ごとの意欲付け）
　１時間の授業ごとに作者がどのような工夫を凝ら

しているか「視点、話の筋、構成、場面」の４つの
観点に着目できるような発問を心がける。
　②児童自らが表現するための工夫
　ア）自問自答により読みを深める
　教師の問いかけの工夫をする。全体に向けて「み
んな、どう思う？」ではなく「君はどう思う？」とい
うように教師と児童の一対一の対応になるように発
問を工夫する。そして児童は「ぼくは（私は）・・・
だと思うんだけど、〇〇さんはどう思いますか？」と
いう応答しあえるような表現の仕方を目指す。
　イ）主体的に思考する場を設ける
　自問自答して導き出した答えを前述したように友
だちと応答し合うことにより、協同の読みになるよう
にする。そしてその過程を通して自分の最初の答え
を見直し、より深い考えを導き出すような学習習慣
を身につけさせる。
ウ）読み取ったイメージを絵にする
　読み取った場面の情景を絵にすることにより、子
供の読みの深さを見取るようにする。絵がうまい下
手ではなく、文に表現されている情景や人物の生活
のありよう、当時の情景をきちんとイメージできてい
るか、子供の描いた絵から読み取りたい。
③学び合いの場の設定
　ア）目的を持った学び合いの場の設定
　意見を深める場か、交流する場か、学び合いの目
的を明確にする。そして全ての授業の過程でどちら
の学び合いも位置づけたい。そして学び合いに入る
前には必ず全員が話し合う課題を確認し、自分なり
の答えをもってから学び合いの場に移らせたい。そ
して多様な意見に触れ、自分の考えを見直し、より
練り上げた意見にたどり着くようにしたい。
イ）意図的な学び合いの場の設定
　学び合いは必ず教師側の意図に基づいて行う。た
だ意見を言い合うだけではなく、学び合いにより作
品の主題により深く迫れる効果を期待して行うよう
にする。そのためには学び合いの重要度を意図的に
教師側で「意見の多様性を認め、主題に迫るための
学び合い」「意見の多様性に触れる学び合い」「交流
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のための学び合い」というように分類しておくよう
にする。
（３）授業の実際
①　めあての提示
 　 　学び合いは児童の主体的な活動が大切である。

そのために授業のめあては児童がこの授業を通し
て「何を学ぶのか」を意識し、どのような学習を
進めていくのか見通しを持たせることが必要であ
る。そのためにめあての設定には学習内容の喚起
が高まるように前時までの学習内容を想起し、前
時に湧いた疑問などを解くように工夫する。

②　授業のサイクル、及び評価の観点の提示
　 　児童が主体的に学習に取り組むためには児童自

身が「何を学ぶのか（めあての確認）」、「どのよう
にして学ぶのか（学習スタイルの確認）」、「どうす
ればいいのか（評価の確認）」が必要である。そ
こで本時の学習サイクルと評価の観点を必ず授業
前に示す。本時の学習サイクルが明確になること
により、児童には学習内容と同時に時間を意識す
る感覚が生まれ、より主体的な活動になる。

③　本時の展開（個は個人、グはグループの略）
１ 　４の場面を読む。（ちいちゃんが衰弱しながら一

人でかげおくりをする場面）
２ 　本時のめあてをつかむ（個）
　 めあて　ちいちゃんが最後まで願っていたものは

なんだろう
３ 　教科書「お母ちゃん、お兄ちゃん。」の記述ま

でちいちゃんの「内の目」になって考える。（個）
４ 　４の場面のかげおくりと１の場面のかげおくりを

対比して類似点と相違点を考える。（個→グ）
５ 　幻のかげおくりをするちいちゃんを見てどう思

うか考え、交流する。（個→グ）
６ 　空の上で家族に会えたちいちゃんの気持ちを考

え、ノートに書く。（個→グ）
７ 　戦争がちいちゃんから奪ったものは何かをまと

める。（個）
８　本時の学習をまとめる。（個）
④　学習サイクル、評価の観点について

　上記の学習サイクルと評価規準を学習の初めに児
童に知らせる。教師の指示は基本的にこれが全てで
ある。授業中の途中の指示は時間を知らせ、学習内
容を個からグループ、全体へと形態を変える時の指
示程度である。
学習のめあて
　第４場面の「かげおくり」は、どんな「かげおくり」
か１の場面と比べて考えよう。
①一人読みの段階
　ア）学習活動
　第１場面の「かげおくり」と比較させながら、一
人でした第４場面の「かげおくり」がどんなものだっ
たのかを書く。
　イ）評価規準
　Ａ 　家族とちいちゃんの状況、ちいちゃんの心情

などを比較して根拠を挙げながら自分の意見を
書いている。

　Ｂ 　当時の状況の羅列だけが書かれており心情ま
で至っていない。

　Ｃ 　文章が比較になっていない。→文章の型を提
示して穴埋めで単語の記入させるようにする。

②学び合いの段階
　ア）学習活動
　グループで意見の交流をする。理由の違い等、新
しい発見をワークシートに書く。
　イ）評価規準
　Ａ・・ 交流し、他人の意見と自分の意見の違いに

気付く。
　Ｂ・・意見を発表する。
　Ｃ・・意見の交流ができない。
③振り返りの段階
　ア）学習活動
　今日の学習で分かったこと、新しい発見をワーク
シートに自分の言葉で書く。
　イ）評価規準
　Ａ・・ 分かったこと、新しい発見が自分の言葉で

書ける。
　Ｂ・・今日の学習で学習したことを書いている。
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　Ｃ・・めあてと振り返りが一致しない。
④授業の実際
　ア）第１場面と第４場面の様子を対比する
　 　一人読みの段階では児童は会いたかったお父

さんやお母さん、お兄ちゃんに会えてよかったね、
と書き込む児童がほとんどである。それではちい
ちゃんの様子を客観視したことにはならないので、
教師から次の指示を与える。

　 　教師「第１場面と第４場面の文の終わりを比べ
てみよう」

　 　ここで児童から第１場面は家族全員が実際にい
たかげおくりで、第４場面は幻のかげおくりとい
うことを認識する。ここで一人読みは終了である。
次にグループで学び合いに入る。学び合いのテー
マは「第１場面と第４場面のかげおくりの違いは
何だろう」ということである。

　第１場面（現実のかげおくり）
　・お父さんが（つぶやきました）
　・お父さんが（説明しました）
　・お母さんが（横から言いました）
　・お母さんが（注意しました）
　・家族４人で（数え出しました）
　（声も重なりました）
　　 ⇔　対比させる
　第４場面（幻のかげおくり）
　・お父さんの声（青い空からふってきました）
　・お母さんの声（青い空からふってきました）
　・お兄ちゃん（声も重なってきました）
　（学び合いでのまとめ）
　・ １場面は家族みんなが生きていて、一緒にかげ

おくりをしている。しかし４場面は「ふってきま
した」というのだから家族全員は死んでいると
思う。

　・４場面はちいちゃんがひとりぼっちだと思う。
　ちいちゃんに児童の視点が向いたところでちい
ちゃんの様子を考えさせる。
　イ）ちいちゃんの様子
　一人読みの段階で次の①から⑤まで考えさせる。

①体がすうっと透き通って空にすいこまれていく
　私はご飯食べていないから軽くなった
② 向こうからお父さんとお母さんとお兄ちゃんがわ

らいながら歩いてくるのが見えました。
　あっ、お父さんだ。お母さんだ。
　やっと会えた。
③ちいちゃんはきらきら笑い出しました
　うれしくてたまらない。やっと会えた。
④笑いながら花畑の中を走り出しました
　うれしい。やっと会えた。
⑤小さな女の子の命が空に消えました。
　ちいちゃんが死んでしまった。
　児童は叙述のみでちいちゃんの気持ちと客観視し
た読みができていない。そこで次のような指示を与
えて学び合いに入るようにした。
教師の指示

「ちいちゃんの意識がなくなり死に向かうちいちゃん
のイメージとちいちゃんの気持ちを想像しよう」

（学び合いでのまとめ）
・ ちいちゃんがみんなに会えて願いがかなってうれ

しくてたまらない気持ちが分かりました。でもちい
ちゃんがどんどん弱っていくので悲しい気持ちに
なりました。

・ ちいちゃんはみんなに会えてうれしいと思うけど、
死なないで会えたらよかったと思います。

・ 戦争はちいちゃんの命を奪ってしまいました。
ウ）戦争で奪ったもの
　戦争はちいちゃんから何を奪ったか考える。
　一人読みの段階
　戦争がちいちゃんから奪ったものをまとめる。
　・ ちいちゃん、お父さん、お母さん、お兄ちゃん

の命・家・平和な空・平和な遊び
　学び合いの段階で個人で書いたものを確認する。
学び合いで続きを考える。
教師の指示「戦争で奪えなかったものは何でしょう」
・ ちいちゃんの願い
・ 家族と一緒にいたいというちいちゃんの願い
＜授業を振り返っての考察＞
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　本時は３段階の学習過程になっている。
　１段階　１の場面と４の場面のかげおくりの比較
　↓　ちいちゃんの様子に着目させる
　２段階 　ちいちゃんの気持ちと客観視したちい

ちゃんの様子
　↓　戦争はちいちゃんの命まで奪うこと
　３段階 　戦争で奪われたもの、奪えなかったもの

を考え、戦争文学の特質に迫る
　本時は学習のめあてと学び合いの視点がはっきり
しているために３段階の深い学びが実現するのであ
る。児童の「分からない」から始まる佐藤の学び合
いでは内容の読み取りに終始してしまう。教師側で
学び合いの始まるまでに「何を学ぶのかはっきりし
たねらい」と「学び会うための話し合いの視点」を
明確にすることにより、焦点化された学び合いが実
現できる。

５　ルールのある学び合いの成果

　本研究の成果を記す。
（１）授業における成果
　本研究の成果としてルールを設けた学び合いの授
業が成立したことにより、
　ア）児童の主体的な学習
　何を学ぶかを把握し、児童はその課題解決のため
に学習に向き合うことができた。
　イ）対話型の学習形態
　　対話とは子供たちとの交流だけではなく
　　　・本などのメディア媒体との対話
　　　　 児童は授業に入る前の段階で戦争につい

て本で学ぶことができた。
　　　・ 家庭学習や日常生活でのインタビューによ

る対話
　　　　 実際に戦争を体験した大人から話を聞き、

学ぶことができた。

　　　・授業中の子供同士の対話
の３点があることも児童は理解し、実践することが
できた。
ウ）何を学んだかを理解し、次時につながる学習過

程が成立した。
　以上の３点が確保され、児童が授業中に「できた」
という達成感を持たせ、学習内容の深い理解につな
がったことを示せた。
（２）教師集団への寄与
　「学び合い」の考え方が全ての教師に理解されて
いるわけではない。したがって個人の研究で終わり、
学校全体で成果が共有できない。また担任が替わる
と、学習スタイルが変わってしまうことになり、保護
者に学校教育に対し不信感を抱かせる結果となる。
一例を挙げれば佐藤の「学びの共同体」は話し合う
意欲があれば学力が高いと判断する。このような学
力観が一般的に認知されるとは思えない。一方、本
研究は学び合いにルールを設けたため授業の流れが
マニュアル化され、どの教師でも取り組めるという
利点がある。
　以上、実践してみての成果をまとめ本稿の結びと
する。

１　三氏の「学び合い」については以下の著作から筆者
要約。

　　西川純、『座りなさいを言わない授業』、東洋館出版
社、2004年。

　　西川純、『学び合いスタートブック』、学陽書房、
2010年。

　　西川純、『すぐわかる！できるアクティブ・ラーニ
ング』、学陽書房、2016年（2015年）

　　三崎隆、『学び合い入門』、大学教育出版、2010年。
　　佐藤学、『学校を改革する』、岩波書店、2016年（2012

年）。
　　「学び合い」の先行研究
　　学び合いについては『学び合い』として西川純氏、
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同体への挑戦」第７回テーマ「小学校１年の学級づく
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６　『総合教育技術』2019．３月号、小学館、「学びの共
同体への挑戦」第12回テーマ「苦難の壁を越えて学
ぶ子供たち」、66ページより筆者要約。

７　『総合教育技術』2019．３月号、小学館、「学びの共
同体への挑戦」第12回テーマ「苦難の壁を越えて学
ぶ子供たち」、30ページより筆者要約。

８　佐藤が『総合教育技術』2019．７月号で紹介してい
る足利市立北中学校においても中学校数学科のジャン
プ課題では当該学年より上の問題が用意されている。

９　佐藤学、前掲書第４章「協同的学びによる授業改革」

より筆者要約。
10　『総合教育技術』2018．２月号【第35回】、小学館、
「学びの共同体への挑戦」第35回テーマ「子供たちを
一人残らず学びの主人公に」、98 〜 101ページより筆
者要約。

11　「１　『言語活動』そして『アクティブ・ラーニグ』
をどうとらえたらいいのか」、『国語科の言語活動を徹
底追求する』、学文社、2015年、p.11。

（うちだ　ひとし）
 【受理日　2019年11月22日】

西川　純 三崎　隆 佐藤　学
学び合いの定義 子供同士が互いに学び合い、分

からないことを聴き合い、自発
的に学習すること。

学び合いとは文化であり、学習
における考え方である。自分に
とって最もよい教え方をして
くれる子を探す授業である。

少人数の協同的学びのこと。あ
くまで学びであって子供から
子供に「教えること」ではない。

授業スタイル 課題の提示→子供同士で教え
合う→全員課題を達成　グ
ループを作らず。たち歩きも可

西川氏の実践とスタイルは同
じ。ただし制限時間の提示が加
わる。

男女混合４人グループを重視。
子供の問いかけから学び合い
が始まる。全体に問いかけしな
い。

授業中の教師の姿勢 教師は子供をつなぐのが仕事。
答えは教えず全体を見渡し子
供をよりよい教え手の子に導
くようにする。

学び合いを象徴する最適な言
葉は「try ask」子供は自分の
疑問を解決するベストパート
ナーを探すような環境を構築
すること。

小グループの組織の編成、そし
て小グループで学び合いをし
ているときは教師は言葉かけ
をしない。

めあて（学習目標）の提示 必ず提示。教師用指導書の「め
あて」を提示するのも可。

西川氏と同。ただ氏全員が達成
できるめあてにすること。

めあては提示しない。学習する
範囲の中で子供の疑問から学
び合いがスタートする。

学習中のルール　授業の振り
返り

振り返りはしない。評価は全員
が目標を達成できたかどうか
を評価する。

西川氏と同。ただし学習中は制
限時間を設ける。

学び合いは協調学習として全
員が達成するのを待つ。その後
で協働学習として全体の１／
３が解決できる学習に移行す
る。

学校観 子供は有能であり教師より教
え方の上手な子がいる。その子
たちに教えは委ねるべき。

西川氏と同。よい集団を作るこ
とのできる人間を育てるため
の場である。

「一人一人の学ぶ権利を保障し、
学びの質を高めること」しかし、
この前提が今は崩れつつある。

【表１　西川、三崎、佐藤三氏の学び合い】


