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総合的な学習 の時間 をどう提え るか
情報化 、国際化 の時代 を迎えて、教育改革がさまざまに試み られて きました。そ こ

には、社会 の変化 にともなって生 じてきて いる子 どもの変化、それ も問題行動 として
表面化 してきて いることが らに対 して の対応 も含まれ ます 。
1970年 代 の後半か ら、教育実践 の場 では 「個」が強調 されるようになって いきまし

た。一 斉指導 による画 一的な指導 の元 に、個が埋没させ られて いるとい う認識があっ
たように思 います。教育 は、子 どもたち一 人ひ とりの 自己実現 を最大限援助す る営み
ですか ら、個 へ の着 日とい う観点は正 しい ものだった といえるで しょう。
・

しか し、そ こにはひ とつ の誤 りがあ りました。 「個」 を他人と切 り離 して理解 した

こ とです。 「個」 の教育 とは何かについての理解 が浅かった のです。 したがって、指
・
導法 の 関心 も個別指導 に偏 り、それ まで理論的にも実践的 にも着実 な積み重ねをして
きた協同的手法 、すなわち社会的相互作用を積極的 に用 いた指導法に目を向けな くな
って しまいました。 「集団を通 して個 を生かす」 とい う観点 を忘れた実践が多 く重ね
ふ■

られてきた のです。

こういった指導 に対す る考え方 の背景 には 「競争」原理が学習 の意欲づ けに役立 つ
とい う指導原理 につ いての不十分な理解があったように思 います 。 自由 「競争」が社
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会を発展 させてきた原理だ という、おか しな、 しか も直感 に基づ いているにすぎな い
経験が 、教育を動か してきた とい うの もおか しな ことで した。
競争は必然的 に多数 の敗者 を生み、学習意欲を大きく低下させ ます。学習へ の参加
が負けを招来す るな らば、そのような場に入ろうとしな くなる子 どもも増えてきます。
近年 の 「学習離れ」 はそのような教育文化 の産物な のではな いか、 「さまざまな 問題
行動」 の背景 にも競争原理があるのではな いか と思わざるを得 ません。
教育を通 して どのよ うな社会を創ろうとするのか、 「個」 の強調 の背景 にはその展
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すが、それが社会を動か してきたわ けではあ りません。大地に起 って風景 を眺めてい
るとき、われわれは 自分が立って いる大地 に気 づか な いことが多 いのです。競争は風
景であ り、協 同、共生 こそがわれわれ人間が立 ってきた大地な のではな いで しょうか。
もし人間の生きる原理が競争な らば人はとっくに滅びているはずだ と、多 くの研究者
が指摘 しています。

今回、 「総合的な学習の時間」が設定 された背景 には、 1989年 改訂 の学習指導要領
が示 した新 しい教育観 を実現 したいとい うことがあ りますが、 これ も、文面だけでは、
教育 の 目標があ くまで 「個」 の興味関心 、 「個」 の積極的な学習態度な どにとどまっ
て しまう懸念を含んで います。そ の後 の 中教審答 申な どで言及された、幅広 い 「生き
る力」 の育成 と関わ らせて、 「総合的な学習の時間」 の意義を一人ひ とりの教師が、
そ して 1校 1校 の学校 の教師集団が捉え返す作業 をする必 要があるように思 います。

新たな時代 の教育的要請 とは何で しょうか。社会 の国際化 に対 しては、そ こに適応
する技術 を 「個」が身につ ける ことが大切なので しょうか。情報化社会 に適応する技
術を 「個」が身につ ける ことが大切なので しょうか。わた しは、そのよ うな社会 の変
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化を理解 し、人 々がその 中でよ り幸福 に暮 らをるま 石 な社会づ くりをめざす 「個」 の

育成こそが今求められているのではないかと考えます

lt「

変化に適応する個Jに とど

/

まらな い「望ましい変化 を作 り出す ことのできる個」が大切な のだ と考え ます。 「総
合的な学習 の時間」を、個 を切 り離 し、学習が個だけにとどまるような機会 としては

いけな い とい う共通認識がある ことを確認 しておきましょう。
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バ ズ学習・ 協同学習椰額 の必要性
「総合的な学習の時間」では、必然的にグルー プ学習が必要だ といわれてきていま

す。ただ、技法 としてグル ー プを入れるとい う発想はよくあ りません。戦後 しば らく、
生活カ リキュラムが中心 となって進め られた教育では、積極的 にグル ー プ学習が用 い
られ ました。それは民主的な活動 として評価 されていますが、 1950年 を境 に急激 に消
えて いった理 由は、単 に教育に対する右 か らの圧力だ けではあ りませんで した。

革新的な立場か らも、学力の低下が社会を改革 していく力を削 ぐものだ とい う批判
があったのです。当時 の文献 を見てみます と、指導方法に関する理論的背景がないと
い う指摘 を数多 く見 る ことがで きます。理念を実現するための理論的研究を疎かに し
てはな らな いのです。それは研究者だけの仕事ではあ りません。実践 の 中か らむ しろ
課題がだされ、模 索的な研究が重ね られな くてはな らなかったのです。理念の正 しさ
だけを拠 り所に した実践は、息 の長 いものにな らな い とい う先例 をわれわれは持って
います。
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教師の勘 と経験だけで進め られた理論 のない実践 であったとい う点 も大きな問題だ っ
たのです。
「総合的な学習 の時間」を進め るにあたって、われわれは適切な理論 をもっている
で しょうか。実践 はまず教育論、教育観 があ り、それ を実現す るための模索があると
い うのが順序 です。そ の模索 の過程で学習指導 の理論的研究 を取 り入れて い くとい う ´
・
〜
作業が必要な のですが 、その準備 はなされて いるで しょうかゾ現鷹費蓬ご 嘉 万 tキ
」ゝ

ュラムの折 と同様 の準備不足があるように思 います。 このままでは、結局今まで どお
りの 「教え、導 く、学ばせたつ もり」 の授業 になるか、 「自由の尊重 といいなが ら実
は放任」の授業にな りかね ません。今、本当に求め られて いる学力の意義を追求 し、
それを実現する機会 として 「総合的学習 の時間」を創造する ことが求め られて います。

ここで教師 の専門性 について、若干触れておきた い と思 います。最近 、社会人を教
師 に登用す る動きも出てきて います。 これはどうな ので しょうか。歓迎する向きも多
いようなのですが、わた しには懸念があ ります。教師 として以外 の社会的経験が教師
としての資質 に本当に有意義な ので しょうか。教師 という仕事は誰でもできるとい う
感覚は危険だ と思 います。む しろ佐藤学 さんが言 っているように 「教師 とい う仕事は
誰にもできな い難 しい仕事であるJと い う認識 の方が正 しいように思 うのです。
経験 を踏 まえた研 究的実践 を通 して、よ り適切な学習指導 の機会 を作って い くとい
う文化が、学校 の 内外 にもっと作 られな くては いけません。

バ ズ学習は 1960年 頃 にその基礎が作 られ ました。古 い とい う評価 は当てはま りませ
ん。なぜな ら、 この時期すで に、ブルー ナーが『教育の過程』で、今、学習指導要領
に載せ られて いる新 しい学力観 と同様 の学力の必 要性 を説 いて いるのです。バ ズ学習
はそのような時代背景 の 中で研 究が進め られてきました。そ の 中身は今に十分通 じる
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ものです し、今だか らこそバズ学習 の意義がよ り良 く分 かるようになってきているの
です。
1980年 代 に入 り、先進諸国では人間関係を基盤 とした協同学習 の意義に気づき、そ

れは現在ではもっとも関心 を呼ぶ指導法 となって います。また、実践化 も広 く行なわ
れて います。 「総合的学習 の時間」 の実践 にあたって、経験のみか らの発想でよしと
す る不精 を捨て、 このバ ズ学習・ 協同学習 の原理 を学習 しな いでは教育のね らいを実
現す ることは難 しいで しょう。
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バズ学習・ 協同学習 の基本
バズ学習・ 協同学習は、互 いに育ち合 う仲間だ という学習集団の 中の信頼関係、 自

分 の成長を教師が願って いる とい う確信 の持てる教師 との信頼関係が生む、学習へ の
動機 づ け、意欲づけに注 目す る指導法 といえます。それは技法ではな く、教育心理 学

イ
の実証的研究に支えられた指導論なのです。 亀繁準囁
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協同と競争 に関する誤 った認識がわれわれ の社会では一般的 に見 られます。翻

ま

よ りかか りの甘 い事態で、競争は鍛え合 う厳 しい事態だ というのな どはそれにあた り
ます。
協同と競争 の違 いは助 け合 うか競 い合 うか とい う、集団のプロセスで区別する こと
がそのような誤 解 を招 いています。協 同と競争 の違 いは集団の 目指す ゴールの違 いな
のです。共 に伸びる ことが 目標な らば協同、最終的 に順位を決め るのが競争です。 し
たがって、よきライバル、切磋琢磨は協同の範疇 に入るのです。
競争は安易な動機 づ けの方法だ という他はあ りません。協 同 による学習を適切 に進
める ことは容易ではあ りません。合衆国の協同学習研究者 ジョンソンは、 「協同学習
は容易だ」 とい う誤 った考えが広 く普及 している ことを指摘 しています。 ヽ
総合的学習 の時間で必然的に必 要 とされるグルー プを用 いた協 同学習 も、教 師 一 人
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ひ とりの経験だけによる進め方では効果的な活動を期待 できない可能性が大きいので
す。また、総合的学習 の時間が他 の教科指導な どと異なった原理で進め られることも、
子 どもたちの学校生活 に混乱 を引き起 こす ことにな ります。そ こでは 当然 の ことなが
ら、指導原理 の一貫性 (バ ズ学習が唱える重要な原理の一つですが)を 心がける必 要
があ ります。総合的学習の導入 は同時 に学校 における指導原理 を見なおす機会にもな
るのです。

そ こではまた、積極的 に社会的相互作用、すなわち話 し合いを導入 しますが、それ
は学習 の効率を高めるだけではな く、学習内容 を社会的知 として修得 させる働 きもも
ちます b学 習を、個 にとどま らな い、 よ り幅広 い ものとす ることが 可能になるのです。
ただ、実践 にあたっては、バズ学習・ 協同学習 の理論 を学ばな くては いけません。
グル ー プを組めば協 同学習 になるわ けではあ りません。児童生徒 の参加・ 協同・ 成就
に配慮 した実践をみが くに際 して、 この全国バズ学習研究大会で の参加者同士の相互
作用が積極的な意義を持つ ものと思 います。
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