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国際協同教育学会

(IASCE)30周 年記念大会並日本協園教育学会 (JAII)第 5回

大会は盛会裏に終了 しま した。
この大会の最初の目玉は、初日 6日 に大山市立楽田小学校を訪問 したことです。これま
での

IASCE大 会で実践参観のプログラムはありませんで した。協同学習実践と研究の先

進国としての日本の実際を見せることは非常に意義があつたと思います。
楽田小学校では 3時 間目は低学年のすべての学級、4時 間目は高学年のすべての学級を
/Ak開

して <れ ま した。子どもたちも外国人の参観をとても喜んでいたようです。生き生き

とした子どもたちの学習の様子がどのクラスでも一貫 しており、外国からの参観者の反応
はきわめて良好で した。参観後に1ま 研究担当の教師と校長が出席する意見交換会ももたれ
ま した。

2日 目￨ま 国内、国際両学会の講演、ワークショップ、研究発表などが盛 りだ <さ んプロ
グラムに載り、多数の参加者を得て (国 外約 80名 、国内約 鷲40名 )進 められました。

協同教育という共通の原理の元に実に多様な領域で多彩な工夫が重ねらねてきていること
が改めて明らかになりました。また、協同への感受性を持 つた実践者、研究者の交流は信
頼を前提としたものであり、心地よ <、 かつ生産的で した。
本会会長で大会準備委員長でもあった杉江のあいさつ文 (プ ログラム掲載)を 紹介 して
おきま しょう。
ご挨拶

2∞4年 5月 の設立から 5年 を経て、第 5回 大会を国際協同教育学会との同時開催と
いう形で迎えることとなりま した。 日本の教育改革は制度い じりに終始 しがちな中、実質
的な中身の改革を志す実践者、研究者は学習者が共に育つことを共通の目標にすえる協同
の学びに高い関心を寄せるようになつてきています。
共 ￨こ 育ち含う学習環境の積極的な意義は、文化の皮相を超えて人 間の学びの原理である
ことは、国際的な協同の実践と研究の広がりが立証 しているように思われます。
ことばの違いか ら、長い歴史を持つ日本の協同学習 ￨よ 、これまで十分に世界に知られる
ことがありませんで した。今回の世界との交流は、 日本の協同学習を広 <知 ってもらうに
とどまらず、理論と実践をさらに深める契機となるで しょう。
貴重な学び合 いの機会をここに設定することができましたことは何よりの喜びです。
懇親会は

100人 を超す参加者の中、日本を紹介する音楽、踊 りなどのフ トラクション

もあり、さらに、交流を促すゲ ームもあり、笑顔の絶えない会となりました。

3日 目も 2日 目と同様、豊かな実践研究交流がなされま した。
国際的に「 楽 し<有 意義な」大会であったと思います。次回は 2年 後、オース トラリア
のプリスベ ンでの開催予定です。

日本協同教育学会第 5回 大会 プログラム
益谷 真

1子 どもの協目的な関係が学習意欲に及ぼす効果の実践的な検証

大関健道他 ￨「 学び合 い 。協同学習 Jの 導入が児童生徒の学習態度、学習集 団形成と教師集団 に及 ぼす効
果の検討

中谷素之他 1協 同・ 少人数学習の導入が社会的目標および学級適応に及ぼす影響について
案田順子他 1初 年次教育 における効果釣学習法
影山陽子

1大 学における協同学習の可能性一気づきを促すツールとしての携帯電話の活用

永峯卓載他 1看 護技術教育における協同学習の効果の一者察
竹内信吾機 1幼 稚園教諭養成機関におけるコンセプ トマ ップ法を導入 した協同学習
長濱文与他 1協 同作業 に対する認識の発達的変化
番山真―

鹿内信善

1考 える力を伸ばす学び合いの授業をめざ t/て 一岡出操出中高の試み
￨<ワ ークショップ>協 固学習による書図作文授業の進め方

2

林 義樹他

￨<ワ ークショップ>参 画教育入Pヨ 講座―ラベルワークの理論と技法

佐々原正樹

話的議論を中心にした協同教育の研究
1文ゴ

一議論場面における児童の他者の意見の引用を通

して

倉橋伸子他 1犬 山市立東小学校の食育―地域・ 仲間とともに育つ子どもたち
福田

匡他 1地 球温暖イ
じ会議

IN美 里

山口権治

1主 体的 に理科 学習 に取 り組 む生徒 を育てる しかけづ <り
1中 学校 における歴史授業〜史観 を育てる協同学習
1協 同学習 を取 り入れた CMの 分析
￨カ ウ ンセ リングマ イン ドを生か した協同学習

lll丼 栄治

1学 び含い、高め含う子を育てる授業改善の進め方

関根廣志

高本正則

1中 学校 における自主協同学習の展開
1学 生が協調的に作間可能な WBTシ ステムー「Collabttest」

神田明延

I CMSを 用いた英語授業におけるコミュニケーション活動

古市博之
高石博史
小毒麻由

の効果と課題

丸曲真名美 1短 期大学保育学科における協同学習実践と効果
ウ ン ドテ ープル >ク ラス会議の実践 について
=他 ￨<ラ
浅輪郁代 ￨<ラ ウンドテープル>読 解力を育てる授業形態の模索
森重裕

甲原定房他

￨<バ ネル トーク >協 同学習 と小学校英語で学力 世界 一
￨<ラ ウン ドテ ープル >隠 れたプロフ ィール型の問題解決における情報交換方略の効果

古庄

￨<パ ネル トーク >ア

鈴木克義他

高他

ドラー心理学と協同学習

国際大会 プログラム
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Kam Wing CHAN′ 丁he Hong Kong institute of Education
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Learning

Matthew WiTMER′ Azusa Pacific University
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Kioh KIM′ Northwestern State university
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Learning using RFID Techn● :ogv
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Janpha THADPHttTHON′ Dhuraktt Pundit University promoting Reading
Comprehension via C● opetttive Readingメ kttivities:A Classr● ●m investigation

John 覆:DSWiCK′ Kwansei Cakuin university Student Reactions to Creating
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National University of tesotho
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Cooperative Learning as preparation for Cloba:Citi=enship

Ken KAMEDA′ NagOva University
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Mie University Other Oriented Motive during

probiem/Prolect‐ 3ased Learning

Seok Ling NAH, Repub:ic Polytechnic

App:ving problem Based Learning in

Higher Education
』
erome ROTCANS′ Republic Polytechnic

Cross‐ Cuitum:Research:A Foundation

for Mu:tidisciplinan「 Collaboration in Eduは ion

Trish BAKER′ Well:ngton institute of Technology
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2008年 度全 国協同学習研究会大会 について
2∞ 8年 度、予定 していま した中 国地方の学校か ら、都合 によ り大会開催できないとい
う連絡があ りま した。年度途中で新たな会場 を探す ことは難 しいと考 えます。したが って、
事務局 と して ￨よ 、今年度 は大会 とい う形以外の研修会な ど、交流の機会 について検討 して
いきたいと考 えます。
なお、次年度 ￨ま 東京で という企画が出ています。ぜひ実現 したいと考えています。続報
に ご注意 <だ さい。

犬山市授業研究会 の紹介
大山市では、市内有志の教師が集まり、月に一度の市内有志教師の研究交流を図 つてい
ます。2(I澪 年度は 30名 を越す参加者があり、グル ープに分かれてテ ーマ設定 し、成果
の発信までを見通 した研究を重ねています。

2008年 度￨ま 、定例の会以外 :こ 、数度の公開授業研究会を開催 しています。7月 29日
にも 2つ の実践事例を DVDで 報告 し、グル ープ単位での濃密な検討会を行いま した。こ
3回 計画されています。外部か らの参加可能ですので、大山市教委にお問
い含わせになるか、協同研からの案内にご注意 <だ さい。

の会はまた 2、

協同学習ワークショップについて
日本協固教育学会のワークショップが継続的に開催されています。このニ ュースレタ ー
では遅くな つて しまいま したが、8月

9、

10日 は中京大学でア ドバンスコースという形

で、基礎コースを終えた方を対象としたものを中心に開催さねます。
今後、9月

7日 に愛知の南山大学で基礎 コース (ベ ーシック)も 開催されます。ま
た今年度中は各地でさらに 4回 ほど予定されて います。協同教育学会の HPを 折に触れご
覧 <だ さい (http://iasceaio/)。
6、

2009年 度 日本協同教育学会研究大会の予定
日本協同教育学会では、2(X)9年 度の研究大会を神戸大学付属住吉中学校 と神 戸大学を
会場 と して開 催する予定で準備 を進めています。期 日な ど￨ま 未定です。

【
後記】 今回はニ ュースレタ ーの発行が遅れました。本来ならば 6月 発行の予定で した
が、全国協同学習研究会のスタ ッフが国際協同教育学会の開催に精力を費や し、終了後は
しばら<バ ーンアウ トしておりこのようなことになりました。申し訳あ りません。
ただ、日本協同教育学会と深 <連 携することで、協同学習に関する情報は豊かにな つて
きていると考えます。今後もこの方向で行きたいと考えています。
実践や評論など、本誌への投稿をお待ち しています。

会員の方 々に は会費納入よろ し<お 願 い します。

1年 分 2000円 です。昨年度未納の方は 40010円 の納入をお願 いいた します。
郵便振替

□座番号 :名 古屋前山郵便局

00800‑8‑166589

□座名称 :全 国協同学習研究会

事 務局 か らお願 い :e― mailア ドレス をお 持 ちの方 ヘ
この会報並びに様 なご案内を e― ma満 で送ってもかまわないという会員の方々￨ま 、空メ
〜
ールで結構ですので事務局宛 (bhidahOnanzanTu.ac.lo)、 ア ドレスをお教え<だ さい。
経費節減という事務局の勝手なお願いですが、ご協力いただければありがた<存 じます。
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会報第 2号 での ご挨拶
大学での組織改変、カ リキ ュラム改革は 日常的にお こなわれていますが、教育の中身が
どれほど変わ つてきて いるかは心 もとない状況だと感 じます。私 自身 もその手の仕事 に何
度かかかわ つては来ているのですが、中身の議論が煮詰まる前 にカ リキ ュラムの試案が出
た り、組織整備の議論 が出た りということが多 <、 その拙速をとどめるの にかな り精力が
必 要 であ つた ことを思 い出 します。
この ところの 日本の教育状況は、そのような形や器の改変の議論ばか りの様 に感 じます。
た とえば、学習指導要領 を変えて、教育が実質的に変わ つた ことはこれ まで にあ ったので
しょうか。議論の ことばや切 り□ は変わ つても、肝心の実践の内実がさほど変化 してきた
よ うには感 じられないのです。指針 ばか りで実現 へ の支援も想像力もない枠組みが示され、
それが実現できて いない現状 に出会 うと教師の力量不足 に原因を求めるよ うな、不毛な仕
組みが 一 貫 してはいなか つたで しょうか。教師の倶Jは たま つたもので ￨ま あ りません。
現場で、そ して現場 と接 しなが ら教育 にかかわ って きたわれわれは、制度の圧力か ら身
をかわ し、実質的な実践の改善 を一歩一歩進めるというスタ ンスか ら気を逸 ら してはな ら
ない様 に感 じます。教育の不易 とは何か、 これ を追究する ことは非常に大事だ と考える様
にな りま した。た とえば、学習指導過程で最も重要な基盤 は学習者の意欲です。 こうい つ
た ところに不易を求めるな らば、不易の上 に流行があるのではな <、 不易 の枠の中に流行
があるのだ ということが分か ります。不易 と流行は並立させていい概念ではなさそ うです。
協同学習 の原理である、仲間同土が「 共 に育つこと」を「 共 にめざす」 ことの意義は、
す べ ての流行の前提 にあることが らだ という認識が、 日本の教育界 に確立 したな らば、無
用な改革ブ ーム ￨ま 去 るように思 います。近道 !ま なさそ うです。少 しずつの広が りを、折 に
触れ ご報告 しま しょう。
杉 江 修治 (会 長

中京大学 )

久留米市 における 協 同学習 の 動向
安 永 1吾 軟 留米大学文学部)

久留米市 の公立小学校 を中心に協同学習 に対する関心が高ま つて います。本稿ではス留
米市 における協同学習の動向 を、筆者の限 られた見間 と経験 に基づいて報告するものです。
したが って 、ス留米市 の教育現場 を精査 したものではな <、 あ <ま でも筆者の主観である
ことを最初 にお断 り しておきます。
ス留米市 において協同学習が広 <意 識され るき つか けとな ったのが、昨年末 (平 成

19

年 )12月

25日 と 26日 に、ス留米市教育委員会が主催 した特別研修「 l受 業 づ くリセ ミ
ナ ー」で した。 この 研修会は「 児童 ・ 生徒の読解力,表 現 力,思 者力の育成 を 1ま かる学習

者は市内のす べ ての小 。中学校 か
指導のあ り方」 を体験的に学ぶ という企画で した。参カロ

を担う教員」を中lbと した 69
ら、
「 各学校の学習指導の充実を図るうえで リーダ ー的役害」
名で した。講師は鹿内信善先生 (北 海道教育大学)と 筆者の二人で、
「授業改善の必要性」、
「看図作文」と「 LttD話 し含い学習法」の実践
「 協向学習の基本的な考え方 と実践方法」、
的指導が中ibで した。
市教育委員会￨ま 、 この特別研修会の第二弾ともいえる研修会を、今年 (平 成

20年 )2

月に福岡教育大学附属久留米小学校と同ス留米中学校を会場 に、それぞれ 2日 間の日程で
開催 しま した。両校では、以前から学び含いを導入 した授業研究がなされており、研修会
では商校の教員による模擬授業が公開されま した。参加 した市内各校の代表者は、学び含
いを活用 した授業実践を参観 し、検討会に臨みました。
これらの研1多 会を通 して協同学習に対する認識が確実に広がりま したが、そこに主催者
の大きさを見過ごすことはできません。
である市教育委員会の見識の高さと果たされた役害」
乍年 7月 に始まります。小さな研修会の講師を三￨き 受けた
市教育委員会と筆者 との交流は日
のがきつかけで した。その後、協同学習に関lbを もっていただいた指導圭事のLBLさ んとの
交流が始まり、昨年末の特別研1多 会につながりま した。その間、指導主事の皆さんは協同
学習の関連資料を熟読され、筆者による協同学習の研修を受けられま した。そのうえで、
学力向上と生徒指導の充実を図るさいの一つの視点として協同学習を高 <評 価 していただ
いています。この協同学習に対する市教育委員会の評価が、協同学習を中心テ ーマとした
研修会の開催 につなが ったと判断 しています。
ただ し、市教育委員会が主導 したから協同学習に対する関心が高まつたわけではありま
せん。久留米市の教育現場においても、協同学習に対する潜在的な欲求が蓄積されていた
と判断 しています。協同学習に関心をもつ地元の先生方のお話を聞いていますと、少な <
とも 405年 ほど前から、学び含いを意図 した授業づ <り が始まっていたようです。協同
学習ということばは必ず しも使われていませんが、その考え方と実践方法は協同学習の
「ツ
ボ」を押さえたもので した。実際、素8青 らしい学び含いの実践を見せていただいたことも

あ ります。 また、 12月 の特局」
研修会のあ と市内の小学校か らの研 1多 依頼が増 えてきま し
た。研修後 にお聞きする感想 のなか に、
「 自分たち と基本的に同 じ考えである」とか「 自分
たちがや つて いる ことを理論的に整理 してもらえた」 とか「 自分がや りたか つた授業であ
る」 とい つた感想が しば しば間かれます。
このよ うに久留米市の教育現場 には以前か ら協同学習を受け入れ る素地が醸成され つつ
あ つた と考 え られ ます。そ こに、協同学習 を中由テ ーマ と した特別研 1多 を市教育委員会が
効実的に企画 ・ 実行 した ことが、協同学習 に対する関心 を一挙 に高めた といえ表す。 これ
らの研修 を契機 に、教 育現場 の先生方が これまで培 って きた教育実践を、協同学習 という
汎用性の高い実証的な理論 と具 体的な技法 に沿 って見直 し、学び含 いを中心 と した効果的
な授業 づ <り に向けての取 り組みが久留米市では始 ま つていま す。今後の展開が大 いに期
待され るところです。
子 ども一人ひ とりの「 変化 ・ 成長 を保障する授業 づ <り 」や「 生活を豊か にする学び含
い」 を標榜 している筆者 にと って 、地元 ・ 久留米市の動きに直接的・ FE5接 的に関与できて

いることに大きな喜びを感じています。今後とも、協同学習を中核に据えた授業づ<り に
少しでも貴献できればと思つています。

「犬山市授業研究会」がめざす研1多
〜 教 師同士 の学 び含 い による主 体 的な授業 改善 〜
水谷茂 (愛 矢□
県犬山市教育委員会)

は じめ に
「 犬出市授業研究会」は教師同土が学び含う教師集国です。自主的に教師としての資質

e

能力の向上を図るために,日 常の実践を持ち寄 り交流する中で自らの取 り組みを検証 し、
指導方法の工夫改善について研修を深め授業づ <り に活か しています。また、授業研究会
の取組の成果を各学校の研究に還元することで大山市全体のボ トムアップの一翼を担 つて
います。

1

授業研究会の歩み

13年 度に大山の教育改革の一環 として、中京大学教授杉江1多
治先生を講師に迎えて発足 しま した。会員は各学校から参加希望者を募 り毎月 1回 の定例
大山市授業研究会は、平成

会を開いています。発足当初よリグル ープで研究を進め、毎月の取組は「 授業研究会だよ
り」に載せて市内の小中学校に配付 しています。本年度は 38名 (小 学校 26名 ◆中学校

12名 )の 教員が集い、グル ープで設定 した研究課題の解決に向けて、各自の毎月授業実践
をもとに交流を図 っています。

めざす子ども像I
【
自ら学ぶ力を身につIナ た子ども

犬 曲の教育

○少人数による学び合い
○認め合しヽ
,励 まし合う集国

○魅力あふれる授業

0学 校裁量 によ る学級

○評価を生かした授業

E市 費常勤講師 7
・ 非常勤講師 56

○授業の公開
○要請訪 間

0人 格 の完成

○学校訪 間

○学 力の保障

(H20年 度 )

○ 大 山市 授 業 改 善 交 流 会
○ 学 校 の 自立 を進 め る体 制 の 整

0授 業研究会
○ 学 び 合 う教 師

・学校教育コーディネ…ター
・学校 経 営
・校務支援者 ,・ 特男:支 援教育

めざす学校像】
【
学びの文化が根づいた学

めざす教師像】
【
資質・能 力の 向上 :二 努 める教 師

2

研究体制 の課題
犬山の教育改革が成果 を収め る につれて、次のよ うな課題が各小中学校 に見 られ るよ う

にな りま した 。
○毎年の教員異動で、他市町村か ら学校 に入 つてきた教 員 が、大 山の教育改 革「 学びの
ヒが継承さ
学校 づ <り 」の 理念 を しっか りと理解 して いな いので 、各学校の学びの文イ
れて いな い。
○各学校の研究が 固定イ
じして きた。 一人一人の 教員が課題意識 をも って 授業研究や研究
づ <り にFoO題 がある。
協議 に臨む体市」

3 1受 業 研 究 会 の 課 題
発足当初の授業研究会 は、意欲 的な教員が集 い活発な 議論 と先進 的な実践が多 <見 られ
ま したが、年が経つにつれて以下のよ うな課題が見 られるようにな りま した。
が少な <な り研究会が停滞 し、 現場 に還元できる研究 を実施でき
○ ベ テラ ン教員の参カロ
な <な ってきた。
○授業研究会の取組 と各学校の研究が リンクせず、成果の広が りが見 られな <な つてき
ている。
○異世代の交流がないので研究会に緊張 と刺激が少ない。

4

4

課 題 解 決 に 向 けて
授業研究会の現状を踏まえて、昨年度より以下のような方向性を打ち出 し)舌 性イ
しを図 り

ま した。

O授 業研究会と各学校の研究とをリンクさせるために、各学校で指導的な役害」を果た し
ている教員のうち一人は参加するように働きかける。
○各学校の研究成果を持ち寄 り授業研究会で交流 し、その成果を各学校の研究 に活かす
研修のサイクルを確立する。

5

その他の取組
ヒさせるために、より多 <の 大山の教員が授
昨年度から、授業改善に向けた取組を活性イ

業研究に参加する機会を設けま した。「 拡大授業研究会」 と銘打ち、オ ープン参加の授業
研究会を長期体業中に開催 しています。今年度は年 3回 予定 していますが、 7月 に開催 し
た折 りには、市内外から 90名 ほどの教員が集まりま した。「 拡大授業研究会」では、日
常の授業の様子をビデオで再現 し、それを見ながら授業者が自分の思いを語 ります。その
後、 ビデオ授業をもとに参加者が 5〜 6人 のグル ープに分かれて意見交換を します。さら
に、グル ープで話 し含 つたことを他のグル ープヘ行 つて内容を伝える (お 出かけバズ)と
いつた試みも しています。締め <<り として、杉江先生から指導・助言を受けています。

6 1受 業 研 究 会 の 本 年 度 の 概 要
昨年度からの取組が奏功 して、昨年度末には、それぞれのグル ープが大きな成果をあげ
ることができま した。現在、冊子にするべ <校 正 している段階ですが、全部で

120ペ ージ

を超すような紀要が完成する見込みです。本年度は、昨年度の成果をもとに、その積み上
げを図るスタンスで取 り組んでいます。本年度の取組の基本は以下のようにな っています。
○グル ープ研究を基本と して、 1グ ル ープ 4人 から 6人 で編成する。小学校部会と中学
校部会に分けるが、原貝Jと して教科別の編成は行わない。
○グル ープごとの研究テ ーマを立て、仮説を設定 して実践に取 り組む。各自が実践を持
ち寄 り活発な論議で深め含う。杉江先生から積極的に指導・ 助言を受け研究を深める。
○研究の成果は,年 度末に報告書などの形にする。
として第 4水 E理 日)に 開催する。長期体業中にも実施する。
〇年 FE5を 通 して月 1回 (原 貝」
○毎回の研究会の様子を矢□らせるために「 授業研究会だより」を発行 し各学校 に配付す
る。各学校は授業研究会の成果を他の教職員に周矢□し共通理解を図る。
おわ りに
大山では同僚性にもとづ <教 師相互の学び含いを重視 し、県費負担教員と常勤・ 非常勤
講師の区別無 <、 教師としての専 F]性 や資質・能力の自上を目指 した取組を進めています。
昨年度授業研究会参加者の感想の一部を紹介 します。

○研究会で学んだ ことを自分の学級で実践 し手応えを感 じる ことができた。
○ ベ テラ ンの先生か ら授業の ことだけでな <、 子 どもの指 導全般で多 <の 示唆を受 けた。
○学校では気軽 に授業の ことを話 す時間がなかなか とることができないので、研究会で
話 し含 う時間はとても楽 しか った 。

同学習ワークショップについ
日本協同教育学会のワ ークシ ョップが継続的に開催されています。 11月 15、

16日 に

の南 出大学で中級 コース (ア ドバ ンス )が 開催されます。 申 し込みは直接南山大学人
愛矢日
FB5関 係研究セ ンタ ーヘ お願 い します。

(

)

また今年度中は各地でさらに 3回 ほど予定されています。協同教育学会の HPを 折 に触
れ ご覧 <だ さい (http://jasce.jO/)。

留米大学協同学習ワークシ∃ップ

:2008年 11月 22日

日

時

会

場 :久 留米大学御丼学舎

参加費

(久 留米市教育委員会後援)

(主 )10時 〜 16時

51B教 室

:3000円 、JASC巨 会員害」引 2000円

講師 と内容
午前の部

10時 〜 12時 まで

講師 :杉 江 1多 治 (中 京大学教授 )
内容

:「 協同学習 による授業づ

<り 」

協同学習の理論 と方法 に基 づ <授 業 づ <り について具体例 に言及 しなが ら
解説 を行 います。
午後の部

1時 〜4時 まで

講師 :水 谷
内容

茂 (大 山市教育委員会 )。 杉江修治 (中 京大学 )

:「 協同学習 による授業実践の解説

:大 山市 におけるl受 業実践 ビデオを用 いて」

協同学習の先進地である大山市で進め られている「 学び含 いの教育」の実
際をビデオ教材 を手がか りに解説 し、参加者全員で理解 を深め ます。
申 し込み方法 :」 ∧SCE事 務局

(

)。

久留米 WSと 明記願 います。

山市 授業 交 流

10月 31日 、大山市立羽黒小学校 と城東中学校 を会場 に、大山市内の教師が全員集ま
つての 授業改善交流会が開催され ます。毎年の恒例 とな つていま す。

市 外 の方 長 の参 加 も歓迎 され ます。 会場 校 の授業

/Ak開

と、 テ ー マ 罵」
な どの分科
、教 科 局」

会 に分かれ て の実 践交 流が 内容 で す。
お Fo5い 含 わせ は大 山市 教 育委 員 会指導 課 へ 。
〒484‑0083 愛矢□県大 山市 大 字 犬 出字 東 古券 322番 地 の

TEL (0568)61‐ ‑1800(内 線 250・ 258)

1

FAX (0568)62‑2292

『 新英語教育』での「 協同学習」特
三 反社出版が干彗
行 している『新英語教育』の 2008年

10月 号で「 協同学習」の特集が

あ りま した。
伏野久美子さんによる協同学習の入門的解説「 協同学習 とは」では じま り、実践を中忠
に協同学習の 紹介がなされて いま す。中でも不□田珠実さんの「 ペ アで一緒 に英語 を学ぼ う」
は大学生を対象 と した実践ですが、み ごとな工夫を報告 しています。

008年 度全国協同学習研究会大会について
ヨ￨き 続き検討中です。続報をお待ち<ださい。

008年 度全国個を生か し集団を育てる学習研究協議会島根大会につい
HP(httb://ww6.enjoyene.jp/%7日 untendo4649/)を 時折チェックして<だ さい。

12月 末に予定されていますが、詳細はこれからです。
事 務 局 か らの お願 い
会員の方 長 には会費納入よろ し<お 願 い します。

1年 分 2000円 です。昨年度未納の方は 4000円 の納入をお願 いいた します。
郵便振替

□座番号 :名 古屋前山郵便局

O0800‑8‑166589

□座名称 :全 国協同学習研究会

事 務 局 か らお願 い :e― manア ドレス を お 持 ち の 方 ヘ
この会報並びに様々なご案内を e― mailで 送 ってもかまわないという会員の方々は、空メ
ールで結構ですので事務局宛 (bhidahOnanzan一 ueac.io)、 ア ドレスをお教え <だ さい。
経費節減という事務局の勝手なお願いですが、ご協力いただければありがた <存 じます。

平成

19020年 度名張市教育委員会指定学校教育研究推進校

平成 19・

20年 度 三 重県教育委員会「 学校 の教 育力向 上支 援事業」重点支援校

名張市立 つつ じが丘小学校研究発表会の ご案内 (第 一次

)

さわやかな季節となりました。
これからの未来に生きる子どもたちに必要なのは、「 生きる力」や「確かな学力」を身につ
けることだと考えます。そ して同時に、子ども一人ひとりの可能性を見つけ、豊かな自己実現
を図つてい<必 要があります。
そこで、本校では「読む」「 話す 。聞 <」 「 書 <」 活動を通 して、協同学習の手法を取り入
れながら、確かな学力の獲得と互いに高め含う学びの実現をめざして、研究的実践を重ねてき
ました。時代のニーズに応えるべ<、 「未来の子どもを育てる授業の提案」を活発に展開 して
まいり表す。
下記の要項にて、より実践的な発表会を企画いた しました。た<さ んの先生方のご参加をお
待ちしております。
【
研 究 テ ーマ】

仲 間 と学 び あ う中 で 、 と も に 高 ま る子 をめ ざ して

〜「読む」
「話す・間<」 「書 <」 活動を通 して〜
21年 1月 30日

時

平成

◆ 会

場

名張市立つつ じが丘小学校

日

程

◆

8:20
受付

◆

8:50

9:35 9:40
/Ak開

授業

8:50〜 12:30

(金 )

日

◆

移動

10:25
/Ak開

授業

10:40
移動

11:30
全体会

12i30
講演会

講演 会
「 協 同 学 習 で 育 つ 力 (仮 題 )」
中京大学教授

杉江修治先生

問い含わせ先 名張市立 つつ じが丘小学校
〒518‑0433三 重県名張市つつ じが丘北 3‑5
丁el.0595‑68‑3485
E一 ma諷

Fax 0595‑68‑3729

.
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学び含 い、高め合 い、励ま し合 い、認め含 う教育の追求

全国協 同学習研究会会報
発行 日

2008年 度 3号

:2009年 1月 10日

事務局 :〒 466‑8673

名古屋市 8召 和区山里町

南出大学人文学部

18

石田裕ス研究室

丁el。 (直 通 ):052‑832‑3110(内 線 3956)
e―

man:ishidah@nanzan―

u.ac.jp

6ど も々 う 一人 ひ と りの 最 高 の で ち を め ざ ヒて、 本 年 もづ ん ぼ り ま ヒょ う。

2∞ 9年 度は、子 どもたちにとってどのような年になるので しょうか。不景気の大きな
波が襲 つてきています。思い返せば、高度成長期の

1960年 代。経済に振 り回され、大人

は金のことばかりに心を奪われ、教育への関lbは おろそかにな り、地域が壊れてい<中 で
教育環境さえ崩壊させて しまいま した。挙旬 には、右肩上がりに伸びきつた果ての不安か
ら、企業の役に立つ人材育成を求め、個人差ばかりを強調する教育にその流れを変えて し
まいました。

20∞ 年 に入つてから、それまでの教育のあり方に対する反省が始まり、協同的な学び
も次第に注目されるようにな ってきま した。 しか し、社会の不安は再び教育への関心を低
下させる可能性があります。60年 代からの図式が繰 り返されるかもしれません。
教育はプロの仕事であるべきです。素人の浅い考えで動か して欲 しくはありません。教
育が確かな理論より、発言力の強 い者の直感と経験で動かされるようではいけません。幸
い、協同の学びの意義は、人として生きてきた人々には、気づいてさえもらえば広 <受 け
入れられるものです。そこに教育の根本原理があるということに気づいてこなか つたこれ
されるはずのことがらだと思い
までの教育文化の見直 しが定着すれば、幅広 <社 会で認矢目
ます。本物の協同の学びを追究することによって、学校の外とのF85に も信頼関係が生まれ
て <る はずです。望ま しい教育文化づ <り の貴重な契機です。
不安な時代だからこそ、教育の基本原理を見 つめなお し、誠実にそれに対応させてい<
という構えが、教育の世界には必要だと思います。協同学習の意義を学び取 つたわれわれ
は大きいと感 じます。
協同学習実践者、研究者の役害」
全国協同学習研究会会長 杉江1多 治

競争 と協奏
石田裕久 (南 出大学人文学部 )

「他人と競うことは人F85の 本性だから、競争こそ仕事や学びへの動機づけに効果的であ
る」という言説は、 しば しば勝者の語る神話である。大学研究者の能力を最大限に発揮さ
せ、世界最高水準の研究成果を創出するとともに、競争的な研究環境の形成に貢献するた
めの文科省による競争的資金制度、学習者が多様な選択肢の中から質の高い教育を自由に
選ぶ機会を拡大することを通 じて、学校運営における創意工夫の発揮を促すための競争原
理にもとづ <学 校選択制、バブル崩壊による高度経済成長の終焉このかた、企業が年功序
列・終身雇用制にかわ って取り入れたた実力主義・成果主義による人事者課、などなど。
これらの主張、制度提B昌 者は、何らかの意味で競争を勝ち抜いてきた人たちであるといつ
て間違いない。
「 他人を打ち負かそうとする行為が実際どのような意味をもつのかということに目を向
け、ある人々が勝利するため には日Jの 人々が敗北 しなければならないような仕組みがどの
ようなものなのかについて、目をこらして考察 してみるJ(コ ーン,A『 競争社会をこえて』
)
必要がある。
よ <あ る誤解は、競い含いによつて「 互いに切磋琢磨 し、磨き含うJさ まを競争原理の
専売特許であるとみなす ことである。活動のプロセスだけに目を向けると、切磋琢磨は競
争と見えな <は ないけれど、その目標はメンバ ー同士が互いに磨かれて成長する ことであ
つて、一部の者だけが光 り輝き、残 りの者がすり減 つて しまうことにあるのではない。
シャレるわけではないが、ピアノやヴアイオリンなどのソロとオーケス トラの総奏が交
代 しながら美 しい調べ を奏でることを「協奏」 といい、そうした曲を協奏曲という。この
協奏曲のラテ ン語の語源 (concertO)に は「闘争、論争Jと いう意味があ り、音楽用語
の起源である同 じ綴りのイタリア語には「調不日、一致Jと いうまつた <対 照的な意味があ
るという。すばらしいハ ーモニーを作 りあげるという目標を共有 しつつ、ソロと総奏が互
いに競い含いながら、協同による音の対話を展開するのが優れた協奏曲なのである。これ
は競争ではな <、 協同的な関係の中での切磋琢磨によ ってもたらされる果実だといえる。
(教 育新聞

2008年 12月 15日 付

掲載)

1全 国個 を生か し集 団 を育て る研究会島根大会開催 され る
l̲口
………………………………………………………………………………』
9件 の実践発表、
昨年 12月 26‑27日 、島根大学で上記の研究大会が開催されました。
￨

新学習指導要領にかかわるパネルデ ィスカ ッション、協同学習ワークショップなど、充実
したプログラムで した。協同学習の輸の広がりの姿です。

研究発表会 のお誘 い

今年度は、予定 していた実践現場の都合が 変わ り、全国大会は開催できずに終わ ります。
事務局の対応 をお詫びいた します 。
来年度 は東京での開催 を予定 しています 。次国の ニ ュー スあた りでご報告できると思い
ます。
さて、今年度 も各実践校の研究発表会は数多 <行 われ ま した。協同学習研究会が把握 し
て いない発 表 もた <さ んあ った と思いま すが、昨年秋 には次のよ うな発表会があ りま した。

岡山県立 岡山操山高等学校
平成 20年 度岡山県立岡山操山高等学校「 個性的教育推進事業」 に係る研究発 表会
期

日

:2008年 10月 30日

東京都東村 山市立萩 山小学校
協働学力 とその 育成 一算数科 におけるジグソ ー学習 を通 して
期

日

:2008年 11月 21日

福 岡県久留米市立下田小学校
自分の考 えを豊か に表 現する子 どもを育てる国語科学習指導一 協同的な学びを深める支
援 の工夫 を通 して
期

日

:2∞ 8年 11月 21日

和歌 山県紀美野町立美里中学校
「 ことばの 力を育み教科連携 を深め るJ研 究発表会
テ ーマ :と もに考 え、深め含 い、 新 しい学び へ 〜 コ ミ ュニケ ー シ ョン能 力を鍛 え、教科
連携 を深める中で
期

日

:2008年 11月 27日

岐阜 県土岐 市立泉 中学校
平成

20年 度

東濃地区教育推進協議会中学校研究発表会・ 実践校流会

テ ー マ :仲 間 と共 に 高 め 含 う生 徒 の 育 成
期

日

:2008年 11月 28日

年 か らの研 究 発表会

名張市立 つつ じが丘小学校
平成

19・

20年 度名 張市教育委員会指定学校教育研 究推進校

研

究

発

会

表

ご 案

内

師走 の候 、皆様方 にはます ます ご清祥 の こととお慶び 申 し上 げます。
さて 、本校 では平成 19・

20年 度名 張市教育委員会 の研 究指定 を受 け、関係 の皆様

か らの ご指導、 ご支援 を賜 りなが ら研 究実践 に取 り組 んでまい りま した。
これ か らの未来 に生 きる子 どもたちに必 要な の は、 「生 きる力」や 「確 かな学力」
を身 につ ける ことだ と考 えます。そ して 同時に、子 ども一人ひ とりの 可能性 を見 つ け、
豊 かな 自己実現 を図 つて い く必要 が あ ります。
本校 では 「読む」 「話す」 「聞 く」 「書 く」活動 を通 して 、協同学習 の手法 を取 り
入れ なが ら、確 かな学力 の獲得 と互 い に高 め合 う学び の実現 をめ ざ して 、研究的実践
を重ねてきま した。時代 の ニーズ に応 えるべ く、「未来 の子 どもを育 て る授業 の提案」
を活発 に展 開 してまい ります 。
下記 の要項 にて 、 よ り実践的な発表会 を企画 い た しま した。
た くさんの先生方 の ご参加 をお待 ち してお ります。

言己

研究テーマ】
【
仲間 と学びあ う中で 、 ともに高 まる子 をめ ざ して
〜 「読む」「話す」「聞 く」「書 くJ活 動 を通 して 〜

21年

1月 30日

)

◆

日

時

平成

◆

会

場

名 張市 立つ つ じが丘 小 学校

(金

8:50〜 12:30

〒518‑0433 名 張市 つつ じが丘 北

TEL. 0595‑68‑3485
E― mail.

3番 町 5番 地
FAX. 0595‑68‑3729

g01串 eltutu■ 10nabarl三 mlee ed.■ n
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◆

日

程

8:20

8:50

9:35

公 開授 業

受付

◆ 公 開授業 (1限
学年

9:40

10:25

公開 授 業

移動

10:45

移動

11:25

全体会

12:30

講演会

8:50〜 9:35)
教

組

材

名

授

業

者

1年 2組

ど うぶ つ の 赤 ちゃん

1年 3組

ど うぶつの赤ちゃん

上谷 ゆか り

このお となあに

人木

なかよ し 2組

窪 田 幸代・ 増 田

宣子

元美

2年 3組

こん なお話 を考 えた

山村 理恵

2年 4組

こん なお話 を考 えた

3年 3組

漢 字 と友 だ ち

森 下 ゆか
阿形 明美 。田中 真 理子

4年 1組

ごん ぎつね

福 田 真知

4年 3組

ごん ぎつね

岩森

5年 1組

わ ら ぐつ の 中 の神 様

松本 泰介

5年 4組

わ らぐつ の 中 の神 様

垣下

6年 1組

二 十 一 世紀 に生 き る君 た ちへ ・ 海 の命

公 開授業 (2限
学年

組

進

智

大垣 内 清 広

9:40〜 10:25)
教

材

猛

授 業者

1年 1組

どうぶつの赤 ちゃん

井 戸本 与利 子

1年 4組

ど うぶ つ の赤 ちゃん

間邪 陽美

2年 1組

こん なお話 を考 えた

鈴 木 隆文

2年 2組

こん なお話 を考 えた

3年 1組

漢字 と友 だち

鈴木 佐知
曽我 聡子 。増 田

宣子

3年 2組

漢 字 と友 だ ち

村 上 好 生・ 八木

元美

4年 2組

ごん ぎつね

山本 優子

5年 2組

わ らぐつ の 中 の神様

稲 田 清美

5年 3組

わ らぐつ の 中 の神 様

川 口 尚子

6年 2組

二 十 一 世 紀 に生 き る君 た ちへ ・ 海 の命

山本 真 里

6年 3組

二 十 一 世紀 に生 きる君た ちへ・ 海 の命

北森 不口代

ポケ モ ン卒業 壁画 をつ くろ う

平野 真 生

なか よ し 3組

◆全 体会 ・ 講演会 (10:45〜 12:30)

(1)あ い さつ
(2)研 究発表
(3)指 導講評
(4)講
演
(5)謝
辞

協同学習で育 つ 力

体育館

講師

キ

中京大学教授

リ

ト リ セ

杉江

修治先生

ン

名張市立つつ じが丘小学校研究発表会参加 申込書
園 ・学 校 名
(所 属名 )

一
丁

在

所

地

住

所

職

名

郵送・

お

fax・

公 共 交通機 関

名

ユ
剛

TEL
FAX

E一 mailで 、 1月 20日

近鉄 大 阪線

職

名

お

前

名

(火 )ま で にお 申 し込 み くだ さい 。

名 張駅 下車

東 口よ り つ つ じが丘 行 きバ ス

つ つ じが丘 北

○教師の協同の姿がみ ごとに実 現された学校です。
機会さえできるな らば、ぜひ参観 され ることをお勧め します。

6

1番 町 下車

1分

大山市立楽 田小学校

1
2

日 時

平成 21年 1月 29日

場

大 山市 立 楽 田小学校

所

(本 )

〒484‑0858 大 山市字城 山 97番 地

TEL。 0568‑‑67‑‑1005
FAX

0568‑‑69‑‑0335
gaktlde準 .sOinuyamaratic,9d.jp

e― mail

3日

程

13:00〜 13:45 授業公 開 I(第 4時 限)
13:50〜 14:35 授業公 開 Ⅱ

(第

5時 限)

14:35〜 15:10 移動・ 休憩
15:10〜 16:05 研 究協議
低学年部会 (南 館 2F 4年 5組 )
指導 。助言 国語科教科指導員 扶桑町 立扶桑東小学校
中学年部会 (南 館
指導・ 助言

2F 5年

大 山市 立東小学校

梅村

淳

先生

2組 )

大 山市教育委員会指導課 主幹 (理 科指導 )飯 田 勝 己 先 生

16:10〜 16:30
指導・ 助言

1組 )

算数科教科指導員

高学年部会 (南 館
指導・ 助言

2F 5年

千 田み ど り 先 生

全体交流会 (南 館 4F

大 山市教育委員会客員指導 主 幹

図書室 )
中京大学教授

杉江

修治

先生

大山市立大山北小学校

1 期 日 平成 20年 1月 23日 (金
2日 程
(1)公 開授業
13:00〜
14:00〜
(2)全 体会 2(体 育館 )
)

13:45
15:40

①授業実践 の説明
②学年懇談会

3

テーマ

:「 子育てについて」

その他
。当 日は駐車場があ りませんのでご了承 くだ さい。
。当 日は上履きを ご用意 くだ さい。
お問い合わせ 】 TEL(0568)61‑2234剛 (0568)63‑0269(教 務主任・長谷川)
【

大山市立大山南小学校
１

期 日 :平 成 21年 1月 23日

２

日程

内容

:13:30〜

(金 )

受付

14:00〜

公 開授 業

14:45〜

概 要説 明

15:15〜

研 究協議

:1年

算数

2年
3年

学活

16:30終

了

理科

4年
5年

社会

6年

算数

算数

申 し込 み
大 山市 立 大 山南小 学校 宛
〒484‑0076 大 山市大字橋 爪 字末友

TEL

0568‑‑61‑‑2231

1月

16日

Fax

28

0568‑‑63‑‑0268

まで に 申 し込 んで くだ さい 。

大山市立大山西小学校
１

ヽ 日
期

平成

21年 1月 20

日

２

問 い 合 わせ
大 山西小 学校

(0568) 62‑‑8280

住所

Fax

484‑0059

大 山 市 上 坂 町 五 丁 目 2番 地

(0568) 63‑‑0288

新 田 正 彦 氏 氏は、1978年 から 1988年 まで、10年 にわた つて地域の教育課題 に
廟える、幼・ 小・中・高一貫教育をめざ した広島県豊高校区での実践の中心メンバ ーで し
た。バズ学習の理念を軸 に置いた、日本の教育実践の歴史でも特記されるべ きもので した。
昨年

12月 6日 にお亡 <な りにな りま した。心よりご冥福をお祈 りいた します。

事 務 局 か らお 願 い le― mailア ドレス を お 持 ち の 方 ヘ
この会報並びに様々なご案内を e― manで 送 つてもかまわないという会員の方々は、空メ
ールで結構ですので事務局宛 (bhidah@nanzan一 u.ac.jo)、 ア ドレスをお教え <だ さい。
経費節減という事務局の勝手なお願 いですが、ご協力いただければありがた <存 じます。

