
協同教育実践資料　５

未来につながる確かな学力と
豊かな人間性の育成

生徒自ら主体的に活動し、思いを語り、
受け入れられる集団づくり

米子市立加茂中学校　著

杉江修治　監修

日本協同教育学会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























































































































































































































































































































 156

講演記録 

 

協同の学びが育てる力 

 
中京大学教養部教授 杉江修治  

 
１ 協同は「強い個」を育てる 

 教育において、どういった子どもを育てるのかということは常に重要なテーマである。豊かな人間

性を持つ子どもを育てるためには、「生きる力」または「主体的な学びの力」と言われている力や、「基

礎基本となる力」をつけていきたい。協同学習はこれらの力をつけるための学習である。 
 「協同学習」という言葉は誤解されやすいようだ。「グループ」を使った「学習形態」が協同学習だ

と思われがちである。しかし、グループ学習がすなわち協同学習ではない。 
協同学習とは、技法のことではなく、「考え方」なのである。学校や学級など、共に学ぶ集団の中で、

個人差はあるが、その個人差を認めながら集団メンバー全員が少しでも伸びることこそが大事である

と、メンバー全員が心から思っ学習すること、これが「協同」である。普段の学びの中でも、自分が

成長することを大事にし、そして自分の周りが一緒に成長することも大事にし、子どもたち一人ひと

りが本気にそう思いながら学習をすることを原理とした学習が「協同学習」である。 
 
一斉指導の中でも協同学習はある 

問答で授業を進めていく授業が一般によく見られる。子どもたちが答えるときは、発問者の教師に

向かって答え、教師はそれを少し言い換えてクラス全体に伝えている。そこでは発表する子は教師に

向かって言っているのであるから、他の子どもたちにとっては必ずしも自分が聞かなくてはいけない

場面になっていない。また、教師が言い直しをしてくれるのであるから、きちんと聞いていなくても

すんでしまう。これでは、教師の意図と違って、子どもたち相互の交流は形式的になってしまう。 
この場合、教師は「これについて分かる人」というような発問ではなく、「このことがらについて、

クラスのみんなに伝えられるような答えを考え出しなさい」と問うべきである。そこで子どもたちは

伝えることを前提に思考を行う。挙手を求め指名したのち、その子が教師に向かって発言を始めたな

らば、みなに向かってという指導をするべきだろう。なぜならそれを教師が求めたのだから。子ども

はそのことをすぐに納得する。その子はクラスのみんなに伝えるために、みんなに向かって発表をす

る。聴衆である一人ひとりの子どもも、その子が自分にも向かって発言しているのであるのでしっか

り聞く構えをもつはずである。もし聞いていない子がいれば「この子は君にも向かって話しているの

だよ」と、教師は至極道理のある注意することができる。発表する方も、自分の考えたことを一生懸

命他人に伝えようとするだろう。そうして仲間の反応が当然気になる。「私の意見について何か意見は

ありますか」などという発言が、意見表明の後に口を突いて出てくることもしばしばあるはずである。

そしてその子の発言に対するコメントがみんなの方から返ってく・・・こういう授業であれば、一斉

形態であっても、これは互いの成長を支え合う協同学習だといえる。 
個別の学習でも同様である。例えば、基礎学力定着を図る個別のドリルをやっていた場合、早く終

わる子がいれば、きわめて遅い子もいる。そのときに早くできた子やたくさんできた子は、なかなか

終わらない子やつまずいている子に対して「あいつはできない奴だ」と思うようであれば、それは完
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全な切り離された個別・競争的な学習だが、早くできた子ができない子のことを気にし、がんばれよ

と（心の中からでも）応援することのできる学習であれば、それは個別形態であっても協同学習とい

える。学習の遅い子どもは、仲間の支援を感じ取り、努力をしようとするだろう。 
ある小学校でのグループ学習の事例。算数が得意でないひとりの子が得意な子の答えを単に写し取

った際に、得意な子は「分かってるの？」と聞いた。ほんとに分かっているかどうか心配して聞いた

のだ。よく分かっていなければ、その子は教えようというのである。これが協同学習である。一人ひ

とりが学び合い、高め合い、励まし合い、認め合う学習である。協同学習で形づくられるのは、じゃ

れ合いの関係や甘い人間関係ではなく、仲間を高める責任とさらに仲間の支援に応える責任という二

面の責任が求められる厳しく、有意義な人間関係なのである。それは、次の時代を主体的に作って行

こうとする「強い個」を育てることに通じるものといえよう。 
 

強い個の属性 

「強い個」とは、人から超然としている人間だとか意地を張り通す人間などを言うのではないだろ

う。多くの「強い」と思い込んでいる本人は、見かけは強く見えても、窮地に追い込まれた時に孤立

してしまうと、「強い」はどこかに消し飛んでしまうことがしばしばである。仲間の支えの中で人は強

く育つことができるのだ。 
自ら物事に主体的に取り組み、粘り強く考え、そして他人を説得する努力が「強い個」には求めら

れる。「強い個」は社会に貢献することが自らの役割であると自覚しているはずである。自分だけが得

をすればいいと思っている人間を「強い個」だと評価することはできない。なぜならそうした人間は

足元が崩れるとすぐに弱くなるからである. 
仲間と共に成長を図る中で、本物の「強い子」が育つのではないだろうか。そこで「協同」という

視点は大変重要になる。 
個としての強さを持っている子どもは、自分自身の自己実現を追求することのできる子どもである。

そのためには、まずはしっかりとした基礎となる学力を身につけている必要がある。そして、自ら学

ぶ意欲を持っており、主体的に考える力を備えている必要もある。さらに、社会参加の意欲を持ち、

それと同時に社会に貢献することの重要さをしっかりと認識している子どもである必要がある。教育

は明日の世界を創造するための営みであり、社会参加は当然の前提である。 
 

強さを身につけるためには 

個が強さを身につけるためには、一つは、自分の主体的活動が認められ、それを発揮することので

きる場面を多く経験することである。どの子どもも自分を少しでも高めたいと思っているはずである。

意欲のない子がいるというけれども、意欲がないように見えても、それは意欲が眠らされているだけ

である。機会に出会うと一気に意欲を燃やし始める事例は少なくない。そういった成長の意欲を発揮

することのできる場面を、どれだけ経験することができるのかということが大切になる。 
一般的な授業過程の中から事例を探してみよう。私は先生の発問に対して挙手をしている人数が、

ほぼその授業の、そのステップの理解度を示していると思っている。多くの場合、数人しか手が上が

っていないことが多い。しかし、授業はそのまま先に進んでいく。分かっている数人と教師の問答で

進んでいくのである。教師の発問に対して手を上げられなかった子ども、さらには発問すら理解でき

なかった子どもは、その都度失敗の体験をしていることになる。 
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共同の寒天を持った授業では、全員が参加、努力をし、成功感を感じることができる仕掛けの中で

子どもたちは学ぶことになる。中には達成の度合いの低い子もいるかもしれないが、その子にもグル

ープの一員として頑張ったという一定の成功的な気持ちは残る。 
 このように協同事態での学びをを取り入れることで、自分もやれた、考えることができたと感じる

機会が増える上に、まわりに好意的に評価される機会も増え、それが学習意欲に結びつく。 
 二つ目は、信頼で結ばれた仲間の存在の大切さである。クラスの仲間が自分のよさを見てくれてい

るという気持ちがあれば、自ら頑張ることができるのは人間性の原理である。また、単に褒められて

嬉しいというだけでなく、自分のいいところを見てくれる人は自分にとって大事な人になる。褒めら

れるだけでなく、自分のした説明を一生懸命聞いてくれ、自分の支援に誠実に応えてくれると感じら

れると、子ども同士の信頼関係が深まる。 
 集団主義的だといわれる日本人は、以外にも信頼の形成に関しては甘い捉え方をしているようであ

る。日米の比較研究などからもそのことは明らかにされている。日本人の考えている信頼関係は、浅

い傾向がある。相手との関係を、我が事として、一歩踏み込んで、自らの責任のもとに結ぶというこ

とがなされない傾向がある。単なる安心関係を信頼関係だと捉えがちである。信頼関係は本来双方向

の関係であり、こちらが信頼しなくては相手からの信頼も得られない。安心関係では一方向の関係に

なってしまう心配がある。馴れ合いとしての安心関係ではなく、双方向に踏み込んだ信頼関係で結ば

れた仲間がいれば、個は強くなることができる。 
 三つ目は、「やっていいこと、悪いこと」という自己評価の基準がしっかりしていることである。自

分にとって価値がある、やりがいがあるという基準を、教師との交流や子ども同士の相互作用から、

個の中に作り上げていくことが必要である。グループでの話し合いは、単なる内容のやり取りではな

い。そのやり取りの過程で、同時に自分の考えが受け入れられるものかそうではないものかという評

価の情報も交わされているのである。受け入れられて確信に近づき、否定されて考え直したりなど、

意見を交わすことで自己評価の基準を鍛えることができていく。 
 以上の三つは、強い個が育つ条件だろう。 
 
２ 追求すべき学力 

学力討議の展開 

 われわれが経験してきた学習過程は基本的に受身的であって、教えてもらったことがらを習得する

という学びであった。そういった学習過程への批判は現代的課題として出されてているが、同時に古

くからの課題でもあった。 
1960 年ごろ、J.S.ブルーナーが編集した『教育の過程』で、新しい時代に要請される学力が示され

た。これは新しいことではない。一方、日本では、ようやく 1989 年に至って、改定された学習指導

要領で新しい学力観が出された。しかし、この学習指導要領が出てもなお、新しい学力をつける実践

の実現は不十分であった。例えば日本は、IEA の調査では、習得面の学力はトップクラスであっても、

質問紙の調査において主体的な学びの態度という側面では、国際的に低い順位の結果であった。今、

「ゆとり教育」が批判されているが、本当に批判すべきなのだろうか。そのネーミングのおかげで趣

旨が誤解されていることは明らかである。知識の習得の量を問うような教育ではいけない、本物の育

ちを促す教育機会を設けることができるような「ゆとり」のある教育、という捉え方で問題を受け止

め、実践化が進められるべきであった。 
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また、現今議論されている授業時間増の問題は、学力を極めて単純に捉え、量の教育に回帰する含

みの中での検討であるように思えてならない。子どもの成長可能性と教師の指導力の実態を知らない

者の狭い教育論議であることに不安を感じざるを得ない。子どもたちに適切な学習環境を与えれば、

彼らはそれぞれの成長意欲を支えとして一生懸命に取り組むことができるのである。PISA 調査では

日本の子どもの考える力は必ずしも高いとはいえない結果であったが、それはそういった学習機会が

少ないからなのである。大人の側が工夫をし、教えて何とかするというような狭い図式で授業を考え

るのではなく、のあ追求する学力に目標を絞った想像力溢れた授業づくりを進めることが必要であり、

そういう教育文化の醸成を促す政策が必要だと思うのである。 
 

読解力という学力 
読解力とは、PISA の定義では「自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発達させ、効果的に

社会に参加するために、書かれたテキストを理解し、利用し、実行する能力」である。従来、国語で

言ってきた読解力と意味が対応しているわけではない。この定義は広く知られてきているが、これが

子どもたちがつけるべき幅広い能力を言い表しているのではない。それは、あくまで PISA が実施し

たテストの内容を定義づけるための表現であって、実際にはさらに広い学力の領域があると考えるべ

きである。すなわち、従来から言われてきている、自ら学ぶ力、生きる力、などという言葉で語られ

てきたものの重要さを言っているのだと捉えればよいのである。読解力はテストで測ることのできる

側面だけではなく、実際に仲間に伝え発信でき、説得できる力まで含むべきであり、そういった読解

力をつけることによってはじめて身につけた知識も生かすことができる。 
読解力の対象は、連続、非連続の 2 種類のテキストだと分類されているが、テキストはそれ以外に

もある。子どもたちが一番身近に感じているテキストのひとつは、教師が話す言葉である。教師の説

明も子どもたちにとっては重要なテキストである。テキストの適切性は学習の重要な条件である。教

師側は、子どもたちが何をするべきなのかがはっきり分かる「テキスト＝言葉」を示すことが指導の

工夫の上で大切なことになる。 
 
３ 「いかに教えるか」からの脱却：参加・協同・成就の観点から 

学びの力を育てる指導の工夫とは 
日本の子どもは記憶はできても考えることが苦手である。それは、学習において考える機会が少な

いからである。学びの機会にそれに対応する教師の側からの工夫が必要である。 
教師がただ一方的に話している限り、子どもたちは受身の学習活動しかしない。教師がしっかりと

仕掛けをすれば、子どもたちは自分から意欲を持って、自分から学びはじめる。 
授業を進める際には「自ら参加する仕掛けを作る（参加）」「協同という原理を一貫させた学習活動

に導く（協同）」「自分の学びを捉え返す振り返りの場がある（成就）」この 3 つが重要になる。なぜ

なら、この 3 つは子どもたちの意欲を高める原理だからである。授業の工夫の基本は、教師がいかに

じょうずに話すかではなく、いかに子どもたちの意欲を高めるかというところにある。 
 

参加・協同・成就の観点からの授業づくり 

 参加の工夫として、一番分かりやすいのは「体」の参加である。捜査活動を取り入れるなどがそれ

にあたる。しかし、教科によってはそれが難しい場合もある。学年が進むにしたがい、具体的な活動



 160

を必要とする学習内容は相対的に減っていく。したがって中学生などでは「頭の参加」を工夫するこ

とが多くなるだろう。すなわち、聞く気にさせる、聞きたいなと思わせることによって、子どもたち

が身を乗り出し、頭を活性化させる工夫が授業に求められるのである。 
 そのような授業を行うために工夫が必要となってくるのは「本時の課題」の表現と提示の仕方であ

る。授業の導入時に、子ども一人ひとりがはっきりと把握できる形で、本時の課題を提示することで

ある。何をこれからするのかの見通しをもつことで、「頭の参加」が促される。 
よく用いられる「～について考えよう」「～について取り組もう」などの曖昧な提示ではなく、「正

解が出せるるようになろう」「やり方を説明できるようになろう」「自分の意見を発表しよう」など具

体的な行動の形で提示をすることが大切である。このような課題の表現は、授業の最後の振り返りの

折に、それがができるようになったかどうかと、同じ表現で確認することができる表現である。その

時間の間に、子どもが何をすればいいのかがはっきりしていることが重要である。 
 また、「最初に教師が課題の説明をし、次にその課題について個人で思考する（その際、相談してい

けない）。その後グループで話し合い、グループの誰が指名されても発表できるようにする。次にそれ

ぞれの説明についてクラス全体で深めるための討論をし、最後に教師がまとめをする」というような

授業の流れをはじめに説明することも子どもの学習参加を促す重要な工夫である。それによって、子

どもたちは課題についてどういう手順で取り組むのかがはっきりと見通せる。細切れの教師の指示を

子どもたちが待つ形の授業になると、子どもたちは必然的に指示待ちになり、主体的な学習参加を促

すことのできない授業になってしまう。 
 このことをさらに広げて、この単元では最終的にこのようなことができるなど、単元の学習内容と

学習手順まで、その単元の導入期に十分に解説しておけば、子どもはさらに適切に見通しを立てるこ

とができる。こういった学びの構えづくりは、とりわけ学力が高くない子どもにとってはとても大切

になる。教師が引っ張っていくのではなく、子ども自身が全体の学びの見取り図を把握しながら学習

していける。学習に対して主体的で効果的なな構えができていく。 
 次に、協同をさせるためにはどうしていけばよいのだろうか。 

協同学習は子どもたちの協同がもたらす意欲づけによって学力を高める指導論である。この協同学

習を進めるため、少人数のグループ学習を取り入れる際、グループとして何をやるかをはっきりと提

示することが大切になる。それがはっきりしていれば子どもたちは意欲的に協力し、話し合うことが

できる。集団課題への教師の仕掛け次第で、生徒の話し合いが活発にできるかどうかが決まってくる。 
さらに帰りの会などで、今日一日、友だちとの学びの中で、どんないいことがあったのか、協同の

よさを振り返ることも協同を促す効果的な手立てである。 
 最後に、授業に対する成就感を生子どもたちに持たせることの意義についてである。授業の最後に、

今日は何を学んだのかを振り返ることができる時間をとることが必要である。また、単元あるいは学

期の終わりなどにも振り返る機会を作りたい。それは学習を定着させる仕掛けであるし、またよくわ

からなかった子どもは分からなかったことを確認することで次の学習の方向づけができる。そして、

何よりも、子ども自身が、その時間の間の自分の進歩を実感し、学びの価値を実感し、学びは我が事

だということを同時学習できるのである。 
 協同学習とはみんなが高め合うという考え方がベースであるが、裏づけとして、このような技法も

きちんと取り入れていけば、めざす子どもの姿の実現により近づくことができるようになると考えら

れるのである。  
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おわりに 
 

 平成 18・19 年度と、米子市中学校教育総合研究発表担当校として中学校をあげて研究に取り組み、

今回その成果を発表させていただいたわけですが、まだまだ取り組み中途で、「協同学習」の導入や

Ｑ－Ｕの有効活用など、研究の核となる部分でも、積み残しや課題は山積しています。 

 「これでいいのか」と常に自らに問い続けることにこそ向上はあると言われますが、生徒にとって

授業はたった一度の真剣勝負、教師の研究の都合で安易に失敗ややり直しがきくと思うのは傲慢でし

ょう。現場では常に最良の授業指導が求められて当然で、そのジレンマの中での研究が今日も続いて

います。 

 研究では「学力向上」と「人間性の向上」という、教育現場で究極ともいうべき理想の実現に取り

組みました。今はまだ、１年あまりの取り組みを通してそのほんの端緒をつかんだかどうかという状

況で、とても「成果」と言えるようなものにはなっていないと思いますが、今回加茂中学校でご覧い

ただいた生徒の姿そのものが、現時点での「加茂中学校研究の答え」とも言えるでしょう。 

 

  昨年来、様々な形でご指導・ご支援をいただきました、西部教育局、米子市教育委員会の諸先生方、

また協同学習先進校としてアドバイスや示唆をいただいた箕蚊屋中学校の先生方、 何より幾度も遠方

より足をお運びいただき、貴重な助言指導の数々に加え、本校職員を励まし続けてくださった中京大

学教授の杉江修治先生に、研究同人一同から厚く御礼申し上げます。 

 

  当然ながら、加茂中学校ではこの秋以降も現場での研究は継続し、道徳等、今回発表できなかった

領域も含めてさらに取り組みを進めていくつもりです。今後ともご支援ご協力をよろしくお願いい

たします。 
 

                              米子市立加茂中学校職員一同 
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