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はじめに 

  今までに、自らの授業に対して「生徒にとって魅力的な授業とは何か」といった問いかけをした

事があっただろうか。高校教師として、これまで 26年の歳月を過ごしてはきたものの、授業の改善

や自己意識の改革など頭の中になかった。先輩教師の授業を模倣したり、恩師の姿を思い浮かべた

りしながら取り組んだ記憶はあるが、生徒を活かすための授業を考えることはなかったのである。 

 あなたの授業はどんな授業ですか、と問われた時「授業における学習目標を明確に示して、静粛

の中で教師が主体となり生徒を誘導しながら、言葉を理解し覚えさせることを目的としておこなっ

てきた」と答えていた。そんな筆者が中等教育研究部の一員として新しい授業づくりを考えること

になった。 

「あなたは生徒のための授業を実践してこられましたか」という問いに対して、筆者は一言も答

えられなかった。同時に、教師中心の授業であったことに気づいた。授業の立案、構想は教師の都

合に合わせて行ってきたということである。予定している学習展開が途切れることなくスムーズに
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いくことこそが大切だった。そのため生徒の活動に配慮するような、生徒のための授業計画はそこ

にはなかったのである。 

 中等教育研究部員になって、自らの授業はどうあるべきかを模索中、いろいろな授業に関する本

を読んでいて、生徒同士で話し合い、教え合うことで学びを共有したり高めたりすることができる

という授業実践例に目がとまった。筆者のこれまでの授業を振り返りながら、新たな授業を目指す

ためにも絶好の方法であると考え、「学び合い」という学習方法に挑むことにした。 

 

1．研究授業の計画 

  1 年間の研究テーマとして「学び合いを通して人と社会との関わりをみつめる」を掲げることにし

た。「学び合い」は、生徒が互いに話し合い、教え合って学びを共有するものである。そのために

活動しやすい授業形態（グループ学習、全体学習）を取り入れて、生徒の主体的で活き活きとした

活動の実現を狙った。また、人は社会とのつながりや関わりを持ちながら暮らしている。その関わ

りに目を移して、自分なりの考えを持ち深めさせることを目的とした。教材や学習課題などの活用

を考慮しながら、その実現を目指した。 

 対象クラスは第 1 学年 2 組（在籍 37 名 男子 14 名・女子 23 名）である。入学して友人関係も定

まらない 1 学年だからこそ、話し合いなども周囲をあまり意識せず積極的に実践してくれると期待

していた。 

  研究授業は、6月、9月、11 月の年 3回を計画して、各回ごとに 4～5 時間の授業を設定した。本

稿においては、6月を中心に述べる。6月実践の計画は以下の通りである。 

 

 単 元  環境と私たちの生活 

 教 材  エコ 

 授業日程 

  

 

 

 

第1時限目 6月 3日（木）「エコについて考える」 

第2時限目 6月 7日（月）「エコカーについて考える」 

第3時限目 6月10日（木）「エコカー（ハイブリッドカー）体験」 

第4時限目 6月12日（土）「私たちの生活とエコ」 

第5時限目 6月17日（木）「私のエコ宣言」 

 

  この内、第 1時限目と第 2時限目そして第 4時限目の 3回を中心に分析し論じていくこととする。 
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2．新しい授業づくり 

 筆者は、これまで一斉講義式の形態でやってきた。教師主体で授業の展開をはかり、生徒の顔を

見ながら話しを進めることができるからである。生徒の発言や質問などの回数は教師の話と比べれ

ば圧倒的に少ないのが特徴であり、授業時間のほとんどを教師が一方的に喋っている。それは学習

計画通りに進行させたいという意図である。 

 その喋りと同じくらい、板書にも力を注いだ。生徒には板書事項をノートに写させ、聞かせ、覚

えさせることが必要だと考えていたからである。生徒への発問や投げかけも即座に答えを求める一

問一答式で、教師と生徒だけのやり取りで終わることが大半であった。また、生徒が質問に答える

ための、考えさせる時間（間）ができることを教師は嫌い、喋り続けることで「間」を避けた。授

業は進行するが生徒の活動は沈静化した。一言で言えば、「写して覚えさせる」そんな授業であっ

た。 

 新しい授業づくりのため、これまでの授業に対する考え方や思いなどを刷新することが必要とな

った。真っ白な頭にして、授業とは何であるかを探ることから始めた。その視点は、教師主体から

生徒主体へ、一斉講義式から話し合いや意見交換などの学び合いへと変えようとしたものである。

その視点を以下の授業実践をもとにして、授業記録・分析から学ぶことにした。 

 

3．授業記録・分析から学ぶ 

 6月実践の学習指導案と授業記録を通して、以下の視点から論ずることにする。 

  

3-1．3 分間の話し合い 

 対象の授業は、第 4時限目の 6月 12 日（土）に実践したもので「環境と私たちの生活」を単元と

し、「私たちの生活とエコ」と題し、エコの目的を確認しながら、私たちの生活とエコとのつなが

りや関わり方を生徒に考えさせることを目標としていた。本時の学習指導案の指導計画の概要は下

記のようである。 

 

（1）前時終了時に、「今、なぜエコが話題となっているのでしょうか」という課題を与え書か 

    せた。 

（2）書いたプリントを提出させ、その内容から学習ポイントとなる言葉を拾う。 

（3）生徒の文章に多く登場した「地球」を取り上げて、生徒の身近な場所から大きくて、広い 

     ところへ視点を移したところで、今の生活の在り方とエコの本来の目的を確認する。 
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（4）エコ活動について生徒は肯定して考える。否定はない。「エコ活動は、人の自由な判断で 

   よい」か、「エコ活動は、人や社会の責任である」かを考えさせる。二つのテーマで、ク 

ラス全体で意見交換をする。 

（5）全体の意見交換を通して、エコへの関わり方を生徒たちに考えさせる。 

（6）一人になって、今後の生活の中で自分が出来るエコは何かを考え、次の時間に発表する 

   「私のエコ宣言」を考案する材料とする。 

 

 上記の指導計画（4）では、「エコ活動は、人の自由な判断でよい」か「エコ活動は、人や社会の

責任である」かの二つのテーマで生徒に考えさせるとあるが、授業記録からその時の授業者の発言

をみる。 

T 64  はい、ちょっとみんな前を見てください。緑色で書いたのでちょーと色が一緒になって解    

りづらいかもしれないけどね。 

… 

君たちは、そのプリントをどういう意識で、例えば、この二つであればどちらの方によ

り近い感じで書いたでしょうね、うん。これ、先生ね実は知りたい。で、今からね、時

間を 2 分から 3 分あげますので自分で敢えて挙げるなら二つのうちどちらの方になるか

なーというのを考えてみよう。約 3 分で、隣の人と相談して構いません。隣の人と相談

してみて。 

一つ選んでください。どちらか一方を選んでください。はい、じゃー、今から 3 分ね、

話していいよ。（生徒は、隣の席の生徒と相談しながら活動） 

  これまでの授業においては、生徒が考える為のわずかばかりの時間「間」ができることを嫌って

避けていた授業者が、ここで初めて考えさせる時間をつくろうとしている。T64「はい、じゃー、

今から 3 分ね、話していいよ」でみられるように生徒同士で考える時間を設けた。その間、生徒は

隣同士で相談する姿があった。2～3 分という短い時間であったが、生徒に考えさせる時間「間」を

意図的につくることが実現できた場面であった。新しい授業づくりへの小さな前進であったといえ

る。 

  

3-2．教師のながい話し 

 対象の授業は、同じく第 4時限目の 6月 12 日（土）の実践である。上記の学習指導案の指導計画

の概要（5）「全体の意見交換を通して、エコへの関わり方を生徒たちに考えさせる」とあるが、以

下の授業記録からこの場面をみる。 

72



   

 

 T119 この二つの面（責任・自由）から考えた時に君らどう思うっていうのを、持ってきている     

んです。テレビでやっていました。みんな、見てると思いますね。今、テレビのチャンネ

ルつけると、あのーテレビつけると、どこ見ても、エコ、エコ、エコってよくやってます

よね。あっ、先生も何か話しできないかなぁーて思って見てたんですよ。そしたらね、あ

のー、デンマーク、北欧のね。デンマーク取り上げた番組やってたんです。 

… 

で、じゃぁ、自転車ばっかりで、先生車は。車あります。車はあるんですが、デンマークの

国民性かも知れません。一度乗ったものは、一つ手にしたものは、ながーく大事に使うとい

う、まさしく環境のことを考えてるんでしようね。一度手にした車は、10 年以上乗る、ほ

とんどの人が。で、もう一つは、車に興味がないんじゃないでしょうけど、車にその人たち

が高嶺の花、手が出ない。びっくりしますよね。日本車のトヨタカローラという車がありま

すよね。みんな知らないかもしれないけど、でこのカローラという車、日本円にすると、180

万円台なんです。この間のプリウス、あれが大体 200 万円台の真ん中くらいだから、180 万

円台の車っていったら、そう、決して高い方の車じゃない。むしろ、庶民的な値段かも知れ

ません、うん。ところが、デンマークでその日本車の 180万円の車が売られる値段どうなる

かというと。付加価値税、日本で言うと消費税、25%付いてくる。自動車税 180%つくんだ

そうです。180 万円の車が 500 万円を超えてくるんです。日本円で。日本でもし、500 万円

を超える車だとしたら日本人からすれば高級車ですよ。ちょっと手が出ません。うん。恐ら

くデンマークの人たちだって、そう簡単に手が出る値段ではないね。うん、そうしたら自分

たちが利用できるものはっていったら目を向けると自転車とか歩きとかになっていくんじ

ゃないでしょうかね。 

うん、それを、ここ（責任）で目を移していくと、そういう制度を設けてきて国や政府がそ

して国民はそれを「うん」と頷いて責任持たされてやっとるようだけど、自分たちの意志で

やってるという。このデンマークの例っていうのは、みんなが今言ってくれたものを見事に

合体させたような形で進んできているのじゃないかなーと私は、君たちが言ってくれたから

余計そう思います。理想で言うと、これ（責任）とこれ（自由）が合体した形がいいのじゃ

ないでしょうかね。 

 

 上記の記録は、生徒の意見交換後の一方的な授業者の発言である。この発言の内容を分析し考察

してみることにする。これらの多くが生徒を困惑させる発言であることがわかる。 

例えば、「まさしく環境のことを考えているんでしょうね」と授業者が言っているが、その前

に「一度乗ったものは、一つ手にしたものは、ながーく大事に使う」と述べている。このことは、
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ものを大事にしているという話しであって、環境についてのことではない。ここで、論点が飛躍し

てしまっている。生徒は何に疑問を持っていいのか、わからなくなってしまった。「自分たちの意

志でやっている」と確定したように話す授業者に、生徒は何も返す言葉がない。生徒は授業者の一

方的な解説をただ聞かされただけと言ってもよいのである。授業者のこのような発言を指導計画に

みてみたい。 

 構想段階では、エコへの関わり方を考えさせるために、何か手立てはないだろうかと模索してい

た。そのとき以前視聴した北欧の環境対策の番組を思い出した。環境問題に積極的に関わりエコを

推進するデンマークをリポートする内容であった。興味を持って視聴したことで、多少の記憶はあ

った。こんな感じだったかなと思い出しながら、教材として活用できないか考えてみた。自分が感

じたことを話せば生徒に共感してもらえて、エコへの関わり方を考えることにもなるだろう。この

番組だったら、見ていた生徒もいるかもしれないし、自転車や自動車の話しをすれば、関心を持っ

てくれるだろう。何より手っ取り早く準備ができるという短絡的な考えもあった。教材研究と呼べ

るものではなく、たまたま偶然見た番組、それを引用しただけであった。そもそも授業に向かう授

業者の姿勢に大きな間違いがあった。 

 番組を見た記憶だけの話しであり、何かで調べたわけでもない。授業者も全て理解できているわ

けではないので説得力にも欠ける。何か質問されたら困るのだ。不安なところは「いいのじゃない

でしょうかね」とはっきりさせず、生徒の判断に任せている。断定的に「デンマークの国民性かも

知れません」で強気に導いたり、自分の判断の「びっくりしますよね、そう簡単に手が出る値段で

はないね」などで通していくしかなかった。一方、生徒の方はただ教師の番組の感想を聞くのみに

終わるのである。 

これが、授業者の発言にいたるまでの経緯であり、この発言から生徒がエコへの関わり方を考え

ることは無理であった。分析してみると、発言の内容は環境より経済の話しになっていることがわ

かる。学習課題が、環境の問題であったはずなのに経済に関わる話しになったことで生徒は環境の

ことを考えればいいのか、経済のことを考えればいいのか困惑してしまうのである。 

授業者の発言は、焦点をはっきりさせない内容になってしまっている。教師のながいお喋りの問題

点の一つかもしれない。 

 

 3-3．意見交換のあり方 

 対象の授業は、同じく第 4時限目の 6月 12 日（土）の実践である。学習指導案の指導計画の概要

（72ページを参照）の（4）二つのテーマの「エコ活動は人の自由な判断でよい」と「エコ活動は

人や社会の責任である」で、クラス全体で意見交換するとあるが、授業記録からその場面をみる。 
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 T 68 うん。さー、ここから始めていこうね。 

    … 

   よし、私がいきましょう、僕がいきましょう、どうぞ。おーA、すごいな。いこう、Aは。 

 A 69 責任の方。 

 T 70 おー、責任の方。うん。 

 A 71 えーと、地球の環境が段々崩れ始めてきて、それを崩れ出してる状態で、今から、もう

すぐにエコ活動していかないと、今の自分たちもそうだし、これからの未来もよくなっ

ていかないと思うから。それで、早くやらないといけないという面から僕はそう考えま

した。 

… 

 T 74 早急に手当をしなきゃぁ。はい、どうぞ。はい、Bどうぞ。 

 B 75 責任の方で。 

 T 76 責任の方。 

 B 77 人が、地球の環境を壊したのだから、地球を助けるべき。 

 T 78 ほ、ほーほほほ。なるほど。地球の環境を破壊したのは人間やないかと、ね。だから、 

  えー、自分たちじゃなくて祖先のルーツ…人間が引き起こした問題なんだから、人間が責

任とれと。なるほど。                                                            

 T 79 人間に責任ありと、そういうことだね。ね。この環境破壊に。よーし、はい、いこう。 

 C 80 私は自由。 

 T 81 おー、はい、はい。 

 C 82 えーと、大人にしか出来ないこともあるし、大人と子どもの両方が出来るものもあると 

思ったからです。あと、自分から進んでやっていれば、そのうち周りも自分がこんなこと

やっていたら、自分もエコ活動しようと思ったからです。 

 T 83 なるほどね。今 Cが言ってくれたのは、要するに年代、年齢っていうか世代によって      

出来る、出来ないっていうこともあるから、責任を全てかぶせることできないんじゃな

いかと。 

 T 84 世代別で可能・不可能だと。…終わりに言ってくれたのは。 

 C 85 自分が普通にやっていれば、周りも自分とこれをやろうと頑張ってくれる人も増えるか 

らです。 

 T 86 自ら進んでやることで。 

 T 87 他の人たちへの影響をね、波及出来ると、責任ではなくて率先してやっていこう。周り 

がみんなついてきてくれるんだと、そういうことだよね。 
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 この時の活動を、教師はどのように構想していたかを、学習指導案からみる。 

 

  意見交換の開始を知らせ、その手順を説明する。 

 「はい、では始めましょう。内容の発表の前に、自分は責任か自由かを先に言ってください」 

 挙手によって意見が出てくればその流れで意見を吸い上げていく。もし、誰も手が挙がらなか 

 ったら一人指名をして、意見交換の口火を切らせる。 

 一人の意見から出来るだけ幅を広げて、生徒同士の意見交換が活発に運ぶように手立てをする。 

    

 指導案の中に「一人の意見から出来るだけ幅を広げて、生徒同士の意見交換が活発に運ぶように

手立てをする」とある。しかし、B77「人が、地球の環境を壊したのだから…」に対して T79「人

間に責任ありと、そういうことだね」と確認のみで返している。また、C82「大人にしか出来ない

こともあるし、大人と子どもの両方が出来るものもある…」に対して T84「世代別で可能・不可能

だと。…」とこちらも言葉を変えて返すだけである。これでは意見交換にならない。生徒と教師の

間でのみ意見が往復するのでなく、生徒と生徒の間にも意見が広がる糸口を見つけ、そこに生徒を

導いて考えさせることが大切であり、それが授業者の役割となる。生徒に考えさせる時間をつくり、

生徒がそれぞれの考えを自由に述べられてこそ、意見交換の第一歩となる。 

 

3-4．二つの「まとめ」 

 対象の授業は、第 1時限目の 6月 3 日（木）と第 2時限目の 6月 7 日（月）に実践したもので「環

境と私たちの生活」を単元とし、第 1 時限目は「エコについて考える」、第 2 時限目は「エコカー

について考える」を学習課題としていた。 

 

（1）「まとめ」その 1 

 全体活動におけるグループからの発表を、以下の第 1時限目の授業記録からみる。 

 T 59 よーし、はい、ちょっと早いかもしれませんがね、ちょっと又みんな手を止めて聞いて     

くれる。…いいですか？ここから発表ということにしますんでね。じゃぁ、手をあげて     

行くぞーというところ。 

 T 61 ちょっと待ってね。…Dよしこい。 

 D 62 全部ですか？  

 T 63 まとめてね。まとめてね。よしこい。先生がまた、聞いてまとめるぞ。 
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D 64   使っていないコンセントを抜く。出来るだけ車を使わずに自転車で移動する。 

… 

T 75   …次はどこにある？おー、Aグループはい。 

E 76   えーとですね、「いろはす」という水があるんですけど…。 

… 

E 80   あーそうですか。で、そのペットボトルは柔らかいんで捨てるときに捻って小さ出来ち

ゃったりするんで、ゴミが少なくなるのかなぁと思います。  

T 81  「いろはす」みたいなペットボトルを作らないといかんと、ペットボトルの改良、はい。 

E 82   そうです。そうです。えーと、あとはかぶっちゃった。 

T 83   あと、かぶっちゃった。 

E 84   あと、エコバッグ持ちましょう。 

T 85   なるほどね、これだけ？よーし OK。…えーFだ。     

F 86   循環社会。 

 

T 63 の「まとめてね。まとめてね。…先生がまた、聞いてまとめるぞ」に注目した。この発言

は、指導案に予定されていない言葉である。生徒がグループでまとめた発表を、再度、教師がまと

めるという展開が、突然なぜ生まれたのかを、流れを追いかけてみることにする。ここで、学習指

導案のなかの指導計画の概要をみる。 

 

  (1） エコに関するアンケートの結果について、黒板に掲示し生徒に見せる。 

  (2） アンケート結果を見て、気づくことを意見として全体に述べる。 

  (3） 数字で表せない文章の解答をもとにして、グループで話し合いを行う。 

  (4） グループから一人、話し合いのまとめを発表させる。まとめ用紙を使用。 

  (5） ここまでの板書事項をおさえ、生徒一人ひとりの把握状況を確認する。 

  (6） 板書の中（エコ）からエコカーというテーマを生徒から導き出させる。 

  (7） グループで、以下の4項目について調査する担当者を決める。 

       ①エコカーの種類と特徴   ②エコカーのメリット・デメリット 

       ③エコカーの未来の姿    ④エコカーの…（その他） 

  (8） 本時のまとめと、次の時間の予告をする。 
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指導計画（77ページを参照）の（4）において、「グループから一人、話し合いのまとめを発表さ

せる」とある。前述の授業記録の E76、80、84 などからそれがわかるが、実際にグループでのまと

めの時に使用された、グループのまとめ用紙とはどういうものかをみる。 

   

① 「エコ」を連想するものは何ですか。（具体的にその活動や商品名なども含めて） 

② 実際、行っている「エコ」な活動があれば教えてください。 

③ このグループのメンバーで「エコ」な活動するならば何をしますか。 

  

 実際のグループ発言はどうであったのか、グループの発言記録からみる。 

 E 49 「いろはす」は、「いろはす」は、あるじゃんね。 

 G 50 あー。 

 E 51 「いろはす」でいいじゃん。 

 G 52 いろはす。 

 H 53 ペットボトルのさぁ、くしゃってやる奴でしょう。これだけで世界が変わる水って奴で     

しょう。 

 G 54 こういうのがいい。 

  H 55 いろはす。 

 I 56 何やる。水。 

 H 57 あれ、結構ストレス発散できねぇ、くちゃって。 

  … 

 I 68 捨てる時に…。 

 H 69 捨てる時に何て言うの、これ。 

 I 70 くしゃってやる。捻って。 

 H 71 くしゃってよくねぇ。 

 G 72 曲げる、捻って。 

 I 73 捻って。 

 H 74 小さくできる。 

 E 75 いーいや、絶対こっち見てた。 

 G 76 捻って小さくできる。 

…  

 E117 このグループのメンバーでエコ活動をするならば何ですか。 

 I118 エコバッグを持つ。 
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 H119 あのさぁ、エコバッグって逆にさぁ、環境に悪いんじゃない。 

 I 120 何で。 

 H121 エコバッグを作った、作るよりビニール袋を作った方がエコ的にはいいらしいよ。 

 I 122 えー、でも実際には自分で作れば一緒じゃん。 

 H123 自分で作ればね。あの、売ってる奴はよくないらしいよ。あと、ゴミは分別する。 

  

  途中で話題が少し横道に逸れることもあるが、何とかグループの意見を出すために活動している

四人の様子がみえる。このグループが話し合いにおいて「まとめ用紙」を活用している事実も確認

できた。それは、E117 のように、「まとめ用紙」の質問をグループに投げかけて四人で考え出そう

としている場面である。結果、I118の発言を活かし H123 まで話したことで、前述の E84 の発表につ

ながることになる。Iの意見をグループみんなで話し合って Eが発表するという形ができたことで、

学び合いに近づくことができつつあった。 

次に、グループのまとめを聞いた後の、授業者の「まとめる」を授業記録からみることにする。 

 

  T 99 そうだね、ちょっとここに書かなかったけど、例えば今 A 言ってくれたのは、ペット     

ボトルとキャップとか、慈善事業とかいろんなことやっているし、みんな知ってる。はい、

はい。ありがとう。まだ、他のグループのみんなのも聞いてね、いきたいとこなんだ      

… 

ちょっとこれ書いたんだけど、ある程度のエコの姿というか、今目指すべきものという

か、意識しなければいけないものというか、段々見えてきたね。これで、先生やってる

と先生偉そうに言えないね。当たり前だね、ゴミの分別とか、今言われてそう思った。

前に言ったけど、自転車をガンバローと思いますね。えー、これ（板書の、使っていな

いコンセントを抜く）実際やってる人？TVの本電源は切っといた方がいいね。うーん、

これは大きいよ、すごく大きいと言われてるね。 

… 

よかった。エコの姿が見えてきたと思います。 

 

まとめとは、本来なら、これまで学んできたことを一つに集約することだったり、ばらばらにな

ったものを整理整頓することだったり、分かれた意見を総合して新たな意見として作り出したりす

ることを言う。本時の場合はグループから発表されたことを、クラス全体で意見を出し合い集約し

て一つの形にすることが、それにあたるのだと思われる。 

 この授業記録からわかる授業者の「まとめる」は、生徒の発表を黒板に書き留め、その言葉に触
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れながらエコ活動を推進する、ただ一方的に聞かせるだけのことであった。生徒の発表を「まとめ

る」と言ってはいるが、生徒の使った言葉を並べ補足して振り返るだけなのである。 

 

（2）「まとめ」その 2 

 第 2 時限目の授業のなかでも、「まとめ」を違ったかたちで使っている場面がみられた。そのと

きの様子を授業記録からみる。 

 H 12 どうやって、まとめんの。 

 I 13 書けばいいんじゃない？ 

 H 14 自分で？結構頑張っとるがー。 

… 

 H 17 ねぇ、写真まで貼ってきちゃった。どうしよう、これ（個人で用意した書類）？ 

 E 18 その１、四角の枠内には個人が調査したものをグループで。 

 G 19 いぇーい。 

 E 20 ことがらを記入する、するんだってよ。 

 G 21 しないかんね。 

 E 22 ね。 

 H 23 するんだってよ。 

 

 この授業はエコカーについて、個人で調べた情報を持ち寄ってグループで話し合い、全体で発表

する流れであった。上記の記録から、H12 や I13、H17、E18などは、グループ活動で何かをやろうと

は考えるものの、何をやっていいのか分からず、困惑している様子がみられる。グループ活動に入

ってすぐ話し合いが停滞し、6分を経過しても発表用紙には何も書けない状態となる。結局 15分間、

何も話し合いができぬまま、用紙にはそれぞれ個人が自分の調査情報を記入することになったので

ある。 

 生徒が困惑した大きな原因は、グループ活動のために授業者が指示したこの「まとめ」だった。

理由は、生徒が個人でまとめたものを、グループでどうやってまとめればいいのか、わからなくな

ったからであった。授業者は、このときだけでなく日常的に「まとめ」を使用している。こう言え

ば大体わかってくれるといった思いがそこにあった。「その意見をまとめて」とか「まとめの作業

をします」といった調子で使っているのである。教師がこのような思いで言葉を使用したのでは、

生徒が困惑してしまう。生徒からすれば、まさしく H12「どうやって、まとめんの」になる訳であ

る。 

 教師の指導のあり方は、生徒にとって大きな影響を及ぼすことがある。「わかるだろう」といっ
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た日常の感覚で使用することは許されないのである。筆者のような習慣化された言葉はここに表れ

ないだけで、まだたくさんあると思われる。生徒のことを考えるならば、言葉の意味や解釈を教師

自身が理解して生徒にわかりやすく伝えることこそが必要であった。慎重に丁寧に言葉を使うこと

の教えである。 

 

4．実践力を問う 

 9月実践では、「青年期をとらえる」に始まり、青年期の悩みを取り上げその悩みはどこから生

まれてくるのかをみんなで考えさせた。そして、その悩みをどう乗り越えるかをみんなで出し合い

学びを共有させる構想であった。青年期をとらえる内容から始まることから「若い時の苦労は買っ

てでもせよ」を、本実践全 4 時間の柱として、言葉の解釈の理解だけでなくその内側で言っている

意味をつかませたいと考えた。 

  グループ活動と全体活動を中心にして、話し合いや意見交換を活発に行い学び合いを実感する

ことを狙いとした。学習課題こそ変わるが、グループのメンバーも変えず同じ顔ぶれで取り組むこ

とにした。6月実践の経験がある分だけ活動も迅速にできると考えたからである。 

 

○ 生徒の発言の取り上げ方  

 「若い時の苦労は買ってでもせよ」を黒板に掲示して、生徒にこの言葉は何を言おうとするか、

考えてみようと呼びかける。この単元の柱とする言葉であるから、じっくりと生徒に考えさせたか

ったところである。しかし授業者は、生徒の発表を聞き取った後、予定していた自分の解釈で終わ

らせてしまった。生徒の発言は、どこに活かされるのか見えてこないのである。 

 

○ 意見交換の深まり 

 意見交換を何とか実践したいとの思いから、授業者の新たな試みがみえた。「ロの字型」の座席

にして生徒を向かい合わせて座らせた。一人目の生徒を指名した後は、その生徒が次の生徒を指名

する方法で生徒から生徒へのつなぎを狙った。20 分間に 8人の生徒が意見を発表することができた。 

このように、形や方法で意見交換を目指す授業者の意識はみえるが、一番大切な生徒とのやりと

りを変えることができなかった。つまり、教師と生徒の間だけで意見が往復し、生徒から生徒への

発展はなく、単なる意見発表となってしまったのである。 

 

○ 話し合いの論点 

 「異性との友情は成立するかどうか」を、生徒個人が考えた後、隣同士の生徒で自由に考えさせ

ようと時間を設けて実践した。しかし、このときに生徒に指示したのは、「自分の考え」を「話し
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合ってみて下さい」と言うものであった。生徒は、これをどう判断すればいいのか悩むことになる。

自分の考えを出し合うことなのか、話し合って何か結論を出すべきなのか、生徒はこの言葉からは

理解できなかったのである。話し合いの論点が見つからないまま生徒は放置され、授業者はこの後

何の手立てもしなかった。この「話し合ってください」も「まとめ」同様に教師の指導のあり方を

浮き彫りにしている。 

 

   11 月実践においては、本研究の最終実践ということもあって一つでもいいから新しい授業づく

りにつながる成果を出してみたいと挑んでみた。本実践においては、「現代の経済社会と私たちの

生活」という 11時間完了の大きな単元の中から、5 時間完了用に編成して実践したものである。 

全 5 時間の授業の柱となるのは「中小企業」である。日本の企業の中で大多数を占めるのが中小企

業であり規模こそ小さいが伝統技術や伝統産業を継承して、ものづくり日本の屋台骨を背負ってい

る姿を学ぶ。 

 本実践において、6月と 9月実践と明らかに異なるのが「コの字型」の座席であった。これは、

本研究の授業にて実現の難しかった話し合いや意見交換を少しでも可能性のありそうな形にしよう

と期待を込めて始めたものである。また、生徒が顔を見合わせることで和やかな雰囲気をつくるこ

とや、授業者が生徒の中へ入っていくことで教師と生徒の壁を取り払うことを目指していた。 

 

○ 発問のあり方 

 授業者は、生徒に中小企業のイメージを書かせる前に、「書いてくれたことを聞きたい」と言い

ながら、発表直前に「自分の考えを言って欲しい」と変わる。イメージを言えばいいのか、自分の

考えを述べなければならないのか、生徒が悩むことを授業者はまた言っている。「イメージ」と「自

分の考え」を授業者は同じ言葉のように扱ってリクエストしているのだが、意味が違うものになる。

これでは生徒を悩ませてしまい、「まとめ」と同じ繰り返しをしているだけである。 

  

おわりに 

   本研究では、筆者のこれまでの授業の振り返りと新しい授業づくりを目指して、新たな試みに挑

戦してきた。学び合いをテーマとして導入し、生徒を授業の中で活き活きと主体的に活動させるた

めの構想を立て学習指導案ならびに学習計画のなかでグループ学習を多用してきた。そして、一人

でも多くの生徒に互いの学び合いの取り組みから、自分たちで学習課題をみつけ、理解できたとい

う喜びを実感させたいと考えてきた。 

 しかし、話し合いや意見交換などの指導計画を導入したが、形式ばかりにこだわってしまい中身

の追究までは実現できなかった。また、人と社会との関わりをみつめさせるテーマでもあったが、
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グループ学習なども言葉覚えや意味調べ、世間話のような活動となってしまい、話し合いから社会

を感じさせたり、深く考えさせたりするところまで到達できなかった。教師が、話し合いから生徒

たちに何を学ばせたいのか、教材選びから話し合いの方法など、学習課題を明確に示さないで「自

由に話し合いなさい」だけでは、話し合いが進むこともないし、深まることもないのである。 

生徒のための授業をやってみようと思いつつも、いつしか教師合わせのこれまでの授業へと逆戻

りしてしまうのである。授業記録をつくり読むほどに、これまでの授業ではだめだ、授業を変えよ

うと言い聞かせても気づかぬうちに教師主体で展開をしている実態が明らかになった。 

 教室が静寂に包まれ、挙手を求める教師の声だけが教室に響くなかで、生徒の活動が予想以上に

鈍くなると、不安にかられ生徒に対する手立ても浮かばなくなる。教師の対応力つまり力量が問わ

れる場面である。しかし、単元構想はじめ指導計画や教材研究など不勉強と未熟さが手伝ってその

ような予測さえも考えていなかった。結局、生徒への手立てをつくれないで教師のペースで授業を

進めていた。指導計画には確かに生徒に手立てを行う計画はあるが、教師自身がそれを具体的にど

うすればいいのか構想していなかった。 

 今後の課題として、生徒に授業へ向かってくる意欲を喚起させるためにも積極的に考えさせる時

間をつくることを心がけたい。授業に「間」をつくることに挑戦していきたいと思う。教師の喋り

だけで授業が終わってしまう、こんなつまらない授業はないであろう。生徒に自分の考えを意見と

して発表させる。授業に主体的に関わっているという意識を芽生えさせて、やがて生徒全員が授業

をつくるのだという参加意識の向上まで目指したい。そのためには、今までの教師としてのあり方

や考え方について、自己変革が求められると思う。 
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