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第２章 教育委員会や社会人と推進機構との連携

１.はじめに

本章では、本報告書の基本となる東京大学 大学発教育支援コンソーシアム推進機構（CoREF）と自

治体及び産業界との「協調学習を引き起こす授業づくり」のための研究連携の基礎的な枠組みについ

て紹介し、自治体及び産業界の側からの現時点での研究連携の成果と課題の総括を掲載する。

まず自治体との連携について、CoREFは平成22年度及び平成23年度の2年間、市町教育委員会のネッ

トワークとの連携である「新しい学びプロジェクト」及び、埼玉県教育委員会との連携である「県立

高校学力向上基盤形成事業」のふたつの研究連携事業を行ってきた。いずれの研究連携事業も本年度

で2年間の事業をいったん終了するが、次年度以降も新規事業を設け継続的に研究連携を行う予定であ

る。

各研究連携の詳細は当該の節に譲るが、ふたつの事業に共通してCoREFが主に目標としているの

は、⑴協調学習を引き起こすことを目的に、自主的、継続的に授業づくり、実践、評価という授業改

善のサイクルを回すことができる「コーディネータ教員」の養成、⑵ウェブ上における開発教材の共

有と協調的な吟味のコミュニティづくり、の2点である。なお、このコミュニティには、教員だけでな

く、様々な専門性を持った一般社会人の参画も期待されている。これらの目標の達成を通じて、各自

治体内及び、自治体間連携の取組として、「協調学習を引き起こす授業づくり」が発展的に拡張できる

ような仕組みを形成することが、研究連携のひとつのゴールである。

コーディネータ教員」の養成については、いずれのプロジェクトにおいても2年間の取組を経て、

一定の成果が上がっていると言える。「新しい学びプロジェクト」参加市町のいくつかでは、自治体内

で研究推進員を中心に協調学習の授業づくりについての職員研修の機会を設けたり、「協調学習」の研

究のための自主的なサークルを立ち上げる動きも起こっている。また、「県立高校学力向上基盤形成事

業」を行った埼玉県教育委員会では、事業を中心的に動かした指導主事が教員研修においても「協調

学習」の考え方を取り入れた研修を行っている。また、高等学校での取組に周辺的に参加した義務教

育の指導主事がコーディネータとなって、義務教育段階での協調学習研究に取り掛かった市町への支

援も行われている。次年度は、全県の高校初任者研修において授業力向上のために、研究推進委員と

CoREFを講師として「協調学習」の授業づくりを課すことも決定している。

ウェブ上における開発教材の共有と協調的な吟味のコミュニティづくりについても、前年度の約3倍

の教員が教材の開発に関わり、約3倍の教材が開発された。開発された教材の概要については本報告書

第3章に、指導案、教材、実践者のコメント等は付属のDVDに収録している。また、今年度は2つの連

携の枠外から協調学習の授業実践に興味を持ち、実際に教材開発、実践を行ってくれた教員の数も大

きく増加した。例えば、秋田県立秋田中央高校では「県立高校学力向上基盤形成事業」の研修や報告

会に教員を派遣するとともに、校内で独自に協調学習の研究を進め、CoREFに報告をいただいている。

実践の拡大を喜ぶとともに、自治体レベルの連携の枠を超えて実践者をつなぐコミュニティづくりが

今後一層の課題となる。

連携の多様性は、CoREFの研究連携の大きな特色である。「新しい学びプロジェクト」には、9県18

市町と1県立学校が参加しており、自治体の規模も地方中核市から人口1万人に満たない町まで多様で

ある。研究に携わった教員の学級規模も複式学級から30名以上の学級まで多岐にわたる。また、連携

に参加している宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校は中高一貫の進学校であり、全県から募集さ
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れた1学年1学級の生徒からなる。研究は、小中学校の国語、算数・数学、理科、社会で行ったが、各

教科の研究部会内では原則的に校種学年による区別なく進められた。授業づくりにあたって、学習の

ゴールをより巨視的に捉え直すこと、小中学校の教員の多様な専門性を活かした教材開発を行うこと

をねらったためである。

また、「県立高校学力向上基盤形成事業」では、本年度、県内の高校の約5分の1にあたる32校から研

究推進委員が参加したが、研究指定校に指定された13校の中だけ見ても、トップクラスの進学校から

基礎学力の形成に課題を抱える高校、定時制の高校、芸術科の高校まで多様である。日常それぞれ異

なる環境に属する教員が、協調学習の授業づくりというひとつの活動を媒介に協同することで、教科

のねらいや生徒の学習の過程についてより広い視野を得ることは、日々の授業改善にも貢献するもの

であるだろう。

連携のスタイルにも多様性がある。CoREFの研究連携の枠組みは、基本的に連携相手となる自治体

と、その研究連携にかけるお互いの願いを交換し、最適な連携の形を模索することで形成される。「県

立高校学力向上基盤形成事業」は、埼玉県教育委員会との連携を一番の基本としている。この事業で

は広く全県の高等学校の授業改善のための取組を行ってきたが、現在埼玉県教育委員会はこの事業を

基盤に、様々な別種の取組として「協調学習」研究の対象、部門を柔軟に拡張し、埼玉県における協

調学習研究は前述のように義務教育段階や初任者研修など、他の部門へと波及しつつある。

他方、「新しい学びプロジェクト」は、地域的に広がりのある各地の市町教育委員会によって構成さ

れるネットワークとの研究連携であり、こちらの研究連携事業の場合、協調学習の授業づくりという

活動を核に、それぞれの自治体が連携への参加や退出も含め、任意の関わりを行うことが可能になっ

ているのが特徴である。CoREFはネットワークを中心とした教材開発、実践報告の場を提供し、その

場への参入を中心に各自治体が独自の研究を進めている。

多様性をひとつのキーワードにCoREFの研究連携の特徴を概観してみた。私たちがこれらの研究連

携にかける願いの大きなひとつは、多様な価値観、多様な専門性を持つ参加者の一人ひとりが自分な

りの賢さを育てるような場をつくりたいということである。研究連携の目的である「協調学習を引き

起こす授業づくり」は、一義的には子どもたちの学習のためのものであるが、子どもたちの学習を支

える中で、私たち、より大きな言い方をすれば社会自体も協調的に賢くなっていくようなサイクルを

育て続けたい。

また、CoREFには、設立当時から、もう一つ大きな目標がある。この事業にさらに大学研究者、学

会メンバー、社会人シニアなどの参画を得て、教育全体の質を上げるためにみんなが相互に学び合う

コミュニティを形成することであり、質の高い建設的相互作用が起きる少人数のグループが相互に緩

く連携して局所的にネットワークを支え合う Network of Networks の構築と運用である。この試み

に関しては現在日本産学フォーラム、日本工学会、日立理科クラブ、日本技術士会などの支援を得て、

新しい試みが始まっている。本章の最後には、「協調学習の授業づくり」を軸とした産業界との連携に

ついても報告したい。

産業界と「協調学習の授業づくり」との関わりは、昨年度の教材の開発において資料の提供をいた

だくといった関わりから、本年度、局所的ではあるが、学会からコーディネータとして任命されたシ

ニアの方が、実践や研修を参観する、ひとまず知識構成型ジグソー法の教材を作成する、その教材を

学校の先生方が「使えるか」判断して、自分なりにアレンジして使うといった関わりまで発展してき

た。また、この取組に参入しようと声を挙げて下さる団体も増えつつある。
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CoREFの研究連携は、「協調学習を引き起こす授業づくり」を中心に、「教材の開発・共有」、「コー

ディネータ教員の養成」、「緩やかに重なりあう実践コミュニティ同士のネットワーキング」を行って

いくことで、子どもたちだけでなく、すでに多様な専門性を持った大人たちも自分なりの賢さを育て

続けていくことを目指した連携である。本章では、この研究連携が、2年間でどのように機能し、また

課題を残したのかを、「新しい学びプロジェクト」、「県立高校学力向上基盤形成事業」、そして産業界

との連携において、私たちと共に仕事をして下さっている教育委員会、産業界の方々の声を中心に報

告させていただく。

２. 新しい学びプロジェクト」

（１）連携事業の概要

① 連携の枠組み

新しい学びプロジェクト」は、平成22年度より開始したCoREFと市町教育委員会との小中学校にお

ける「協調学習を引き起こす授業づくり」のための2年間の研究連携事業であり、日本産学フォーラム

の支援を受けて推進されている。研究連携のねらいは、「市町教育委員会が連携しながら協調学習の考

え方に基づいた研究・実践を行い、各教科等における実践モデルを作成する」ことである。研究連携

の中心的活動は、知識構成型ジグソー法による教材の開発、実践、実践の振り返りを中心としたサイ

クルを、住む地域、教えている学校、そして教員歴も多様な教師たちとCoREFスタッフが、ウェブ上

のネットワークも活用しながら協同してまわしていくことである。

連携初年度の参加市町は、北から、和歌山県有田市、有田川町、広島県安芸太田町、福岡県香春町、

大分県竹田市、熊本県南小国町、宮崎県宮崎市、国富町、五ヶ瀬町の6県9市町である。今年度はさら

に愛知県高浜市、和歌山県湯浅町、広川町、兵庫県加西市、島根県浜田市、津和野町、福岡県飯塚市、

大分県九重町、豊後高田市、宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校が新たに参加し、総勢9県18市町

1県立学校との研究連携となった。

研究連携の具体的な方法として、各市町は国語、算数・数学、理科、社会の4教科の部会から任意の

1つ以上の部会に、研究推進員となる教員を参加させ、研究推進員は教材開発を中心とした活動を行う。

研究推進員の数は自治体の任意であり、本年度各自治体はそれぞれ1～5名の研究推進員を参加させた。

本年度の研究推進員数は、国語11名（うち小学校7名、中学校4名）、算数・数学12名（うち小学校8名、

中学校4名）、社会10名（うち小学校4名、中学校6名）、理科5名（うち小学校1名、中学校4名）の計38

名であり、昨年度の13名から約3倍増となった。昨年度の研究推進員は、連携外の自治体に転出した1

名を除き、全て継続して研究推進員となった。

参加各市町は、指導主事ないしそれに準ずる職員を1名ずつ研究推進担当者として用意し、研究連携

の事務的なサポートを行った。また、自治体間及び自治体とCoREFとの連絡業務を円滑に行うために、

研究推進担当者の代表とCoREFスタッフからなる事務局を設けた。今年度の事務局は広島県安芸太田

町が担当した。

② 本年度のスケジュール

本年度の事業の主なスケジュールは、次ページの表1の通りである。事業2年次の本年度は、昨年よ

り1ヶ月早く本格的な研修を開始することができた。研修は前年度の財産を活かす形でデザインし、継

続の研究推進員による知識構成型ジグソー法を用いた実践の成果物を活用したプログラムを行った。

この間も継続の研究推進員を中心にメーリングリストを活用した教材開発は継続しており、1学期の
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うちにそこで開発された実践を参観することを中心とした

第1回教科研究推進会を持つことができた。早い時期に直接

実践を参観、協議し、お互いの授業案を検討することがで

きたのは、特に新規の研究推進員が授業を構想する上で大

きな効果があったと考えられる。実際、この研究推進会の

後、夏休み前の時期に新規の研究推進員を中心に多くの教

材が開発、実践された。

2学期の末には、ブロックごとに分かれて第2回各教科研

究推進会を開催した。今年度は研究推進員の増加に伴い、

スケジュール調整等の都合から、第2回の研究推進会につい

ては、地域や校種によるブロックでの分科会開催の形で

行った。第2回研究推進会では、検証授業の参観、協議、お

互いの実践報告や教材案の検討、そして今年度の教科の研

究の成果と課題についての議論を行った。この成果と課題のまとめについては、本報告書第3章に収録

されている。

研究推進員による検証授業は、研究授業として一般に公開された授業、通常の授業など様々あった

が、CoREFスタッフが可能な限り実際に訪問観察し、フィードバック、並びに実践者へのインタビュー

を行った。またそれが難しい場合は、市町研究推進担当者に授業の映像記録を依頼し、後日メーリン

グリストのやり取りを通じてフィードバックを行った。加えて、可能な限り児童生徒への授業前後の

アンケートを実施し、授業の成果を測定するための一助とした。

2月の10-11日には、本年度の研究を振り返る報告会を九州大学で行い、2日間でのべ250名の参加者

を集めた。10日は研究推進員報告会として、協調学習の授業づくりについての研究の現段階のまとめ

を行った。各教科の今年度の研究の成果と課題について実際の授業の映像を交えて報告し、続くラウ

ンドテーブルで参加者と実践についての協議を深めた。11日は全体報告会として、「新しい学びプロ

ジェクト」の2年間を検証し、今後の発展を模索する会を行った。プログラムの中心は、プロジェクト

の前代表である兵庫教育大学の日渡円教授をコーディネータに、教育長、研究推進担当者、研究推進

員の代表がプロジェクトの2年間で自分たちが経験したことを振り返り、今後の発展の方向性を探るパ

ネルディスカッションであり、会場からの質疑も交えながら白熱した会となった。

③ 協調学習の授業づくりを中心とした研究連携ネットワーク

本項のまとめとして、2年間の研究連携にいったんの区切りがついた現在、プロジェクトの要となる

協調学習の授業づくりを中心とした研究連携ネットワークはどのように発展し、今後どのような可能

性を持っているのか、現状と今後の展望について述べる。

新しい学びプロジェクト」は、前述の通り9県18市町・1県立学校からなる研究連携である。連携自

治体間は物理的に離れているだけでなく、いくつかの市町は遠隔地で交通手段が限定されており、教

員の行き来も容易ではない。そのため、研究推進にあたっては、様々な地域からやってきた多様な見

方を持つ教員同士が自由に交流できるというメリットがある半面、研究推進員同士が直接議論する機

会を持つのが難しいというデメリットがあった。この点を踏まえ、本プロジェクトでは、メーリング

リストを活用することによって、離れた地域にいる研究推進員同士が情報を共有しながら、気軽に議

論を行うことができる環境づくりを目指した。

表１： 新しい学びプロジェクト」
本年度スケジュール

日程 スケジュール

4月23日 第1回連絡協議会

5月20日 第1回研究推進員研修会

6－7月 第1回各教科研究推進会
（全体会）

11－12月 第2回各教科研究推進会
（ブロック会）

2月10-
11日

本年度報告会及び
第2回連絡協議会、
研究推進員全体交流会

以上の基本的なスケジュールに加え、
各自の検証授業、ネット上での教材開
発及び実践報告を随時行った。
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研究連携へのITの活用は、最終的に多様な参加

者が各人の望むレベルで参加できるような、緩や

かな研究連携ネットワークを作っていくためのも

のでもある。図1のように、ネット及び対面の環境

で構成される研究連携の授業づくりの場には、市

町からそれぞれ研究推進員が参加し、大学の教科

内容や学習方法の専門家と共に、教材について検

討を行う。各研究推進員の周辺には、学校内、あ

るいは自治体内で、教材開発に協力する同僚教員

が多く存在する。研究推進員は、自治体内での検

討と連携の授業づくりの場での検討を往還しなが

ら、教材を完成させる。この過程を通じて、興味

を持った同僚教員が授業を開発してみたくなったり、開発された教材を自分でも試してみたくなった

りすれば、その教員は研究・実践ネットワークに自由に参画することが推奨される。

この研究連携で研究推進員に期待されたのは、各自治体の教育現場のニーズと研究連携の場で身に

つけた「協調学習」についての様々な知見を統合しながら、ネットワークにおける自治体レベルのハ

ブとなる「コーディネータ教員」として活躍することであった。多くの参加自治体で、研究推進員を

中心に校内及び町内での協調学習の研修が行われており、このコーディネータとしての役割には一定

の成果が挙がっているということができる。

また、研究連携2年次の本年度は、メーリングリストに参加する同僚教員を「サポートメンバー」と

して登録するシステムを開始し、5市町から16名の教員の登録をいただいた。サポートメンバーの先生

から、教材の開発や実践の報告もいただいている。また、サポートメンバー登録はしないものの、研

究推進員に配信されるメーリングリストを校内や市町の研究グループで共有している事例も伺ってい

る。また、学校の研究課題に協調学習を取り入れて下さっている学校もいくつか登場しつつある。中

でも飯塚市立片島小学校は、研究推進員と学校長を中心に協調学習の研究を推進し、校内のすべての

学級で知識構成型ジグソー法を用いた検証授業を実践して下さったとの報告をいただいている。こう

いったローカルなコミュニティレベルでの取組は、必ずしもCoREFが把握していないところで起こっ

ている。より正確な実態については、本節第3項に掲載した各市町の研究推進担当者による報告を参照

いただきたい。しかし、実態としては、時に自治体の枠を超え、研究推進担当者も把握できていない

レベルで、協調の授業づくりは広がっていると感じている。

次年度以降、「新しい学びプロジェクト」は、自治体間の連携を基盤として継続的に発展していくた

めの新たな方向性を模索していくことになる。基本的には、それぞれの参加自治体がその時々のニー

ズや体力に応じて参加形態を選択することを保障するより自由度の高い研究連携となる。CoREFは、

ウェブ上の協調学習の授業づくり研究の場を提供することを中心に、より弾力的な関わりを行ってい

くことになる。新しい学びのゴールに向けて、協調学習の授業づくりを中心としたローカルなコミュ

ニティ同士の緩やかな研究連携ネットワーク、その構想は新しい一歩を踏み出したのである。
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図１：研究連携のネットワーク・モデル



（２）2年間の事業の総括

広島県安芸太田町教育長 二見 吉康

① 新しい学びプロジェクト概要

平成21年春、東京大学から「大学の研究知を小中学校現場で実践に移したい。」との要請をいただき、

そこで出会ったのが新しい授業方法「協調学習」であった。そこから2年間の事業として、東京大学と

全国の市町が参加する「新しい学びプロジェクト」が始まった。前代表 日渡円氏（当時五ヶ瀬町教

育長）が中心となって、各地でこのプロジェクトの構想と研究への参加を呼びかけた。平成22年春、

和歌山県有田市、有田川町、広島県安芸太田町、福岡県香春町、熊本県南小国町、大分県竹田市、宮

崎県宮崎市、国富町、五ヶ瀬町の9つの教育委員会で構成することとなり、東京大学において参加する

6県9市町教育長、担当者が集い研究組織の在り方や方向性を決定した。

協調学習」は理論的に開発されたが学校現場での実践は行われていなかった。大学における研究知

と小中学校における教育実践という共同の作業こそが「新しい学びプロジェクト」である。「新しい学

びプロジェクト」は市町教育委員会が連携しながら、協調学習の考えに基づいた研究・実践を行い、

各教科における実践モデルを作成することを研究のねらいとした。そこで、研究期間を平成22年度・

平成23年度の2年間として、研究する教科は国語科、社会科、算数・数学科、理科の4教科とした。こ

の4教科について、参加する市町教育委員会の学校から、教諭を「研究推進員」として指名し、各教科

ごとに東京大学に指導のもとに研究を進めてきた。

研究推進員は、常時メーリングリスト等を活用しながら研究を進め、定期的に東京大学等に集まる

ことにより実践的な研究と体系化の作業を進めてきた。この研究推進員が1年間進めてきた「協調学習」

の32のリソース集としてまとめられた。

平成23年2月、「新しい学びプロジェクト平成22年度報告会」を開催した。

平成23年春、報告会に参加した市町から次年度の参加の申し入れがあり、今年度の参加自治体は19

市町・県立学校となった。

愛知県高浜市、和歌山県有田市、有田川町、湯浅町、広川町、兵庫県加西市、島根県浜田市、津和

野町、広島県安芸太田町、福岡県香春町、飯塚市、大分県竹田市、九重町、豊後高田市、熊本県南小

国町、宮崎県宮崎市、国富町、五ヶ瀬町、宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校である。

平成23年度の教科の担当割り振りは表2のとおりである。

表２：Ｈ23年度の教科の担当

教 科 担 当 市 町 等

国語科 湯浅町 広川町 高浜市 香春町 九重町 豊後高田市 南小国町
五ヶ瀬町 都城泉ヶ丘附属中学校

社会科 有田市 有田川町 高浜市 九重町 南小国町 五ヶ瀬町 津和野町

算数・数学科 浜田市 安芸太田町 飯塚市 竹田市 豊後高田市 宮崎市 五ヶ瀬町

理 科 安芸太田町 竹田市 五ヶ瀬町 国富町 都城泉ヶ丘附属中学校

② 組織

平成23年度「新しい学びプロジェクト」連絡協議会の組織は次のとおりである

・全体代表 安芸太田町教育長 ・副代表 香春町教育長

・全体事務局 安芸太田町 ・九州地区事務局 九重町 ・和歌山地区事務局 有田川町
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また、市町教育委員会担当者の中から4名の各教科担当者を配置し各教科の研究の運営に当たった。

③ 運営体制

研究推進員は、今年度も常時メーリングリスト等を活用しながら研究を進め、定期的に集まって研

究を行うが、東京大学に限定せず、教科ブロックを中心に近距離での集合をめざし、時間と経費の節

減に努めた。研究・実践は、教科別、小中別など柔軟に行うこととした。

また、研究推進員の補助的な活動やリソースの教材を追試で授業するなどの協力を目的としてサ

ポーター制度も取り入れた。

④ 2年間の成果と課題

・参加市町が9から19へと倍増し、協調学習を推進する地域を拡大することができた。

・研究推進員の尽力により、年度当初から実践が行われ、小・中合わせて100を超える実践のリソース

集としてまとめることができ、平成24年2月報告会（2年次）において各教科の実践を共有すること

ができた。

・授業の指導案及びエキスパート資料、ワークシート等をセットにしてまとめたことによりCoREFサ

イトに訪れた方々が追試できる条件が充実した。

・協調学習が参加市町の教育実践にもたらしたものは次のことが考えられる。

ア これまでの学力観を見直し、子どもたちの主体的な学びから、「活用できる知識」が獲得される

という視点に立った授業改善につながる。

イ エキスパート活動・ジグソー活動・クロストークは、学習指導要領に示されている「言語活動

の充実」に果たす役割が大きい。

ウ 授業の指導案及びエキスパート資料、ワークシート等の作成の過程こそが、教材分析や題材の

理解につながり、教師の指導力向上に資する。

⑤ 来年度への展望

・「協調学習」という新しい学習のとらえ方を基礎にして「活用できる」学習の成果の評価方法を探っ

ていく努力も必要である。

・メーリングリスト等を活用するだけでなく、映像会議システム等も活用し遠隔地からの授業参観・

研究協議等の場も進める工夫が必要である。

・CoREFの研究連携事業としての2年間の事業終了後に、各自治体内及び自治体間連携の取組として、

「協調学習を引き起こす授業づくり」が発展的に拡張できるよう仕組み作りが必要である。自立し

た自治体の連合組織を確立し、東京大学と連携した研究を推進することも視野に入れる必要がある。

（３）プロジェクトへの提言

兵庫教育大学 教授 日渡 円（前宮崎県五ヶ瀬町教育長）

ポスト近代の教育・学習として言われていることがある。それは、これまでの物質主義的な19・20

世紀型教育と近代化装置としての学校。平たく言うと、これまでの学校は、近代化・工業化に必要な

知識の習得、階層的職場（工場）での指示遂行力と一斉行動力を育成することを目標とし、その教育

内容は、生産者の観点から、平均的な能力と知識を子どもに効率的に授与・伝達するために編成され、

指導方法は黒板への板書による一斉かつ一方向のレディ・メイド型授業が中心であった。近代化の拠

点として学校は知識伝達の専門職である教員を中心に構成され、国の法令と指示に基づいてガバナン

スされ、社会は子どもの教育を学校に委託してきた。
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これに対しこれからの学校は、知識文明を目指した学びの創造と学びの共同体としての学校になら

なければならない。物質的な豊かさを追求する大量生産・大量消費の時代の終焉と、グローバル化・

知識基盤社会の到来の中で、我が国が勝負できる価値はハードからソフトへの移行である。学校にお

いては、一人ひとりの自発的創造力を高めるともに、立場の異なる人々とのコミュニケーション力や

協働（コラボレート）する力を主体的に学びとる教育への転換（学びのイノベーション）が必要であ

る。

新しい学びプロジェクト」は、協調学習を通じて、学びの転換を教師が起こす方法として、教師側

の教えの転換（教えのイノベーション）である。教師の教えのイノベーションは、教師一人ひとりの

気づきから始まるが、教師が長く続いた教授方法から脱皮できないように、教育行政も脱皮できない

でいた。年を追うごとに「新しい学びプロジェクト」への参加自治体も増えてきたが、まだまだ自発

的で創造的な集団とはなり得ていない。

地方分権化が進んではいるが、地方分権とは権限と責任が一体のものとして移譲されることであり、

ナショナルスタンダードとローカルオプティマム（その地域にとって最適な環境・方法）であるが、

今こそ地方教育行政は、教育の世界における地方分権とは何であるかをしっかりと見据えて、ローカ

ルオプティマムを探す必要がある。言い換えると、それぞれの地域で責任を持って最適な学びの環境・

方法を見つけることである。

協調学習が最適なものであると断言することはできないが、少なくとも、「新しい学びプロジェクト」

は、一律、画一、一斉に対して新たな提案を模索している研究であることには間違いない。これまで

は、東京大学の支援を受けて、その支援の中で研究を進めてきたが、これからは、全国のいろいろな

地方自治体がそれどれ特色のある行政施策を実施しているように、教育委員会も学びの形を作り出す

必要がある。前述したように、グローバル化が進む現在、イノベーションを起こさなければ日本はた

ち行かなくなる。中教審の報告の中でも再三再四一斉授業からの脱却が言われている。学びのイノベー

ション（教えのイノベーション）を起こすグループとして、その組織運営を主体的に行うことはもち

ろん、自信を持ってこれからも研究を深め、参加自治体を増やしていく必要がある。
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（４）各市町取組の紹介

愛知県高浜市

基本データ（平成23年度）

人 口 43,482人 面 積 13㎢ 学 校 数 小学校 ５ 校・中学校 ２ 校

思いやり、支え合い、手と手をつなぐ大家族たか

はま。愛知県のほぼ中央に位置し、「三州瓦」の産

地としても有名。日本最大の瓦の産地。

児童・生徒数 児 童 3,024 名・生 徒 1,456 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 156 名・ 197 名

中学校 86 名・ 103 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 岸 上 善 徳 参加年度 平成 23 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

平岡香澄教諭

国語・中学校

間瀬智広教諭

社会・小学校

研究推進担当者 鈴木 剛 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 ２ 回

その他（推進員） ２ 回

その他（全教員） ４ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0566-52-1111(345)

Ｅmail gakkou＠city.takahama.lg.jp

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

知識注入型の授業が多く、子どもたちが、「考え、判断する」場面、すなわち人間が人間として生き

ていくために必要な「考え、判断する力」を育む場面が設定されていない授業が少なくない。このよ

うなことを考えていた時に知ったのが、本プロジェクトが推し進める協調学習という手法である。学

校教育現場において、そうあってほしいと願う子どもたちの姿を、意図的に引き出すことのできるこ

の学習法に取り組みたいと考えるに至った。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

今年度は、研究推進員から在籍校の先生方にこの学習法を知ってもらう、この学習法による子ども

たちの姿を見てもらうことに主眼をおいた。活性化した授業。主体的に課題に取り組み、仲間とかか

わろうとしている子どもたちの姿、人ごとでなく自分のこととして聴こうとする姿、建設的な発言を

する姿等が見られ、先生方に、教材研究と、このような子どもたちの姿を引き出すことができるよう

な授業を構想しなければならないという思いをもってもらうことができたと考える。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

本年度は小学校1校、中学校1校にそれぞれ研究推進員を1名ずつ配置した。研究推進員による協調学

習の授業を市内教職員への公開授業と位置づけ、市内の先生方に協調学習による授業を周知した。さ

らに研究推進員の授業に学び、また、研究推進員が指導者になって、協調学習の授業が構想・実践さ

れた。研究推進員以外の教師によって、今年度は社会、数学、理科、体育の授業が実践された。参加

2年目となる来年度はさらに市内の先生方への周知と、授業構想、実践をふくらませていきたいと考え

ている。

18

平成23年度活動報告書 第２集



兵庫県加西市

基本データ（平成23年度）

人 口 47,491人 面 積 150.95㎢ 学校数 16 小学校 11 校・中学校 ４ 校・特支 １ 校

加西市は播州平野の中央に位置し、古くから交通

の要衝である。教育では「新しい時代を切り拓く

こころ豊かな人づくり」を目指している。

児童・生徒数 児 童 2,543名 名・生 徒 1,381 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 191 名・ 200 名

中学校 142 名・ 146 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 永 田 岳 巳 参加年度 平成 23 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

多田俊朗教諭

国語・小学校

高井邦彰教諭

算数・小学校

研究推進担当者 塩見 善則 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 ３ 回

その他（推進員） ０ 回

その他（全教員） ０ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0790-42-3723

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

兵庫教育大学の日渡教授よりCoREFの取組の紹介があり、加西市の子どもたちのコミュニケーショ

ン能力向上・学力向上に効果があると判断し参加した。

小中学校における授業の更なる充実と不登校対策が課題である。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

本市は23年度からの参加であるが、推進員を中心に小学校の国語と算数で取り組んだ。

協調学習では児童の反応は大変良く、効果的と思われるが、授業の段取りにまだまだ時間を要する。

ただし、研究推進員は意欲的に取り組んでおり、授業力向上につながっていると思われる。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

現在は、2人の研究推進員が所属する学校を中心に研究活動を展開している。徐々に、その2校では

研究グループやサポート体制が整いつつある。

本年度、上記の2校では、校内研修として、「協調学習」を取り上げ、研究授業やジグソー活動の講

習を実施した。

来年度は、研究グループの拡大と活動の充実に取り組んでいきたい。
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和歌山県有田市

基本データ（平成23年度）

人 口 31,416人 面 積 36.92㎢ 学 校 数 小学校 ７ 校・中学校 １ 校

日本一古い稲荷神社、徒歩漁法による鵜飼、有田

みかんや太刀魚の水揚げ量全国一を誇る箕島漁港

等、黒潮かおる文化の市である。

児童・生徒数 児 童 1,679 名・生 徒 908 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 123 名・ 126 名

中学校 80 名・ 87 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 田 中 政 彦 参加年度 平成 22 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

髙垣和生教諭

社会・中学校

南畑好伸教諭

社会・中学校

研究推進担当者 指導主事 福田 孝 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 ２ 回

その他（推進員） ０ 回

その他（全教員） ０ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0737-83-1111

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

平成22年2月に東京大学で実施された「CoREFとの研究連携第1回連絡協議会」に出席し、本プロジェ

クトの趣旨に賛同した。協調学習は、平成18年度の教育基本法の改正に始まる教育改革への対応と、

本市の課題である児童生徒の自尊感情を高める上で非常に効果的であると考えた。さらに、9市町が連

携をとりながらプロジェクトに参画することによる相乗効果が期待できたことから、参加するにい

たった。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

平成22年度の研究推進員は、髙垣教諭1名であったが、隣接する有田川町に勤務する面矢教諭と共同

して研究に取り組み、公民的分野における実践を行った。平成23年度は、髙垣教諭に加え、中学校社

会科研究推進員として南畑教諭が参加し、２人体制で研究に取り組んだ。そして、11月に南畑教諭が、

12月に髙垣教諭が公開研究授業を実施した。南畑教諭の公開研究授業では、停滞しがちなクロストー

クを活発にするために発問を工夫した。髙垣教諭の公開研究授業では、今まで取り組んだ授業の反省

から、生徒が学びに向かう意欲を高めるように、授業デザインや各活動に工夫を加えた実践を行った。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

本市は、中学社会科を重点的に研究した。その結果、社会科における協調学習のめざす方向性が明

らかになってきた。来年度は、小学校において協調学習の研究に取り組みたいと考えている。
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和歌山県有田郡湯浅町

基本データ（平成23年度）

人 口 13,625人 面 積 20.80㎢ 学 校 数 小学校 4 校・中学校 1 校

和歌山県の中北部に位置し、湯浅湾はアジ・サバ・

シラスの漁場であり、古くは熊野古道の宿場町と

して栄え、醤油発祥の地でもあります。

児童・生徒数 児 童 686 名・生 徒 383 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 62 名・ 75 名

中学校 34 名・ 38 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 垣 内 貞 参加年度 平成 23 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

南 紳也教諭

国語・小学校

研究推進担当者 川口 厚之 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 １ 回

その他（推進員） ０ 回

その他（全教員） ０ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0737-63-1111

Email sidou2＠yuasa.ed.jp

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

隣接する有田市と有田川町の取組を知り、先進市町と連携した取組が可能で、指導方法の工夫改善

や教員の意識改革等に有効であると判断して本プロジェクトに参加した。

本町の教育課題の中心は、児童生徒の学力向上である。近年、少しずつではあるが、全国的な調査

と比較しても改善の傾向にあるものの、まだまだ十分なものにはなっていない。特に、児童生徒の表

現力やコミュニケーション力に課題が多く、新学習指導要領でも重視されている言語活動を普段の授

業においていかに充実させていくかが喫緊の課題である。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

国語科で1名を研究推進員とし、校内においては研究推進員が所属している高学年を中心に管理職の

指導のもと、協調学習の実践研究を進めてきた。当該校は2年前から国語科における伝え合いを中心と

した学習指導の研究を進めていたことから、今回の研究推進が学校にとっても新しい切り口となり、

教職員の視野が広まったと言える。取組としては、まだこの1年だけのものであることから、研究推進

員を含めてまだまだ協調学習についての理解が十分でないことから、他の実践事例からさらに学ぶべ

き点が多いと考える。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

今後は、協調学習の手法を他校へも伝達し、授業改善の新しい切り口として、共通理解を図りなが

ら推進していきたい。その場合、近隣市町と連携しながら研究推進員を中心に、学力向上に向けた取

組へとつなげていきたい。
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和歌山県有田郡広川町

基本データ（平成23年度）

人 口 7,760人 面 積 65.31㎢ 学 校 数 小学校 3 校・中学校 2 校

広川流域に位置し、歴史と教育の町、広川町。「稲

むらの火」により、津波から村人を逃がした濵口

梧陵翁。防災で全国をリードしている町です。

児童・生徒数 児 童 422 名・生 徒 205 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 59 名・ 60 名

中学校 20 名・ 24 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 山 口 政 明 参加年度 平成 23 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

榎本さち教諭

国語・小学校

研究推進担当者 畑屋 好之 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 １ 回

その他（推進員） ２ 回

その他（全教員） ０ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0737-63-1122（内線262）

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

有田市、有田川町の実績を聞き、授業の工夫改善や教員の意識改革等に有効であると判断して本プ

ロジェクトに参加した。

落ち着いた教育環境の中で学校教育が展開できている。学力テスト等ではまだまだ課題も大きいが、

教師と子供が一緒になって取り組んでいる。子どもの学習意欲を大切にした出力型の授業の必要性を

教職員で共有し、指導の工夫改善への意識を高める必要がある。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

研究推進員を中心に協調学習の実践研究を進め、当該教員の指導力向上がみられる。また、当該所

属校において、学校研究課題と協調学習の取組の接点が明確になりつつある。子どもの実態に応じた

授業展開の工夫がなされてきた。

今後は、積極的に実践研究に取り組み、多くの教員が協調学習の良さを知るようにする必要がある。

そのうえで実践する教員を多く育成するとともに、授業改善への気運を一層高めていく必要がある。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

研究推進員を軸にして協調学習について学ぶ場を作っている。近隣市町教育委員会と連携し実践研

究や交流を進めている。

来年度も、他市町との連携や交流を図りながら研究推進員を軸に取組を推進し、人材育成とともに

授業改善への意識の向上を図っていきたい。
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和歌山県有田郡有田川町

基本データ（平成23年度）

人 口 27,871人 面 積 351.77㎢ 学 校 数 小学校 15 校・中学校 5 校

有田川流域に位置し、柑橘栽培が盛んな地域で、

人や自然、産業、伝統文化など様々な「きらめき」

を感じることができる魅力ある町です。

児童・生徒数 児 童 1,533 名・生 徒 871 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 190 名・ 200 名

中学校 101 名・ 112 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 楠 木 茂 参加年度 平成 22 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

面矢和弥教諭

社会・中学校

川口勝寛教諭

社会・小学校

研究推進担当者 川岸 俊夫 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 ４ 回

その他（推進員） ６ 回

その他（全教員） ８ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0737-52-2111

Email kawagishi.t＠aridagawa-town.ed.jp

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

和歌山県教育委員会主催の研修会にて宮崎県五ヶ瀬町の取組を拝聴し、授業の工夫改善や教員の意

識改革等に有効であると判断して本プロジェクトに参加した。

本町においては、落ち着いた環境の中で学校教育が展開でき、学力テスト等では成果も十分に見取

れるが、古典的な入力型の授業が依然多く見られる。子どもの学習意欲を大切にした出力型の授業に

よる教育効果を重視し、指導の工夫改善を図っていく必要がある。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

研究推進員を中心に実践研究を進め、当該教員の指導力が向上するとともにリーダー的資質も高

まった。また、研究推進員の所属校においては、協調学習の取組を起点に授業改善への意識が高まっ

ている。加えて、校長会や学校訪問等で本取組を紹介する中で、校内研修において協調学習の手法を

導入した授業研究を行う学校も見られるようになった。

今後は、積極的に実践研究に取り組むリーダー的教員を多く育成しながら授業改善への気運を一層

高めていく必要がある。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

研究推進員を軸に協調学習について自主的に研修する研究会を立ち上げ、取組の推進を図るととも

に、近隣市町教育委員会と連携し実践研究や交流を進めている。

来年度も、近隣市町との連携や交流を図りながら研究推進員を軸に取組を進め、人材育成とともに

授業改善に広く反映させていきたい。
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島根県浜田市

基本データ（平成23年度）

人 口 59,798人 面 積 689.60㎢ 学 校 数 小学校25校(内1分校)・中学校 9 校

全国に誇れる海、山などの美しい自然と石見神楽

や石州半紙などの伝統文化を有し、人と文化と自

然との調和のとれた県西部の都市です。

児童・生徒数 児 童 2,906 名・生 徒 1,507 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 338 名・ 355 名

中学校 176 名・ 193 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 山 田 洋 夫 参加年度 平成 23 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

佐々木挙匡教諭

算数・小学校

研究推進担当者 大坂 吉二 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 ２ 回

その他（推進員） ２ 回

その他（全教員） ０ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0855-25-9710

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

以前講演講師をお願いした日渡円五ヶ瀬町教育長(当時)の紹介、及び五ヶ瀬町視察を行った浜田市

議会総務文教委員会の紹介により、教育委員会事務局員が平成22年度の報告会に参加した。浜田市で

は、基礎的な知識・技能を活用する思考力・判断力・表現力等に課題があり、本プロジェクトが有効

であると考えた。報告を受け、浜田市教育委員会として平成23年度より参加することを決定した。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

研究推進員1名が、東京大学で開催された研修会に参加し、小学校算数科での取組を進めた。7月に

「合同な図形」、12月に「四角形と三角形の面積」の公開授業を行った。7月の実践の反省をもとに、

児童の思考を大切にしたエキスパート活動の課題設定を行うこと、視点を明確にしたジグソー活動、

クロストークを行うことで、目的意識のはっきりした授業が展開されたと感じている。エキスパート

活動での課題設定の仕方、ジグソー活動の在り方やクロストークとの関係性等、今後の課題として取

組む必要のあることが多いが、創り上げていく喜びを大切にして取組を進めていこうと考えている。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

浜田市では、研究推進員の所属する学校と研究推進員の自主研修サークルに頼ることが大きく、市

としての取組に発展させる必要があると考えている。12月の公開授業には、市議会議員の参加が6名、

他校からの参加が9名あり、発展性を感じている。研究推進員を2名にしてプロジェクトに参加するこ

と、研究推進員をサポートする体制を作っていくことを課題として、取組を進めていこうと考えてい

る。
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島根県鹿足郡津和野町

基本データ（平成23年度）

人 口 8,486人 面 積 307.09㎢ 学 校 数 小学校 6 校・中学校 3 校

文豪 森鷗外や哲学者 西周などの先人を輩出し、

七百有余年の歴史を持つ、山陰の小京都と呼ばれ

ている町です。

児童・生徒数 児 童 299 名・生 徒 181 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 51 名・ 55 名

中学校 41 名・ 43 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 本 田 史 子 参加年度 平成 23 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

日野晶子教諭

国語・中学校

大野常馬教諭

社会・中学校

研究推進担当者 清水 浩志 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 ０ 回

その他（推進員） ２ 回

その他（全教員） ０ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0856-72-1854

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

島根県が行う学力テスト結果からも町内の小中学生の学力向上が充分図られていない状況の中、今

年度、広島県安芸太田町を訪問し、協調学習の効果を実感し、その学習効果を取り入れるため参加し

た。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

今年度より町内2中学校に研究推進員を配置し、取組を行った。年度途中からの参加ということもあ

り、公開授業のレベルまでは到達しないが、試行実施的な授業は行ったところである。

そのような中でも、生徒たちがお互いの資料をもとに考え、学び合うという「ジグソー法」での学

習の手ごたえは感じられた。また、他者との意見交流により考えの深まり、読み取りを実感している

生徒、読み取りに対する興味・関心を強めた生徒が多く、主体的に学習に取り組む生徒が多くなる成

果があった。ただ、授業者自身が協調学習の方法を十分に身につけていないため、通常の話し合い活

動との区別化が図れていないことや、研修に参加して授業を参観した教員のみの理解にとどまってい

る現実がある。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

今年度途中からの参加ということもあり、取組について模索している状態である。

2中学校の国語科と社会科で研究推進員として取り組んでいるが、今後相互に情報交換を行いながら

校内で広めていく。その結果、3人組の話し合い活動を他教科に広めていくことが出来ればより効果が

生まれると感じている。また、今後は中学校のみならず町内の小学校にも取組を広げて行いたいと考

えている。
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広島県山県郡安芸太田町

基本データ（平成23年度）

人 口 7,480人 面 積 342.25㎢ 学 校 数 小学校 7 校・中学校 3 校

全小中学校が小規模校（小4校は複式学校）であり、

学力も一定程度定着しており、活用する力、コミュ

ニケーション能力の育成に取組んでいる。

児童・生徒数 児 童 265 名・生 徒 175 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 61 名・ 65 名

中学校 41 名・ 50 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 二 見 吉 康 参加年度 平成 22 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

粟津政夫教諭

数学・中学校

亀岡圭太教諭

理科・中学校

萩原英子教諭

算数・小学校

研究推進担当者 川上 克己 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 ６ 回

その他（推進員） ０ 回

その他（全教員） ４ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0826-22-1212

Email k.kawakami＠akiota.jp

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

本町の児童生徒は基礎的・基本的な学力は、一定程度定着している。知識・技能を活用する力、主

体的、自律的な学習習慣や学習意欲、コミュニケーション能力・人間関係力の育成を参画した。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

学習活動の活性化、児童生徒実態に基づくグルーピングや授業構成等に効果的であった。とりわけ、

児童生徒のアンケート回答からも楽しんで授業を受けていることが窺え、その後の理解に効果がある

ことが分かった。加えて、「協調学習」を引き起こす学びの創造が生徒指導（積極的生徒指導）の側面

にも効果があると感じる。また、小規模複式学級の3人あるいは2人でも「協調学習」は取り入れられ、

課題解決や複式授業の間接指導の充実につながる可能性を感じている。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

平成22年度は、中学校数学科及び理科において各1名ずつ研究推進員を任命し、副代表教育長・事務

局次長を本町が担った。平成23年度は小学校算数科へも1名の研究推進員を任命するとともに代表教育

長・事務局長を担い、より多くの研究推進員との教材づくりや組織マネジメント、町内外も含め公開

授業や実践報告により「協調学習」の成果の波及と取組の発信を行なった。
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福岡県飯塚市

基本データ（平成23年度）

人 口 132,418人 面 積 214.13㎢ 学 校 数 小学校 22 校・中学校 12 校

飯塚市は福岡県中部に位置する市である。筑豊三

都一つ。筑豊で最大の人口を擁し、筑豊の政治・

経済の中心機能を持つ都市である。

児童・生徒数 児 童 6,724 名・生 徒 3,360 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 451 名・ 470 名

中学校 282 名・ 297 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 片 峯 誠 参加年度 平成 23 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

水谷隆之教諭

算数・小学校

橋爪英雄主幹教諭

数学・中学校

研究推進担当者 指導係長 石井 幸子 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 ３ 回

その他（推進員） ２ 回

その他（全教員） 13 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0948-22-0380(内)334

Email s-isii38＠city.iizuka.lg.jp

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

同じ筑豊に位置する福岡県香春町は本プロジェクトに平成22年度より参加されている。政治・経済

はもとより、教育面においても筑豊の中心的機能を果たす役割を求められている本市に、この香春町

の荒木教育長を通じて協調学習の話があった。飯塚市がめざす教育『未来の飯塚市を担う「かしこく」

「やさしく」「たくましい」子どもの育成』のための中心的な手立てとして、この協調学習は必要不可

欠であるという本市片峯教育長の決断によりプロジェクトに参加する運びとなった。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

（成果○ 課題▲）

○平成23年11月25日（金）に、算数部会の公開授業研究会を片島小学校で開催した。研究推進員の

水谷教諭が代表授業を行い、県内外より約40名の参観があった。

○東大からも2名、県外からも8名の研究推進員に参加していただき、協調学習についての協議を深

めることができた。

▲中学校では教科の枠があるため、他教科への広がりが課題である。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

１.研究組織 平成23年5月2日（月）飯塚市コンソーシアム推進会議開催（11名参加）

２.市独自の取組

平成23年4月15日（金）校長研修会開催…指導係長による協調学習の概要説明。

平成24年2月14日（火）教頭研修会開催…片島小森山校長による協調学習の講話。

３.来年度の方向性

研究推進員の在籍する片島小学校と飯塚第一中学校を、飯塚市教育委員会研究指定・委嘱校とし

て指定し、市内外の教職員対象の研究発表会を平成24年11月に計画している。算数部会の代表授業

も立候補する予定である。
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福岡県田川郡香春町

基本データ（平成23年度）

人 口 12,337人 面 積 44.56㎢ 学 校 数 小学校 4 校・中学校 2 校

旧産炭地域である。五木寛之氏著『青春の門』の

書き出しに「香春岳は異様な山である」と紹介さ

れている。セメント産業でも栄えた町。

児童・生徒数 児 童 566 名・生 徒 263 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 57 名・ 71 名

中学校 27 名・ 36 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 荒 木 博 史 参加年度 平成 22 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

宮成 努教諭

国語・小学校

高瀬美智也教頭

国語・小学校

研究推進担当者 秋元 定憲 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 ３ 回

その他（推進員） ０ 回

その他（全教員） ０ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0947-32-8409

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

平成20年度に「学校の統廃合問題」で宮崎県五ヶ瀬町に教育視察に行った。その後、日渡円教育長

（当時）の五ヶ瀬町の教育ビジョンに学び、連携をとりながら研修をさせていただいている。香春町

の教育課題は①学力向上を目指すこと②体力の向上に努めること③規範意識の確立を目指すなどの3

つの教育課題を定めて取組を進めている。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

国語科の授業の中で協調学習の取組を進めてきたが、言語活動の充実を目指している教科の学習で

は有効であった。特に、読み、書き、自分の意見を述べるという授業を進めることで、判断力、思考

力、表現力がつくと確信している。全国学力調査の教科の「活用」力をつけるためには、確かに効果

的な学習である。課題としては、教材研究を入念に行い、学習指導法にも工夫が求められる「協調学

習」は、児童生徒の実態、教師の熱意、教師の意欲からなかなか進まない。また、初めから無理だと

思っている教師が多い。事務局の推進活動にも問題があると反省している。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

香春町では、勾金小学校の宮成努教諭が中心で研修をしたり、公開授業などの実践をしたり、県外

の他市町村の研修に参加したりして研修を深めてきた。しかし、平成23年7月上旬に勾金小学校の教師

が水難事故で急死した。その教師の人権・同和教育の担当の職務も教務主任の職務も兼任して行って

いる。それで、多忙な業務の中で授業を行うことが困難な状況が出てきている。したがって、現在は、

校長、教頭が代表となって「新しい学びのプロジェクト」の研修会に参加している状況である。今後

は、新しいメンバーで研究推進を行うように計画を進めている現状である。
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熊本県阿蘇郡南小国町

基本データ（平成23年度）

人 口 4,534人 面 積 115.9㎢ 学 校 数 小学校 3 校・中学校 1 校

「日本で最も美しい村」連合に加盟し、美しい農

山村の景観や文化を守る活動をしている。温泉を

中心とした観光にも力を入れている。

児童・生徒数 児 童 195 名・生 徒 108 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 30 名・ 37 名

中学校 14 名・ 17 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 武 田 邦 典 参加年度 平成 22 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

原島秀樹教諭

社会・中学校

廣津望都教諭

国語・小学校

研究推進担当者 倉岡 巧 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 ４ 回

その他（推進員） ７ 回

その他（全教員） １ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0967-42-0047

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

○ 平成21年度に五ヶ瀬町の日渡教育長（当時）に来町いただき、教育長、事務局長、倉岡が平成22

年度から協調学習に関する研究を東京大学と連携し推進していくという話を伺った。その後、3名で

検討し、プロジェクトに参加することを決定した。

○ 確かな学力の定着が本町の最大の教育課題である。特に、コミュニケーション能力に課題がある。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

○ 本町には、全教職員が加入している南小国町教育研究会が組織されている。研究部会の一つであ

る「学力充実」に協調学習研究推進を位置づけている。平成22年の教育研究会総会において、研究

推進担当者が「協調学習の考え方を取り入れた授業展開」というテーマで講話をした。23年度の総

会において、原島研究推進員が社会科における協調学習の考え方を取り入れた授業実践について話

をした。

○ 協調学習の考え方を取り入れた授業展開については、町内の先生方には理解していただいた。ま

た、公開授業を参観した先生方から「中学1年生で、あれだけのまとめる力が育っていることに驚き

ました。自分の考えを相手に伝えて、更に伝える力や自分の考えを深める活動は、後々、自分と仲

間の結びつきに役立つものと思います。」等の感想をいただいた。

○ 協調学習の良さは理解されてきたと考えるが、授業実践の広がりがまだまだである。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

○ 来年度も参加する予定である。教科は、社会科と国語科を引き続き考えている。
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大分県竹田市

基本データ（平成23年度）

人 口 25,232人 面 積 477.7㎢ 学 校 数 小学校 13 校・中学校 6 校

南に祖母連山、北に久住連山を仰ぎ、大自然に囲

まれた名水の里。「荒城の月」の岡城跡や久住高原

をはじめ幾多の温泉で有名な市。

児童・生徒数 児 童 937 名・生 徒 491 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 127 名・ 137 名

中学校 60 名・ 74 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 吉 野 英 勝 参加年度 平成 22 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

渡邊久美教諭

算数・小学校

堀 公彦教諭

理科・中学校

研究推進担当者 指導主事 和田 三成 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 10 回

その他（推進員） ０ 回

その他（全教員） ５ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0974-63-4833 竹田市教育委員会

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

竹田市の課題である①学習意欲の向上②活用力③コミュニケーション能力の向上を図るために、旧

態依然とした教師主導の授業から、子ども主体で言語活動の充実を図った授業、全員の子どもが参加

し、子どもの声でつくる学びあいのある授業へと転換を図るための有効な教育手法と考え、「協調学習」

を取り入れていくことが、竹田市の子どもの生きる力をはぐくむ上で必要だと考えたから。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

○2年間の取組で竹田市内の教師はもちろん、県内のたくさんの教師や指導主事等に「協調学習」につ

いての理解を深めることができた。

○「理科」「算数」だけでなく「国語」や「英語」「道徳」等他の教科や領域での実践も広がってきた。

○「協調学習」を自主的に校内研修に取り入れる学校もでてきた。

○「協調学習」の実践の共有化を図るためのデータベース化を図ることができた。

●「協調学習」の各活動の充実を図り、更なる学びの質の向上をめざす。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

22年度…CoREFとの連携研究員1名（中「理科」）と竹田市協調学習推進委員3名（中1名、小2名いずれ

も「理科」）で研究の推進、年3回の公開授業・研究会の実施

23年度…CoREFとの連携研究員2名（中「理科」と小「算数」）と竹田市学力向上支援教員2名（中1名

「数学」、小1名「国語」）で研究の推進、年8回の公開授業、うち年2回の研究会の実施

24年度…CoREFとの連携研究員と竹田市学力向上支援教員で研究の推進

・研究推進校への支援及び公開研究会の実施

・各学校1実践の取組→竹田市教育フォルダ（共有）への蓄積
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大分県豊後高田市

基本データ（平成23年度）

人 口 24,240人 面 積 206.64㎢ 学 校 数 小学校 12 校・中学校 6 校

「教育のまちづくり」をスローガンに掲げ、「学び

の姿」の構築を図るため、学校と家庭、地域が一

体となった教育を推進している。

児童・生徒数 児 童 1,086 名・生 徒 633 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 127 名・ 154 名

中学校 76 名・ 92 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 河 野 潔 参加年度 平成 23 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

時枝博文教諭

算数・小学校

財前由紀子教諭

国語・中学校

研究推進担当者 指導主事 小川 匡 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 10 回

その他（推進員） ８ 回

その他（全教員） ２ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0978-53-5112

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

学力に関する各種の調査から、思考力、判断力、表現力等に課題がある。課題発見・課題解決力、

論理的思考力、コミュニケーション能力や多様な観点から能力等の育成・習得が求められ、「主体的な

学びを促す場の工夫」「質を高める課題の工夫」「既習事項を他の場面で活用できる力の育成」等を協

調学習により、取り組みたいと考えた。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

（成果）講義形式ではなく、学習者が興味・関心をもつことのできる作業や活動を仕組むことにより、

主体的な学びの促進につながり、探求心が芽生えた。また、自分の考えと他人の考えとの比

較が容易になり、意見交流がスムーズに運び、自らの考えを広げ、深めることにつながり、

多様な考えができるようになった。

（課題）推進校での研修は深まってきているが、市内全教職員には広がっていない。あらゆる研修の

場で、協調学習について研修を行い、児童生徒の確かな学力の育成のため、授業力の向上に

努めていきたい。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

教育委員会主催の「学校組織マネジメントリーダー養成講座（参加者：管理職・教務主任等）」で、

三宅なほみ先生をお呼びして、「協調学習」の手法を学んだ。また、各種研修会の場で、研究推進員の

時枝教諭、財前教諭が協調学習の授業づくりの説明や実際に授業公開を行った。今後は、研究推進員

を中心に市内各校で気軽に協調学習が取り組める体制づくりを推進していきたい。また、大分県では

3市町が協調学習に取り組んでいるので、授業公開等で交流をしていきたい。
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大分県玖珠郡九重町

基本データ（平成23年度）

人 口 10,421人 面 積 271.4㎢ 学 校 数 小学校 6 校・中学校 4 校

農林業と観光の町です。国立公園や国定公園に一

部指定され「緑と自然の宝庫」です。温泉や地熱

が数多く点在する魅力あふれる町でもあります。

児童・生徒数 児 童 434 名・生 徒 259 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 63 名・ 84 名

中学校 48 名・ 59 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 古 後 粒 勝 参加年度 平成 23 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

恒任珠美教諭

国語・小学校

吉住 聡教諭

社会・中学校

研究推進担当者 小野 一信 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 ５ 回

その他（推進員） ８ 回

その他（全教員） 15 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0973-76-3828

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

平成22年度より五ヶ瀬町との交流が進み、それがきっかけとなりこの取組を知った。学力向上に向

けて、児童・生徒の興味・関心を高め、「活用の力」を伸ばすことが課題である。一人ひとりが考えを

持ち、多様な考えを交流し理解を深めていくことを目的に、このプロジェクトに参加をした。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

一人ひとりが考えを持ち、多様な考えを交流し理解を深めていく「協調学習」の学習方法が授業実

践や各種研修会を通して定着してきている。授業を通して、児童・生徒のいきいきとした姿が見られ、

学習意欲が高まっていると実感することが多い。また、授業に向けての資料作成をする中で、教職員

のつながりが深まったとの声も聞かれる。

研究推進員を2名選出し、国語科・社会科（教科担当者会）を中心に取り組んだが、算数科（2回）

や理科（1回）の公開授業も実施でき、町の研修会を開催したことで他教科への広がりを見せている。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

協調学習の研修会を下記のように実施した。

・ 7月25日：「協調学習」研修報告会（国語科・社会科担当、研究主任）

・ 8月23日：九重町「協調学習」研修会（国語科・社会科、研究主任、管理職）

次年度へ向けて、計画的・組織的な展開で、より効果的な取組につなげたいと考えている。そのため

にも、近隣の自治体との連携を図り先進的な取組に学び、授業を中心とした交流を進めたいと考えて

いる。
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宮崎県宮崎市

基本データ（平成23年度）

人 口 401,658人 面 積 644.61㎢ 学 校 数 小学校 48 校・中学校 25 校

「太陽と緑」に象徴され、温暖な気候風土に恵ま

れ、松の大樹海や亜熱帯植物の繁殖する海岸を有

する南国的色彩に富む九州の中核市

児童・生徒数 児 童 22,830 名・生 徒 10,989 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 1,392 名・ 1,434 名

中学校 847 名・ 876 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 二 見 俊 一 参加年度 平成 22 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

甲斐一陽教諭

数学・中学校

吉野了太教諭

算数・小学校

研究推進担当者 福永 弘幸 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 １ 回

その他（推進員） １ 回

その他（全教員） ３ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

Email 45gakyou＠city.miyazaki.miyazaki.jp

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

宮崎市の児童生徒の学力の実態は、諸検査において基礎的・基本的な知識及び技能の習得は概ね良

好な結果が得られているものの、課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力の育成や自ら

学習に取り組む意欲の醸成が課題としてあげられる。

そこで、宮崎市では、学び合いの中で課題解決に意欲的に取り組む児童生徒を育成するための一つ

の手段として、宮崎市教育情報研修センター研究員「算数・数学教育研究班」を中心に協調学習につ

いての研究に取り組むことにした。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

（成果）○ 授業モデルを作成したことで指導者にとって協調学習の進め方が明確になり児童生徒も

学習活動に積極的に取り組むなど学習意欲の向上が見られた。

○ 公開授業や宮崎県及び宮崎市の教育研究発表会において、協調学習の有効性を発表する

機会が得られ、多くの先生方に広く情報を提供することができた。

（課題）○ 協調学習を取り入れた学習活動の展開について、他教科での活用方法についての研究を

深めるとともに、児童生徒の発達段階に応じた小中一貫した協調学習の進め方についても

研究を進める必要がある。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

・研究組織：宮崎市教育情報研修センター研究員「算数・数学教育研究班」 6名

・研究授業：平成22年度 公開研究授業1回 研究授業1回

平成23年度 公開研究授業1回 研究授業4回
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宮崎県東諸県郡国富町

基本データ（平成23年度）

人 口 20,594人 面 積 130.71㎢ 学 校 数 小学校 4 校・中学校 3 校

宮崎市の西、清流本庄川が流れる自然豊かな町で
ある。千切りダイコンや施設園芸などの農畜産業、
世界有数の工場の立地や盛んな商業などバランス
がとれた街である。国指定史跡の古墳や歴史的な
遺物も数多く残る。人情豊かな元気あふれる街づ
くりを目指している。

児童・生徒数 児 童 1,069 名・生 徒 589 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 71 名・ 80 名

中学校 63 名・ 67 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 豊 田 畩 光 参加年度 平成 22 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

林田恭二教諭

理科・小学校

福園祐基教諭

理科・中学校

研究推進担当者 柘植 幹雄 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 １ 回

その他（推進員） １ 回

その他（全教員） ７ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0985-75-9401(教育総務課）

Email kyouiku＠town.kunitomi.miyazaki.jp

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

町の最重点教育的課題は児童生徒の学力向上であり、教員の指導力向上を図ることが求められてい

る。新たな学習指導要領では、言語活動の充実を図る指導を重視しているが、理論的かつ体系的に組

み立てられた東京大学の提唱する「協調学習」は、学校現場に取り入れることができれば、それに応

え得る授業改善の具体的方向となる。本教育研究センターではこれらのことを踏まえて、2年間の実践

的な研究を行った。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】○成果 ●課題

○ 協調学習の学習スタイルは、児童生徒に好意的に受け入れられた。

○ 協調学習が授業に使える新しい学びのスタイルとして教師に受け止められた。

○ 多くの教科、いろいろな学習段階で協調学習が有効に使えることが分かった。

○ 学習課題の設定の在り方やその意識化の重要性とともに、そこに向けた話合い活動の指導の在

り方が明確になった。

● エキスパート資料（部品）づくりに難しさがある。

● 評価（活動、ワークシート分析）は、その方法と解釈に研究と習熟が必要である。

● 子どもの認識レベルを十分把握した上で課題や資料を設定する必要がある。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

プロジェクトの理科部会に所属（小中各1名の推進員）しているが、センター研究員全員が所属の学

校で国語、社会、算数の検証授業を行った。検証授業では、国語・理科の町内研究組織と連携を図っ

た。公開授業（11月理科）には郡内理科主任も参加し、専門的な協議を進めた。研究資料は、WEB上

にデーターベース化し、要望があれば自由に閲覧・活用できるようにしている。
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宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町

基本データ（平成23年度）

人 口 4,322人 面 積 171.77㎢ 学 校 数 小学校 4 校・中学校 2 校

中山間地のデメリットと考えられていた条件を、

教育に関する「強み」ととらえた「五ヶ瀬教育ビ

ジョン」の具現化に町全体で取り組む。

児童・生徒数 児 童 226 名・生 徒 131 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

小学校 52 名・ 62 名

中学校 26 名・ 31 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 黒 木 貴 参加年度 平成 22 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

津奈木考嗣教諭

国語・小学校

大久保朋広教諭

社会・小学校

堀 真朋教諭

算数・小学校

村中田 学教諭

数学・中学校

加藤裕邦教諭

社会・小学校

研究推進担当者 澤野幸司(町教委事務局）

大久保朋広(上組小学校)

これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 ３ 回

その他（推進員） ９ 回

その他（全教員） １ 回プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0982-82-1710

Email kyoiku01＠town.gokase.miyazaki.jp

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

平成20年度より五ヶ瀬教育ビジョンにおける「学習内容に最適な学習規模で学習を行う授業システ

ム（Ｇ授業）」の実践を重ねてきた。その考えが徐々に浸透し、実践化が図られる中、課題であった日

常の授業実践の充実に資するために、協調学習の考え方を取り入れた授業づくりの研究にCoREFの支

援を受けながら取り組むことにした。その際、本町単独では多くの教科の研究を進めていくことは困

難さがあったため、協調学習の授業づくりに関心を示した他の自治体と連携し、研究推進員による研

究の成果を本町にも還元できるような体制づくりを行った。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

研究推進員及び五ヶ瀬教育ビジョンにおける協調学習研究推進部会を中心に、協調学習の考え方を

取り入れた授業づくりに向けた研修会の開催や授業公開を行うことができた。その中で、意識の高い

教職員を中心に教材分析や子どもの学びの理解について深まりが見られ、その影響が他の職員へも波

及しつつある。

ただ、授業の具体として子どもの学びの深まりが発言や対話等から強く感じられる授業づくりまで

には至っておらず、そのことが研究推進員以外の職員の実践化につながっていない原因でもある。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

本内容については、「（５）市町研究推進のモデル」で詳しく述べる。
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宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校附属中学校（宮崎県都城市）

基本データ（平成23年度）

人 口 168,965人 面 積 653.31㎢ 学 校 種 併設型県立中高一貫校

本校は開校2年目の併設型の中高一貫校である。

「質実剛健」の建学の精神のもと6年間の一貫した

教育を実践している。

児童・生徒数 中 学 80 名・高 校 840 名

教 職 員 数

(常勤・全職員)

中学校 9 名・ 9 名

高 校 69 名・ 72 名

プロジェクト研究推進に関わるデータ（平成23年度）

教 育 長 前 田 哲 司 参加年度 平成 22 年度より参加

23年度研究推進員

(教科・校種)

黒木 亨教諭

理科・中学校

三重野 修教諭

国語・中学校

研究推進担当者 玉利 勇二教頭 これまでの協調学習

実践数

（おおよその数）

公開研究授業 ３ 回

その他（推進員） ６ 回

その他（全教員） ２ 回

プロジェクトに関する問い合わせ先

TEL 0986-23-0223

【プロジェクト参加に至った経緯、市町としての教育課題】

平成22年度附属中学校開設に向けて特色ある学校づくりを考える上で、宮崎県五ヶ瀬町教育委員会

が取り組んでいた「協調学習」がとても参考になるものであった。そこで本校でも取り組むために五ヶ

瀬町教育委員会への視察や新しい学びプロジェクト報告会にも参加させていただき、新しい学びプロ

ジェクトに学校単独で参加できるようになった。本校の教育的課題は3つある。1つ目は全教育活動を

通した「心の教育」の充実、2つ目は確かな学力の向上、3つ目は家庭・地域社会との連携強化である

が、特に学力の向上を目指す上で生徒がともに学び合い学習意欲を高める授業「協調学習」の工夫・

改善に努める。

【市町レベルでの協調学習研究推進についての成果と課題】

成果としては、確かな学力の向上を図るための学習指導法の工夫・改善を図る上で、協調学習への

取組は大きな手立てとなった。協調学習の研究授業を国語科や理科で行ったが、全職員で授業研究会

を実施することで協調学習への理解が深まり、授業力の向上と生徒の確かな学力の向上となった。ま

た、生徒の話し合い活動への意欲が湧き、更なる発展へとつながっている。課題としては、教科・領

域への拡大である。

【市町レベルでのプロジェクトへの取組】

新しい学びプロジェクトは今後更なる発展を予期させる取組であることは本校の生徒の状況を見て

も間違いない。今後は本校での取組を市教育委員会や市教科主任会、市教育研究所等に広報し多くの

先生方が本校の授業研究会に参加できるよう取り組んでいきたい。また、本校は6年間を見通した特色

ある教育を推進しているが、今後は中高一貫校として高校との連携を強化し、他の県との交流も視野

に入れながら取り組んでいきたい。
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（５）市町研究推進のモデル

愛知県高浜市教育委員会>

① プロジェクト参加に至った経緯

子どもたちには、話をしっかりと聞き、自分の考えを堂々と発表できる人になってほしいといつも

願っている。なぜなら、学校で学ぶことの意味、すなわち学校のよさは、周りの生徒たちとの学び合

いを通して自分の考えを深めていけることにあると考えているからである。つまり、自分の考えと仲

間の考えを比べたり、仲間と話し合ったりすることを通して、考えを深め、自分を高めることができ

るところが学校のよさだからである。したがって話をしっかりと聞き、自分の考えを堂々と発表でき

ることは、学び合いを通して自分を高める上での大前提であるといえる。ところが入学試験を意識し

てだろうか、特に中学校では知識注入型の授業、子どもたちが、「考え、判断し、表現し、高め合う」

場面が見られない授業が少なくなかった。受け身型の授業から子どもたちが主体的に取り組む授業へ

の転換が必要であった。

以上のようなことを考えていた時に知ったのが、本プロジェクトが推し進める協調学習という手法

である。この学習法では子どもたちが自分にしか果たすことのできない役割を与えられ、その役割を

果たすべく課題を自分なりに解釈し、仲間に一生懸命伝えようとする姿が見られた。さらに別の課題

をもった仲間と自分の課題をすりあわせながらさらに大きな課題を解決していくという学び合い高め

合う姿があった。このようなことから学校教育現場において、そうあってほしいと願う子どもたちの

姿を、意図的に引き出すことのできるこの学習法に取り組みたいと考えるに至った。

② 市町としての協調学習研究の位置づけ

今年度は、参加初年度ということもあり、研究推進員の先生方に協調学習について学んでいただく

ことに重点を置くことにした。そして、この授業を学校内にとどまらず、市内教職員への公開授業と

して位置づけることで、協調学習による授業を周知すること、この2点を考えた。子どもたち本来の学

び合う姿を見てもらうことで、そのような姿を引き出すための教材研究や授業構想に力を入れなけれ

ばという切実感を持っていただきたいと考えた。

③ 今年度の実践

7月 森教諭による社会科公開授業【高浜市立南中学校】

南中学校職員が参観

9月 理科サポートメンバー教諭による授業及び研究協議会【高浜市立南中学校】

高浜南中学校全職員、市内理科部会職員、事務局が参加

＊齊藤特任助教によるご指導及び協調学習についての概要説明を同時に行う

国語科研究推進員平岡教諭による公開授業【高浜市立南中学校】

高浜南中学校職員、市内職員(希望者)、事務局が参加

10月 森教諭による社会科公開授業【高浜市立南中学校】

南中学校職員が参観

11月 社会科研究推進員間瀬教諭による公開授業【高浜市立翼小学校】

翼小学校職員、市内職員(希望者)、事務局が参加

＊飯窪特任助教よりご指導をいただく

小林教諭による体育科公開授業【高浜市立南中学校】

南中学校職員が参観
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12月 新しい学びプロジェクト国語部会関西ブロック授業研究会【高浜市立南中学校】

国語科研究推進員平岡教諭による授業及び研究協議会

関西ブロック国語部員、高浜南中学校全職員、市内教職員(希望者)、

事務局が参加

＊三宅教授、齊藤特任助教よりご指導をいただく

新しい学びプロジェクト社会科部会関西ブロック授業研究会【高浜市立翼小学校】

社会科研究推進員間瀬教諭による授業及び研究協議会

関西ブロック社会科部員、翼小学校職員・市内教職員(希望者)、事務局が参加

＊飯窪特任助教、齊藤特任助教よりご指導をいただく

森教諭による社会科公開授業【高浜市立南中学校】

南中学校職員が参観

1月 神谷教諭による数学科公開授業【高浜市立南中学校】

南中学校職員が参観

ふだんの授業ではみられない子どもたちの姿を目にして、この学習法を取り入れた授業を構想し、

実践してみたいという教師が出てきた。上記のとおり森教諭や小林教諭、神谷教諭は実際に授業を構

想・実践し、職員に公開した。

研究推進員の在籍校では、研究推進による協調学習の授業を全体授業と位置づけ、全職員で参観、

協議会をもった。同時に東京大学より三宅教授、飯窪・齊藤特任助教にもご参加いただき、ご指導を

いただくとともに、協調学習についての研修をしていただいた。

活性化した授業。主体的に課題に取り組み、仲間とかかわろうとしている子どもたちの姿、人ごと

でなく自分のこととして聴こうとする姿、建設的な発言をする姿が見られ、先生方に、協調学習のよ

さを伝えるとともに、教材研究に力点を置き、主体的に学ぶ子どもたちの姿を引き出すことができる

ような授業を構想しなければならないという思いを持ってもらうことができたと考える。

④ 来年度に向けての展望

参加2年目となる来年度は研究推進員を変更し、さらに市内の先生方に協調学習の授業の周知と、授

業構想、実践のサポートをしていきたいと考えている。さらに研究推進員在籍校を拠点にして取り組

んできた今年度の枠組みを、例えば、市内一斉授業研究会等の市町レベルでの授業研究会で協調学習

の授業を実践し、協議していきたいと考えている。

大分県竹田市>

① 竹田市の概要

大分県竹田市は熊本県や宮崎県と隣接する山間部にあり、平成17年1市3町が合併したが、平成22年

現在、人口約2万5千人、小学校13校（児童数約950人）・中学校6校（生徒数約500人）と過疎に悩む市

である。小学校は13校中6校が複式を有する小規模の学校ばかりである。田舎の子どもらしく素直で優

しい反面、人とのかかわりが少ないためかコミュニケーション能力の乏しさが叫ばれている。地域は

学校に協力的であるが、一昔前のような教育力が保たれているとは言い難い。教職員（約200人）は急

激な教育改革にとまどいながらも、目の前の子どもたちに生きる力をつけなければと真摯に実践に取

り組んでいる。

平成22年より竹田市教育委員会は地域の特性を活かし、教職員・保護者・地域・行政みんなですす
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める教育をめざした「竹田市教育のまちTOP運動（Try Original Project）」を提唱し、その推進を図っ

ている。「協調学習（ジグソー法）」はその一つの取組として、全小・中学校で進めるべき教育方法と

して掲げ、取り組んでいる。

② プロジェクト参加の経緯

全国学力・学習状況調査やPISA調査から見える日本の子どもたちの課題と同様、竹田市の子どもた

ちにおいても学習意欲の低下、基礎的な知識および活用力の不足が見られる。更に学びの基盤である

生活面に目を向けると小規模校の多い竹田市では人間関係の固定化、多様な思考や価値観を共有する

体験の不足、人間関係調整力に係るコミュニケーション能力の不足、中学校での不登校生徒の増大等

の課題があげられる。原因の一つとして旧態依然とした教師主導の授業や一部の子どもですすめられ

る授業展開等がある。

上記のような課題を克服するためには、子ども主体の授業を増やし、子どもの学びの質を高めるこ

とが重要である。言語活動および体験活動を取り入れた子どもが意欲的に取り組む授業、全員の子ど

もが参加する授業、「わかった」「できた」と子どもが納得する授業、子どもの声でつくる学びあいの

ある授業を展開し、グローバル化がすすむ今日、竹田市の子どもたちにも社会に出ても他者と交わり、

お互いの価値観を受容しあい、それぞれの異なる意見や考え・アイディアなどを交換し、ともに思考

し、協力・協働しながら課題を解決したり、新しいものを生み出したりしながら社会貢献できる力を

はぐくむ必要がある。その一つの方法として「協調学習」が竹田市の教育施策の一つとして位置付いた。

③ 協調学習研究の取組

協調学習が多様な教科・領域で幾度となく展開されることで、子どもたちに上記のような力がつい

ていくと考える。そのためには、協調学習の手法を全ての教師が知って、とにかく実践してみること

をめざす必要がある。そこで、1年目・2年目は「強調学習について知る」3年目以降は「実践する」こ

とを目標に取組をはじめた。

ａ)1年目・2年目「協調学習について知る」の取組

ア 1年目（平成22年）の取組

「理科」の協調学習の研究を「新しい学びプロジェクト」に参加しすすめ、年3回（10月・12月・

2月）の公開授業をとおして、竹田市内の各学校へ交流した。

研究組織> CoREF 〔企画〕竹田市教育委員会

〔研究〕理科推進員（1名） 竹田市推進委員（3名）

成果>・竹田市の各学校の代表に協調学習について理解させることができた。

イ 2年目（平成23年）の取組

「理科」および「算数」の協調学習の研究を「新しい学びプロジェクト」に参加しすすめ、年

8回の公開授業（内2回は竹田市「協調学習研究会」として県内へ広く公開）をとおして、竹田

市内（外）の各学校へ交流した。

研究組織> CoREF 〔企画〕竹田市教育委員会

〔研究〕理科推進員（1名）算数推進員（1名）

学力向上支援教員（国語・数学2名）

第1回竹田市「協調学習研究会」について>

6月27日（月）竹田小学校にて、小学校4年算数「がい数を使った計算」

参加者…市内小・中学校の校長・教頭・教諭 27名
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市外小・中学校の校長・教頭・教諭 6名

県教育センター指導主事 9名 その他教育委員会関係者 10名

公開授業、研究協議を行い東京大学教授三宅なほみ氏より指導・助言

成果>・竹田市の学校のほとんどの教員に理解させることができた。また、竹田市以外の市や

大分県教育センターの指導主事等たくさんの参加があった。

・小学校1校、中学校1校が校内研修として取組を開始した。

・理科、算数だけでなく国語や道徳等でも実践が始められた。

・市内の高等学校へも呼びかけ参加をいただいた。

・実践した教師や参加者が「協調学習」の有効性を実感している。

・竹田市の「協調学習」のデータのフォルダを作成し集めることができた。

課題>・「協調学習」のエキスパート活動、ジグソー活動、クロストーク活動における学習活

動の質の向上。展開、資料作り等含めて。

ｂ)3年目以降「実践する」の取組（平成24年度以降の計画 予定>）

ア 各学校で1実践以上の協調学習の実践→竹田市共有フォルダに蓄積していく。

イ 協調学習に校内研修で取り組む学校への支援を行い質の高い協調学習の推進

→公開発表の実施により成果の交流

④ 協調学習」への期待

取り組み始めた「協調学習」には限りない可能性を感じている。まさに全員参加の人権に根ざした

授業であり、言語活動の充実が図られる授業であり、子ども主体の学習意欲をはぐくむ授業である。

更に自尊感情が高揚し、他者理解が深まり良好な人間関係をもはぐくむ学習方法であると考えている。

今後もCoREF及び他市町と連携し更に研究を深めたい。

宮崎県宮崎市>

① プロジェクト参加の経緯

宮崎市の児童生徒の学力の実態は、諸検査において基礎的・基本的な知識及び技能の習得は概ね良

好な結果が得られているものの、課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力の育成や自ら

学習に取り組む意欲の醸成が課題としてあげられる。

そこで、宮崎市では、学び合いの中で課題解決に意欲的に取り組む児童生徒を育成するための一つ

の手段として、宮崎市教育情報研修センター研究員「算数・数学教育研究班」を中心に協調学習につ

いての研究に取り組むことにした。

② 宮崎市としての協調学習研究の位置付け・研究計画

宮崎市では、協調学習について平成22年度より、宮崎市教育情報研修センター研究員が2か年計画で

研究に取り組んでいる。平成22年度は協調学習に関する理論研究を中心に研究授業にも取り組み、平

成23年度は協調学習の授業モデルを構築し、様々な手立てについて検討し、数多くの授業実践を通し

て検証してきた。

また、公開授業や県・市教育研究発表会及びホームページで、県・市内の先生方に情報提供を行い

ながら、協調学習のよさを他の学校へも広めるように努めている。
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表３：Ｈ22、23年度の宮崎市の研究計画

年度 研 究 計 画

22 協調学習について理論を確立し、協調学習が有効に機能する授業の在り方を探求する。

23 協調学習が有効に機能するための多様な活用方法について、授業実践を通して検証する。

③ 宮崎市の研究組織について

宮崎市では、宮崎市教育情報研修センター研究員「算数・数学教育研究班」において、協調学習の

研究を推進した。研究班は、小学校教諭3名、中学校教諭3名で構成されており、指導主事が指導助言

しながら2週に1回2～3時間の研究会を開催した。

④ 宮崎市での研究会・研究授業等のスケジュール及び概要

ａ)研究会（平成23年度）

ア 期日及び会場 平成23年6月17日(金) 宮崎市立久峰中学校

平成23年6月18日(土) 宮崎市情報教育研修センター

イ 内容

ⅰ)1日目 平成23年6月17日(金） 研究授業・授業研究会

宮崎市立久峰中学校の甲斐教諭が研究授業（第3学年 単元「二次方程式」）を行った。授

業では、単元導入の場面において未履修の学習内容をエキスパート資料として活用したジグ

ソー法を取り入れ、その効果や展開の在り方について検証した。授業後の授業研究会では、

エキスパート資料の妥当性や班での話合いについて協議し、CoREFの齊藤、飯窪特任助教よ

り研究授業や方向性について指導助言をいただいた。

ⅱ)第2日目 平成23年6月18日(土） 研究会

研究推進員がこれまでの実践してきたエキスパート資料について協議し、協調学習が有効

に機能するための指導方法やエキスパート資料づくりの在り方について検討することができ

た。また、今後、継続して授業づくりに関する意見交換を行うためのネットワークについて

も確認することができた。
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宮崎市教育情報研修センター

研究主題 豊かな人間性と確かな学力を育む教育活動の在り方
副 題 ～学びの共有化とコミュニケーション能力の育成を通して～

教育の情報化研究 算数・数学教育研究班 英語活動・英語教育研究班

全 体 会

研究主題 児童・生徒が学び合いの中で確かな学力を身に付ける算数・数学科の学習指導の在り方

副 題 ～協調学習の考え方を取り入れた学習指導を通して～

図２：宮崎市教育情報研修センターの研究組織



ｂ)研究授業（平成22年度～平成23年度）

研究内容の有効性を検証するために、研究推進員が研究授業を行った。

表４：Ｈ22、23年度の宮崎市における協調学習の研究授業

日時 場所 授業者 学年・単元名

平成22年 9月24日(金) 宮崎市立恒久小学校 内村教諭 小学校5学年 面積

平成22年10月 1日(金) 宮崎市立住吉中学校 甲斐教諭 中学校3学年 二次方程式

平成23年 6月17日(金) 宮崎市立住吉中学校 甲斐教諭 中学校3学年 二次方程式

平成23年 9月27日(火) 宮崎市立宮崎東中学校 蓑毛教諭 中学校2学年 一次関数

平成23年10月25日(火) 宮崎市立生目台中学校 島田教諭 中学校1学年 文字の式

平成23年11月 2日(水) 宮崎市立小戸小学校 中村教諭 小学校1学年 たしざん

平成23年11月 7日(月) 宮崎市立赤江小学校 吉野教諭 小学校6学年 立体の体積

⑤ 来年度以降の宮崎市としての研究計画、今後の展望

これまで、宮崎市教育情報研修センター研究員「算数・数学教育研究班」において、協調学習につ

いての研究を推進してきた。しかし、来年度の研究組織を改編する予定で、算数・数学教育研究班は

構想になく、また、研究推進のための予算を確保することが難しいため、来年度以降の参加は困難で

ある。

そこで、今後は、今年度の研究推進員を中心にウェブ上のネットワークで協議しながら、協調学習

の授業づくりについて研究を進めていきたい。

宮崎県五ヶ瀬町>

① 基本的な考え方

右のモデルに示すように、小規模校を多く抱える

本町独自の授業システムとして、学校・学級の壁を

越えて、教える内容に最適な学習集団で行う「Ｇ授

業」がある。ただ、全ての授業をＧ授業で行うもの

ではなく、「Ｇ授業」に効果のある内容で行うもので

ある。Ｇ授業は新しい授業システムとして一定の方

向を示すことができつつある。

しかし、Ｇ授業は指導方法の工夫改善及び教員の

資質向上を目的としたものではない。そこで東京大

学が小・中・高等学校に大学から生まれる新しい考

え方を発信し、各学校の授業における教育の質を高

めることを目標に、CoREFを設立したことを受け、

五ヶ瀬町では、CoREFと共に授業改善及び教員の資

質向上を目的に、授業実践を行うこととした。この

ことによって、五ヶ瀬町の学校現場では、授業シス

テム、授業方法の両方が確立することが期待された。
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図３：五ヶ瀬教育ビジョンのイメージ図



② 本町における研究推進の実際

町内における研究実践の取組の充実に向けて、次の3つの取組を行った。

ａ) 協調学習の考え方を取り入れた授業」づくりに向けた職員研修の充実

平成21年度導入当初は、CoREFに講師派遣を依頼し、理論についての講義及びワークショップ型

の研修会を開催した。そのための費用として学力向上に係る文部科学省委託事業等と関連させ、予

算化した。さらに、本町で行う研修会を広く近隣の自治体にも呼びかけ、協調学習の研究を他の自

治体とも連携して進めるようにした。こうした中で、協議も深まり研修の充実を図ることができた。

また、新しい学びプロジェクトによる研究推進員による実践化が進んできた本年度からは、町内

組織を生かし、研究推進員を中心とするワークショップ型の研修会を長期休業期間中に設けた。そ

の研究会では、学年毎に実践化に向けての指導計画の立案等も行い、4教科以外の教科・領域におけ

る実践化に向けてのイメージを共有することができた。

ｂ)授業実践に向けての取組と研修会の開催

平成21年度・平成22年度五ヶ瀬教育ビジョン全体研究会

を開催し、多くの参加者から意見をいただく機会を設けた。

授業づくりに向けては、授業者のみならず関係学年担任や

関係管理職及び町教委担当も含めて、数回に渡り事前協議

を行った。また、導入当初の平成21年度は、前述の事業費

を用いて授業者等を直接CoREFに出張させ、エキスパート

資料作成に向けての打合せに時間をかけた。こうした授業

づくりに向けた全町を挙げての事前協議の中でも、職員の

意識を高めることができた。

また、全体研究会における授業研究会での協議を踏まえ、

次年度の実践化に向けてのエキスパート資料やプランの修

正を行うことができ、より充実した授業実践の継続に寄与

することができた。

このような全体研究会のみならず、研究推進員による授

業実践についても、町内組織を生か

し全校に周知し、関係職員が参観及

び授業研究を実施するなど、少しず

つ実践を積み重ねている。その中で、

協調学習の考え方を取り入れた授業

づくりに適した学習内容について

も、徐々にではあるが共通理解でき

つつある。

ｃ)研究推進のための町内研究体制

の構築

本町における協調学習の考え方を

取り入れた授業づくりの研究推進を

図ることと理論構築を目的に、本年
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図４：Ｈ22年度五ヶ瀬教育ビジョン全
体研究会の案内

図５：五ヶ瀬教育ビジョン研究組織



度より前ページの図5のように五ヶ瀬教育ビジョン研究組織に「協調学習研究部会」を新たに設けた。

構成は、各小中学校から1名ずつのメンバーで、管理職の代表として教頭1名が各学校間及び管理職

とのパイプ役として関わることにした。研究推進が一部の職員に限定されないように、新しい学び

プロジェクトにおける研究推進員以外の職員も含むことにした。

本部会は、他の部会同様、年間6回の作業部会Ⅱとして開催され、本町における実践化の中核的な

役割を担った。長期休業期間には、研修会を企画したり、授業づくりの支援を行ったりと精力的に

活動した。

③ 成果と課題

本部会の年度末評価では、重点実践課題であった「実践の積み重ね」について「Ａ」評価となって

おり、所期の目的を達成しつつある。しかし、本町におけるＧ授業との関連や授業づくりに向けての

支援体制など克服しなければならない課題も確認され、次年度に引き継いで解決にあたる。

３. 県立高校学力向上基盤形成事業」

（１）連携事業の概要

① 連携の枠組み

県立高校学力向上基盤形成事業」は、平成22年度より開始したCoREFと埼玉県との高校における

「協調学習を引き起こす授業づくり」のための2年間の研究連携事業である。研究連携の目的は、「⑴

多様な高校生に対応し、学力向上を目指した新たな授業形態と改善の方策を提言」、「⑵学習者の視点

に立った、自ら学ぶ意欲をはぐくむ教材の研究・開発」、「⑶授業改善を推進する中核教員の養成」で

あり、高校教育における新しい授業の形を模索する試みであると同時に、その授業改善を推進するミ

ドルリーダーの養成自体も目標に掲げられている。

研究連携の中心的活動は、知識構成型ジグソー法による教材の開発、実践、実践の振り返りである。

研究の具体的な進め方としては、各校から研究推進委員となる教員が各教科の部会に集まり、対面と

ネット上のやり取りによって、協力して教材開発を行う。2年次となる本年度は、教員らの希望を受け、

昨年の6教科に加え新たに公民、家庭科の部会が設定された。研究推進委員の数は、国語14名、外国語

12名、数学9名、理科11名、地歴7名、公民6名、美術5名、家庭科3名の計67名であり 、昨年度の約2.5

倍となっている。

昨年度の研究推進委員は全員が継続して委員を務めている。新規の研究推進委員については、教員

歴1～3年程の若手の教員が多く任命されており、この研究連携への参加が授業力向上の機会として期

待されていることがうかがえる。

本年度研究指定校は、五十音順に、上尾鷹の台高校、浦和高校、大宮光陵高校、春日部女子高校、

熊谷西高校、越ヶ谷高校、越谷北高校、庄和高校、草加西高校、秩父高校、戸田翔陽高校、富士見高

校、吉川高校の13校である。研究指定校は、県トップレベルの進学校から基礎学力形成に課題を抱え

る学校、定時制高校、芸術科の高校まで多様である。また本年度は研究協力校として19校が研究推進

委員となる教員を送りだした。これらをあわせると実に埼玉県の県立高校の約5分の1がこの研究連携

に関係したことになる。

研究推進の進行管理及び連絡調整は、埼玉県教育委員会高校教育指導課及び県立総合教育センター
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川口市立川口高校から参加の1名を含む。



がリードし、CoREFは埼玉県教育委員会と協力しながら、「協調学習」の理解を深めるためのワーク

ショップのデザインや教材開発の援助、授業実践評価など、研究推進上の様々なサポートを行った。

また、埼玉県教育委員会からCoREFに管理職級の職員が1名派遣され、協力研究員として東京大学に常

駐し、研究連携のコーディネートを行った。

② 本年度のスケジュール

本年度の事業の主なスケジュールは表5の通りである。

CoREFがデザインする研修の機会として、1学期中に3度の全

体研究会を設けた。第1回の研究会では昨年度開発された教材

を用いた授業体験、協調学習の評価についてのワークショッ

プを、第2回の研究会では継続の研究推進委員による検証授業

の実施、協議を、第3回の研究会では教科ごとに教材案の検討

やシミュレーションを行う教科部会を、それぞれ中心とした

プログラムを行った。CoREFと各研究推進委員の1対1関係で

はなく、教科における研究推進委員の共同研究の環境を作り

だすために、研究会のデザインは前年度の取組の成果物や継続の研究推進委員の先生方の知見を最大

限に活用できる環境を設けることを意図して行った。

これらの全体研究会と並行して、前年度に引き続き、事業ホームページ内の会員制掲示板 での議論

及び、各教科の対面式の部会である「オフ会」を通じて、知識構成型ジグソー法を用いた教材開発が

進められた。本年度オフ会は6教科で計12回開催されたが、それ以外にも研究推進委員は互いの研究授

業を参観するなどの機会を通じ、授業づくりについての交流を深めていた。

今年度の検証授業は、研究授業として一般に公開された授業が51、それ以外も含めるとCoREFが把

握しているだけで68の授業実践があった。CoREFスタッフは、公開研究授業の全てに加え、可能な限

り多くの授業を実際に訪問観察し、フィードバック、実践者への事後インタビューを行った。加えて、

可能な限り生徒への授業前後のアンケートを実施し、授業の成果を測定するための一助とした。

1月21日には、本年度の研究を振り返る報告会を戸田市文化会館で行い、県内の教員に加え、他県教

育委員会、産業界などから428名の参加者を集めた。詳細は以降の項に譲るが、県教育委員会担当指導

主事と研究推進委員の運営による各教科のラウンドテーブルでの報告、議論の充実が、研究連携2年目

の成熟を感じさせた。また、この会は市の教育センターの研究の一環として小中学校における協調学

習を取り入れて下さった戸田市との共催で行われた。埼玉県における協調学習研究への関心は、義務

教育まで波及しつつあると言える。

③ 協調学習を引き起こす授業づくりを中心とした研究の拡大

研究連携事業の中心となるのは、「協調学習を引き起こす授業」のための教材開発である。「協調学

習」を目指した研究連携を進める上で、小中学校に比べて高校が特徴的なのは、グループ学習の手法

を取り入れている、あるいは取り入れた経験のある教員が少ないことである。今年度新たに研究推進

委員になった教員へのアンケートでは、協調学習に限らず何らかのグループ活動を取り入れた授業を

行うことがあると回答したのは、32名中12名であった。ベテランの教員を中心に、生徒の学習をグルー

プ活動に委ねることへの懸念を率直に表明する研究推進委員も数名おり、グループによる学習自体の
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表５： 県立高校学力向上基盤形成事
業」本年度スケジュール

日程 スケジュール

5月28日 第1回全体研究会

以降随時 教科オフ会、検証授業

7月12日 第2回全体研究会

7月30日 第3回全体研究会

2学期以降 検証授業

1月21日 報告会

このホームページのシステムには、国立情報学研究所が開発、提供する「Net Commons」（http://www.netcommons.org/）

が使用されている。



浸透度がまださほど高くないことがうかがえる。

グループの形での学習自体に親しみの薄い高校で「協調学習」を目指した授業改善を模索するため

には、研究推進委員は自らが「協調学習を引き起こす授業づくり」の実践を行うと同時に、その過程

を通じて新しい学習方法への理解を深め、将来的に周囲の教員がこのネットワークに参画するための

「コーディネータ教員」としての役割を果たすことが求められる。

図6のように、ネット及び対面の環境で構成され

る研究連携の各教科の授業づくりの場には、各校

からそれぞれ研究推進委員が参加し、大学の教科

内容や学習方法の専門家と共に、教材について検

討を行う。各研究推進委員の周辺には、学校の同

僚として、他教科の研究推進委員も存在する。研

究推進委員は、教科ごとに教材開発を中心とした

研究を行うが、同時に、学校レベルでの教科の枠

を超えた協同を通じ、「協調学習」理解を深化させ、

同僚教員へとこのネットワークを拡大していくこ

とも期待される。

前述の新規研究推進委員を対象としたアンケートで、「協調学習」の授業を参観したり、体験したり、

話を聞いたりしたことがあると答えた教員は、若手の教員を中心に32名中14名いた。これらの教員は、

校内で実践する同僚がいたり、教科のつながりで興味を持って参観する機会があったり、県による教

員研修で体験する機会があったと回答している。前年度同時期のこの数字は25名中5名であり、うち4

名がCoREFによるワークショップの受講者であった。この実績と比較すると、本年度当初の時点で、

研究推進委員及び教科担当の指導主事が、徐々にではあるが協調学習のコーディネータとして機能し

始めていたということができるだろう。

今年度の取組の中では、学校レベルで協調学習の授業づくりのためのローカルなコミュニティ形成

の動きも見られた。例えば、草加西高校では、研究推進委員は教員歴2年の理科の前田雄太教諭1名の

みであるが、ベテランから初任者まで理科の教員集団が一体となって知識構成型ジグソー法の授業づ

くりに取り組んだ。この新しい学習方法が、ベテランの教員が若手の教員に実践知を共有する媒介と

しても機能していたと言える。

また、庄和高校では校内に協調学習のワーキンググループを設け、研究推進委員以外の教員が知識

構成型ジグソー法を用いた研究授業を公開した。同校では、研修や公開研究授業の機会に近隣の小中

学校にも積極的に声をかけ、地域で一貫して協調学習の研究を進められるよう働きかけている。

「県立高校学力向上基盤形成事業」は終了するが、次年度以降も協調学習を引き起こす授業づくり

を中心とした埼玉県教育委員会とCoREFの研究連携は発展的に拡張する予定である。日々の授業改善

のためのひとつの引き出しとして、また生徒の学習や教材の捉え方の新しい視点として、この研究が

全ての教員に緩やかに広まっていくことを期待したい。
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図６：研究連携のネットワーク・モデル



（２）県立高校学力向上基盤形成事業総括

埼玉県教育委員会 県立学校部参事兼総合教育センター所長 藤井 春彦

① 背景と経緯

県立高校学力向上基盤形成事業」の「背景と経緯」については、すでに平成22年度報告書「協調が

生む学びの多様性」において詳述したところであるが、事業の総括にあたり、事業の根底にあった「学

習観」への思いも込めて、改めて概観する。

本県公立高等学校の在籍生徒数は1989年度（平成元年度）が206,327人、2011年度（平成23年度）が

123,114人と、この間に83,258人も急減した。その結果として、本務教員数は、9,887人から8,361人と

なり、1,526人もの減少となった。一方、この間、教職員定数の改善による教育環境の整備・充実が図

られ、40人学級、習熟度別授業の充実、少人数授業、学級編制の弾力化などが実施され、教員一人あ

たりの生徒数は約21人から約14人までへと改善されてきた。それにもかかわらず、学力低下への懸念、

中途退学者問題などの生徒指導上の課題は、改善は見られたものの、依然として課題であり続けてい

た。

教職員定数の改善は、要約すれば「個に応じた教育」の充実のために実施されてきた。しかし、折

角の改善増による教員配置が教員側からの視点ばかりに集中し、個としての生徒がそれぞれに持つ多

様な思考の相互作用による学習への対応という視点については、あまり考慮されなかったとの反省が

ある。

OECDによる生徒の学習到達度調査（PISA）の結果では、日本の生徒の平均得点は、2000年調査で

は、「数学的リテラシー」が1位、「読解力」が8位、「科学的リテラシー」が2位であったが、2006年調

査では、それぞれ、10位、15位、6位までへと順位を落としている。単純な順位から課題を考察するこ

とはできないが、統計的にも、「数学的リテラシー」、「読解力」の得点には、上位の国との間に明らか

に有意差が存在する。「科学的リテラシー」では、「日本の生徒は、『対話を重視した理科の授業』や『モ

デルの使用や応用を重視した理科の授業』などの授業学習活動はあまり活発に行われていないと認識

している」と文部科学省の報告は述べている。

この間、本県では、スーパーサイエンスハイスクール、スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・

ハイスクール等、国の教育課程研究開発学校の指定を受け、先導的な授業モデルの構築に努めてきた。

その取組のなかで、生徒の思考力、表現力、コミュニケーション能力などの弱さが共通する課題とし

て指摘されるとともに、教員からの一方的な知識伝達型の授業手法への改善が求められていた。また、

本県小中学校の全国学力・学習状況調査の質問紙調査の結果でも、「自らの考えを他人に説明したり、

文章に書いたりすること」、「生徒の間で話し合う活動を行うこと」等が学力上位の県に比べ低い結果

となっていた。

本事業に先立って実施した2006年度（平成18年度）からの「県立高校『ことば力』向上総合推進事

業」の目的は、こうした課題を解決するための教育内容、授業手法の研究開発にあった。

こうしたなかで、「人間の創造的活動において、両者は相互に作用し合い、互いに成り代わるのであ

る。我々のダイナミックな知識創造モデルは、人間の知識が暗黙知と形式知の社会的相互作用をつう

じて創造され拡大される。」（野中郁次郎,竹内弘高,「知識創造企業」,東洋経済新報社,1996）その知識

創造モデル、共同化（socialization）、表出化（externalization）、連結化（combination）、内面化

（internalization）の繰り返しによる知識スパイラル等に触発された「学習観」が極めて抽象的なレベ

ルで漠然と生まれ、「生徒の相互作用をつうじた学習」の実現が目標として共有された。
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また、児童・生徒数の急減が終了するとともに、大量採用時代の教員が定年を迎え、本県の養護教

諭を含む教員採用は、2012年度（平成24年度）は小中高、特別支援学校で合計1,541人となり、ボトム

であった1998年度（平成10年度）の249人の約6.2倍までへと増加している。初任者をはじめ、児童・

生徒の教育を直接に担う教員の研修をどうするかが、児童生徒への授業のあり方と併せて大きな課題

として現存している。

② 事業の概要と成果等

県立高校学力向上基盤形成事業」が、CoREFの支援を受けて、三宅教授による協調学習を軸とした

授業づくりプロジェクトとして展開されたことは、上述の背景からも、当然の帰結であった。その目

的・目標や実際の研究授業などの詳細は、利根川氏による「（３）事業の成果と今後の展望」にあるの

で、これを参照されたいが、今年度は研究指定校13校、研究協力校19校、計32校の学校で、66名の委

員が中心となり、学校内でそれぞれに実践研究が推進され、日常的な授業実践の上で、公開による研

究授業等が51回も実施された。研究校は、普通科、専門学科、定時制独立校と様々であるが、課題解

決のため自立的に授業改善等に取り組む姿勢が各学校に共通してあり、それが、ここまで本事業が広

がった要因と思う。

その結果、昨年度に引き続き多くの授業案、教材が作成されて授業が展開された。研究授業に参加

した指導主事は、実践された授業を、次のようなａ)からｃ)の3つの観点から整理をした上で成果等

を分析している。

ａ) 授業過程による分類：『導入』・『展開』・『まとめ（終末）』」

ⅰ）『導入』

授業過程を構成する指導計画のうち最初の段階で「ジグソー法」を用いた授業、これまでの学

習からこれからの学習への橋渡し、あるいは、これからの学習の準備と位置づけられる。その目

的は、「これからの学習に対する興味・関心を深め、学習意欲を高める」「これからの学習の理解

を促すため、予備的な知識を確認する」こと等にあり、導入段階で実施されたジグソー法の授業

で習得された知識・理解をその後の学習に援用していこうとする授業。

ⅱ）『展開』

単元の指導計画のうち、導入時に示された課題を解決するための方策を調べたり、検討したり

する段階で「ジグソー法」を用いた授業。

ⅲ）『まとめ（終末）』

単元の指導計画の最後の部分（まとめ╱終末）で、学習内容の確認やまとめる段階で「ジグソー

法」を用いた授業。

ｂ)『発展型（オープンエンド）』と『収束型（クローズドエンド）』」

ⅰ）『発展型（オープンエンド）』

授業の最後に多様な考え方があることを示し、生徒の考え方を広げることを目的とした発展型

授業。新たな「問い」を生徒に持たせるという側面も持つ。

ⅱ）『収束型（クローズドエンド）』

１つの結論にたどり着くが、一人ひとりの思考の過程は多様であることに生徒が気付くことで、

自らの思考を深化させることを目的とした収束型授業。

ｃ) 扱う教材による分類」

ⅰ）『教科の専門的な領域』
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ⅱ）『教科横断的な領域』（例：数学と理科、日本史と世界史）

ⅲ）『教科の基本領域』（例：答案の書き方）

この実践授業の分類をとおした分析や授業観察の結果などから、協調学習の成果として、

・講義で学んだ知識を単に記憶する学習方法でなく、事例をきっかけとして知識をそれと関連付けて

能動的に学習することにより、得られた知識はより記憶しやすく、取り出しやすくなる。

・さらに討論により応用できる知識として新たに記憶されるなど「知識の定着」に有効である。

・エキスパート活動やジグソー活動で出てくる様々な「疑問」を通じて、新たな「問い」を立て、自

ら学ぶ習慣を身につけるなどの「新たな学習習慣の獲得」ができる。

・自分の意見を分かりやすく他者に伝え、他者の意見を傾聴し、積極的で効果的な討議ができる。

・グループ内の協調や連携を意識し、まとめることができる。

・グループ内の論議を他者に対して適切に説明できる。

・解決のための論議をするなかで、他者との建設的な相互作用が促進され「他者と協調する姿勢を身

に付ける」ことができる。

などの様々な成果が見られたと報告している。

一方、総合教育センターでは、一昨年度に、指導主事が、CoREFによるワークショップの受講、シ

ンポジウムへの参加、模擬授業の実施など事前の準備をすすめ、昨年度は、高校国語、数学、美術等

の教員研修で協調学習を先行実施している。また、昨年度から全体研修会、各教科別の分科会、公開

授業、活動報告会の教科ラウンドテーブルの開催・運営、Webサイトの運営、協調学習による授業づ

くりに向けた教材作成への協力など、本事業に協働的にかかわってきている。

さらに、今年度は、初任者研修等悉皆の研修においても、研修自体をジグソー法により実施し、体

験を通して協調学習の手法を学んでもらった。さらに、各研修においても受講者同士の相互活動の活

性化を期して、ジグソー法による協調学習による研修をポイントとなる局面で導入した。この結果、

指導主事には自身の力量が上がり、研修の効率も上がったとの率直な感想がある。研修受講者による

事後評価でも、受講者相互の協調的な研修により研修への積極的な参画が促進され思考が深化したな

ど、これまでの単純なグループ協議による研修を超えて評価が高く、今後、各学校での授業の見直し

や改善に繋がっていくものと期待される。加えて、中堅教員が極端に少ないという教員年齢の不均衡

から、授業技術が世代間で継承され難いなかで、直面する大量採用者への研修の在り方にも確かな方

向性を与えている。

平成23年度の報告会では、三宅なほみ教授、「人とロボットとの共生による協創社会の創成」で三宅

教授との共同研究者である大阪大学の石黒浩教授による鼎談に、人型ロボットのアンドロイドを登壇

させた。独立行政法人産業技術総合研究所知能システム研究部門の松本吉央サービスロボティクス研

究グループ長の協力によるものである。三宅教授は前述の研究のなかで「ロボットによる協調学習の

体験」を戸田市立芦原小学校ですでに実施している。ロボットの報告会鼎談への登壇は、その時の見

学から考えたアイデアである。つまり、子供からみれば「先生は知識をもった大人」という認識があ

るため、授業者の発言は、時として、子供の思考を停止し学習を阻害しかねない側面があるなかで、

教育と学習を繋ぐ媒体、「良い聞き手」としてのロボットに高い可能性があること、さらに、ロボット

が教室に居ることで、授業者が自身の教育を客観的に見る、自身を客体視することができ、教育の質

の改善に繋がることなどが期待されると考えたのである。

また、この報告会参加者のアンケートには、協調学習に対し、「教材は参考になるが、ジグソーの活
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動を取り入れるために、課題設定が難しい」との意見がある一方で、「先生方も生徒もこういう試みに

より変わることができる」、「協調学習の手法だと意外な生徒の能力を発見できる」など総じて高い評

価が見られた。報告会に全国各地から428名もの方々の参加があったことは、その関心の高さを裏付け

ている。

③ 今後の取組等

取組からの課題は、協調学習による授業を展開したいと思いつつも、現行の学習指導要領に定める

指導内容を、どのように協調学習による授業展開で担保できるか、そのためのワークシートをどう作

成したら良いのかについて、素朴に感じる困難さが、依然として導入にあたっての障害として存在し

払拭されていないことに尽きる。このため、授業実践の中で浮き彫りとなった課題については、研究

推進委員が相互に共有しつつ改善したうえで、具体的な事例や成果をできるだけ多く示すようつとめ

てきた。しかし、学習指導要領にある指導内容のボリュームから見れば、まだまだ事例の数は圧倒的

に少ない。一方で、学習指導要領の書きぶりについては、学習者からよりも授業者からの視点が強い

ようにも思える。今後の学習指導要領の改訂にあたっては、こうした見直しの視点も必要ではないか。

総合教育センターでは、次年度から、高等学校初任者研修で、CoREFとの連携による協調学習を用

いた授業実践研修を実施することを予定している。県立高校学力向上基盤形成事業による研究推進委

員の先生方にも協力を仰ぎながら、協調学習に関する講義、ワークショップ、指導案の作成・検討、

模擬授業の実施、さらに可能であれば、授業実践そして実践発表会へと展開する5回ほどの研修プログ

ラムを検討している。

これに留まらず、これまでの課題を十分に踏まえた上で事業を再構築し、継続的に協調学習にかか

る実践を積み上げていきたいと考えている。そこでは、より多くの課題が出現し困難さが一層増加す

ることが容易に想像されるが、それ以上に、実践による事例や成果を数多く示していけることと思う。

人が知識を獲得しようとするとき、社会や他者など自身を取り巻く環境との相互作用から孤立して

行うことはできない。それ故に、困難であっても受け身の教育から能動的な学びへの転換が必要であ

る。その先に「確かな学力」の実現を見ることができる。

（３）事業の成果と今後の展望

CoREF協力研究員 利根川 太郎

この2年間の事業を振り返って見るとき、学校現場と教育委員会双方の授業改善への想いが、CoREF

三宅教授の「協調学習」というビジョンに出会って、「県立高校学力向上基盤形成事業」は生まれ、拡

がったと強く思う。

従来の一斉授業や教員個々の授業改善だけでは限界を感じ、学年や教科、学校全体の授業を改善し

ていく熱意を抱えながら方法を模索している先生方がいる一方で、県立総合教育センターは組織の中

で授業改善の中核となる教員の育成プログラムを模索していた。また、県教育委員会は、進学校や基

礎学力充実に特化するプログラムの他に、全ての高校で学力向上に資する教育支援の方法を考えてい

た。このようなニーズに対して、三宅教授の「協調学習」の理論と「知識構成型ジグソー法」の手法

が進むべき方向を示唆し、埼玉県とCoREFの研究連携が始まりそして深まった2年間であった。

この研究連携の目的は、⑴多様な高校生に対応し、学力向上を目指した新たな授業形態と改善の方

策を提言、⑵学習者の視点に立った、自ら学ぶ意欲をはぐくむ教材の研究・開発、⑶授業改善を推進

する中核教員の養成であり、連携期間は平成22年4月から平成24年3月の2年間である。
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年度ごとの目標、研究対象教科や研究指定校・協力校および研究推進委員は別表のとおりであるが、

特筆したいのは、開始年度の「協調学習」の授業実践の結果、次年度には学校数にして3倍、研究推進

委員も2.5倍の先生方が参加してくれたことである。この中には、校内で推進委員を増やした学校や、

草加西高校の理科担当教員全員による取組など、「協調学習」を軸に推進委員以外の先生を巻き込んだ

授業改善を組織的に進める学校があり、その裾野も広がっている。

表６：各年度の目標と研究指定校・協力校および研究推進委員数

平成22年度 平成23年度

目

標

①協調学習の考え方に基づいた検証授業を実
施し、授業改善のモデルを提言する。

②協調学習の授業において効果的な教材を研
究し開発する。

③協調学習の手法を用いた研修形態を研究す
る。

①協調学習の考え方に基づいた授業を実施・
評価し、授業改善の方策を提言する。

②協調学習の授業において効果的な教材を開
発・改善し、拡大を図る。

③協調学習の手法を用いた研修形態を研究す
る。

指
定
校
・
協
力
校

指定校9校、浦和、大宮光陵、春日部女子、越ヶ
谷、越谷北、秩父、戸田翔陽、富士見、吉川
協力校1校、浦和第一女子

指定校13校、上尾鷹の台、浦和、大宮光陵、
春日部女子、熊谷西、越ヶ谷、越谷北、庄和、
草加西、秩父、戸田翔陽、富士見、吉川
協力校19校、伊奈学園総合、浦和第一女子、
桶川西、川口北、川口青陵、川越女子、熊谷
女子、越谷総合技術、越谷東、坂戸西、狭山
経済、狭山緑陽、白岡、南稜、鳩ヶ谷、吹上
秋桜、松山、松山女子、皆野

委
員

国語7、地歴3、数学5、理科4、外国語4、芸術
（美術）3、6教科、合計26名

国語14、地歴6、公民6、数学9、理科11、外国
語12、芸術（美術）5、家庭3、8教科、合計66
名

この研究連携事業の主な活動は、研究推進委員全員が集まって研修する年間3回の全体研究会、教科

ごとに集まって教材検討する各教科年間1～3回の教科部会「オフ会」、会員制サイトで掲示板を用いた

随時の教材検討などである。さらに、この間の教材検討を経た授業案を基に、主に2学期に研究授業を

実施し、研究授業の成果と課題を第4回の全体会で報告会として多くの皆様に発信した。

開始年度の22年度は、例えば第1回全体研究会の浦和高校の生徒に協力していただいて実施した模擬

授業は、人間の認知過程を題材にしたものであるなど、それまでCoREFに蓄積されていた教材やノウ

ハウを用いたものが主であったが、2年目は第2回の吉川高校での全体研究会で藤井嘉子教諭が研究授

業を実施したことに代表されるように、また、使われる教材が例えば「三大和歌集」のように22年度

の委員の先生が開発したものであったり、研修の中で22年度からの研究推進委員がリードする場面が

多かったりなど、1年目の成果が着実に現れた内容となった。

このうち活動の中核をなす研究授業は、CoREFが参加して実施したものが、次の表にあるとおり平

成22年度に23授業、平成23年度には51授業にのぼった。この中には、11月18日の川越女子高校で実施

された「協調学習」を用いた日本科学未来館ワークショップなど、今後の広がりを感じられる取組も

ある。さらに、ここには収録されていないが戸田市では教育センターの調査研究と連携して小学校で

の「協調学習」も実施されている。

また、この中には全て収録できなかったが毎週の授業で「協調学習」を実施していただいている先

生もいる。あるいは、通常の講義型の授業の中に、10分～15分程度の協調的な活動を考えてくれた先

生もいて、この手法と共にその考え方の裾野も拡がりつつある。
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表７：各年度の研究授業

平成22年度（23授業）

学校名 実施日 教科 授業者 学校名 実施日 教科 授業者

越谷北高校 10月9日 数学 癸生川大 越ヶ谷高校 11月19日 国語 竹部伸一

吉川高校 10月18日 数学 大久保貴章 吉川高校 11月22日 国語 藤井嘉子

越ヶ谷高校 10月29日 生物 下山尚久 戸田翔陽高校 11月26日 国語 飯島 健

英語 平山 努 富士見高校 11月29日 国語 畑 文子

地理 福島 巌 大宮光陵高校 11月30日 美術 岩崎浩之

大宮光陵高校 11月4日、11日 美術 高浜 均 秩父高校 12月20日 国語 小池 章

春日部女子高校 11月15日 英語 安田やよい 富士見高校 2月2日 国語 畑 文子

国語 寺嶋 毅 国語 1学年全体

浦和高校 11月17日 国語 板谷大介 春日部女子高校 2月28日 英語 安田やよい

英語 小河園子 浦和高校 2月28日 英語 小河園子

英語 池野智史

数学 山野井俊介

数学 野崎亮太

平成23年度（51授業）

学校名 実施日 教科 授業者 学校名 実施日 教科 授業者

吉川高校 7月12日 国語 藤井嘉子 草加西高校 11月22日 理科 前田雄太

浦和第一女子高校 9月26日 国語 板谷大介 庄和高校 11月28日 英語 横田純一

越谷北高校 9月26日 数学 癸生川大 地歴 大熊俊之

越谷北高校 10月7日 公民 菅野祥憲 数学 小林正彦

数学 癸生川大 英語 齊藤友和

上尾鷹の台高校 10月11日 地歴 浅見晃弘 松山女子高校 11月29日 英語 中山厚志

数/理 荒田・若林 理科 茂木尚美

英語 小澤祐介 大宮光陵高校 11月30日 美術 高浜 均

国語 赤沼佳幸 越谷総合技術 11月30日 家庭 白井里佳子

理科 若林・漆原 戸田翔陽高校 12月2日 理科 白石佐利

大宮光陵高校 10月12日 美術 岩崎浩之 国語 飯島 健

草加西高校 10月12日 理科 前田雄太 公民 倉成恭代

春日部女子高校 11月4日 英語 安田やよい 富士見高校 12月2日 美術 矢嶋 渉

国語 寺嶋 毅 公民 水村晃輔

狭山経済高校 11月8日 公民 木下真介 南稜高校 12月2日 国語 千代卓行

皆野高校 11月10日 理科 下山尚久 理科 奥間美穗

越ヶ谷高校 11月11日 地歴 福島 巖 浦和高校 12月3日 家庭 山盛敦子

国語 竹部伸一 川越女子高校 12月17日 国語 皆川裕紀

数学 結城真央 浦和高校 12月17日 数学 山野井俊介

熊谷西高校 11月15日 理科 澤本純一 英語 池野智史

理科 吉田健二 数学 野崎亮太

鳩ヶ谷高校 11月16日 地歴 近藤隆行 理科 野澤優太

富士見高校 11月17日 国語
(古典)

畑 文子 英語 小河園子

国語 畑 文子 秩父高校 12月19日 国語 小池 章

川越女子高校 11月18日 理科 中村洋子 伊奈学園総合 12月19日 国語 松本靖子

市立川口高校 11月18日 地歴 大野圭一
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このような豊富な授業実践をもとに、平成23年1月29日に中間報告会を実施し、平成24年1月21日に

は2年間の成果を報告し今後の展望を示す機会とした。

中間報告会では、埼玉県を中心に297名の参加を得て実施し大変反響があった。このことは先に述べ

たとおり研究推進委員と関係校の大幅な増加に表れた。

また、2年目の報告会では、埼玉県だけではなく全国の、教育関係者はもとより広く産業界など様々

な分野の方を含めて428名の参加を得て実施し、大きな反響をいただいた。

表８：各年度の報告会のプログラム

平成22年度報告会 「ひとりひとりの学びが輝く」(Ｈ23.1.29)

・開会挨拶 前島富雄（埼玉県教育委員会教育長）

・報告「協調学習の概要について」三宅なほみ教授（CoREF副機構長）

・対談「高校生が学びのことばを取り戻すために～認知科学と学習科学から～」

橋田浩一（独立行政法人産業技術総合研究所 社会知能技術研究ラボ長）×三宅なほみ

・ビデオによる授業実践の解説①

～国語「高瀬舟」「歌物語を作ろう」を題材に～

ビデオによる授業実践の解説②

～理科「染色体地図」を題材に～

ビデオによる授業実践の解説③

～英語「カレンダーはなぜ必要か」を題材に～

・質疑応答と公開討論

・担当教員等による教科別ラウンドテーブル

協調学習体験型 ミニワークショップ

平成23年度報告会「ひとりひとりの学びが輝く―協調学習2年間の取組からの展望―」(Ｈ24.1.21)

・開会挨拶（埼玉県教育委員会）

・鼎談「ひとりひとりを輝かせる協調学習」

石黒浩（大阪大学 大学院基礎工学研究科システム創成専攻 教授）

三宅なほみ（CoREF 副機構長）

藤井春彦（埼玉県教育局県立学校部 参事兼県立総合教育センター 所長）

・ビデオによる授業実践の解説

～数学B「ベクトルの導入」を題材に～

～英語Ⅰ「The Mermaid Balloon」を題材に～

・質疑応答

・担当教員等によるラウンドテーブル

小学校での実践（戸田市）

県立高校での実践【国語、地歴、公民、数学、理科、英語、芸術（美術）、家庭】
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この研究連携の分析と成果については他のページに譲るが、埼玉県からCoREFに派遣され2年間そ

の様子を渦中から眺めて、この研究連携は文字通り連携であったという感想を強く持っている。研究

結果を一方的に教授いただいたのではなく、多くの先生方が実践した授業がまた研究者にとっても新

たな知見につながり、それが次の研究会に活かされていった。このような第一線の研究者との連携が

今後も続くことを願ってやまない。

幸いにも今後もCoREFとは連携していただけるので、今後この研究連携で得たノウハウをさらに深

めて、埼玉県においては授業改善はもとより高校初任者研修や教科研修に取り入れるなど、一層の拡

大に努めたい。

（４）各教科担当指導主事の振り返り

① 国語科の取組及び成果と課題

埼玉県立総合教育センター 指導主事 小秋元 美弥子

ａ)本年度の取組

国語科は本年度、新しいメンバーを加え、12校14名の研究推進委員で本事業に取り組んだ。学校、

メンバーの広がりとともに、取組む教材、内容も広がりを見せた。現代文では、「こころ」「山月記」

「舞姫」等の小説教材、詩歌の他、評論での取り組み、さらに、新聞を用いての実用の文章執筆、小

論文等、表現活動に向けた実践が見られた。古典では「源氏物語」「伊勢物語」といった古文教材の他、

「桃花源記」から「異境訪問譚」を理解し、文学研究の方法を探るといった教養講座的取組がなされ

た。国語表現では、川柳創作や意見を述べるといった実践が見られた。委員の先生方一人ひとりが様々

な教材、領域で教材開発を進めるとともに、作成した教材を異なる学校で実践していった。本事業も

2年目を迎え、教材、授業実践の共有化も進んだ形となった。

ｂ） 本年度の国語科の成果と課題

本年度、国語科の成果としては、様々な場面で生徒の学びの広がりをより実感できたことが挙げら

れよう。昨年度からの取組の深まりが感じられた。本年度特筆すべき点として以下4点記したい。まず、

授業の深化である。エキスパート活動を準備するに当たっては、複数の視点から教材を見ることが必

要になる。作品を読み解く適切な部品を探すために授業者の徹底した教材研究と研ぎ澄まされた感覚

が求められる。生徒に語ってほしいストーリーを描きつつ、仕掛けを施していく。結果として深い教

材理解に基づく授業が展開されていった。次に協調学習の日常化への取組である。富士見高校の畑教

諭は「源氏物語」を毎回協調学習の手法を用いて読み解いた。生徒からは「源氏物語はおもしろい。」

との声が上がったという。生徒自身が作品そのものに迫り、おもしろさを実感していた。また、新た

な事例として、川越女子高校皆川教諭の、評論「であることとすること」の導入での実践を挙げたい。

評論そのものというより日本の近代を考えるのに必要な背景となる考え方を学ぶものだった。生徒達

はやや難しめの文章を共に読み解きながら日本の近代という時代を考えていた。現代文を読み解く上

で課題となる思想史的分野を補完し、読書活動を促す、まさに学力の基盤作りとなるものであった。

そして、先生方の学び合いということである。教科部会ではCoREFの先生方も交えて、近代、表現、

言葉といった分野ごとに話し合いをした。グループごとに作品の意義、教材観について熱心に語り合

い、教材化への方向性を確認していった。こうした深い教材理解、教材を共に作り上げる体験が充実

した教材作成につながっていったと考えられる。こうした活動は教員側の協調的な学びとも言えるの

ではないかと思う。授業研究のあり方について示唆に富むものであった。
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本年度、国語科は質・量ともに充実した取組となった。それは生徒の表情からも窺い知ることがで

きた。頬を紅潮させ懸命に何かを伝えようとする生徒、はにかみながらも訥々と話をする生徒、様々

な形の生徒の学びがあり、気付きがあった。これからも様々な形で生徒の学びを引き出す授業の可能

性を追究していきたい。

② 外国語科（英語）の取組及び成果と課題

埼玉県立総合教育センター 指導主事 中里 尚樹

ａ)2年間の取組の状況

外国語部会では、22年度からの4名に8名が加わり、計12名の研究推進委員が協調学習の教材開発を

軸に研究推進に取り組んだ。22年度は、英語に協調学習をどのように取り入れ授業を展開するかが課

題となった。年間2回の教科部会では、先行実施した委員の実践を参考にお互いが教材を持ち寄り、指

導案作成、教材開発に取り組んだ。23年度は、年間4回の教科部会が行われた。前半は、英語での協調

学習のスタイルを各委員が共有し、英語の協調学習の指導案を具体的にどう構築するかが協議された。

後半は、各委員が協調学習の指導案づくりのヒントを得て自作の指導案を作成し、各自が抱える疑問

点、課題についてもその改善策を検討した。指導案は、「文法項目に関すること」、「聞く話す読む書く

の4技能のいずれかに焦点を当てたもの」、「テーマを与えて意見をまとめるもの」に大別され、勤務校

の生徒の実態を踏まえた協調学習の教材も開発された。

ｂ)成果と課題

開発された教材については、検証授業が行われた。検証授業により明らかになった英語の協調学習

の成果と課題について、以下に述べる。

ⅰ)成果

第一に、協調学習が生徒の授業理解に一定の効果があったことがわかった。生徒同士が話し合うこ

とで英文への深い理解と定着が進み、静かな生徒集団が活発になり、よく考えて学習していた。通常

授業では教師が説明してもなかなか学習の理解や定着が進まないが、協調学習は知識の確認や良い理

解を促す機会となっていた。第二に、授業展開における協調学習の長所が確認された。協調学習が生

徒同士の学びを起こすシステムとしてよく機能していた。エキスパート活動、ジグソー活動、クロス

トークという三つの視点から授業を考えることで授業者自身が鍛えられ、生徒の興味や理解の程度が

把握しやすかった。学習の疑問点や深く考えさせる課題に協調学習がうまく機能していた。楽しく明

るい雰囲気で授業が行え、学力差への対応もできていた。

ⅱ)課題

第一は、実際の授業展開における留意点が挙げられる。具体的には、協調学習では英語と日本語の

使用をどう考えるか、グループ活動の活性化、教材の使い方の徹底などを考えることが必要となる。

また、生徒は学習内容がわかった気になっているだけではないかという疑問もある。第二は、協調学

習の活用に関することである。通常授業に協調学習をどう取り入れるか、教材をいかに共有化するか、

協調学習の考え方の周知などが挙げられる。

抽象度が高いという意味で、協調学習は単なる複雑ではない難しい課題の解決に向いていると思わ

れる。協調学習を英語学習にどう取り入れていくかについては課題が残るものの、2年間の研究推進事

業の成果を活かし英語の授業と協調学習をさらに関連づけ、生徒の学習意欲を高める授業の可能性を

考えていきたい。
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③ 数学科の取組及び成果と課題～協調学習による数学科の学習指導の改善

埼玉県立総合教育センター 指導主事 山﨑 正義

ａ)数学科の取組の状況

22年度は、単元の終末や単元間の知識の関連付けをジグソー法で実施したらよいのではないかとい

うことが教科オフ会等での話題となった。その結果、導入部分の教材は1つ、吉川高校の大久保先生が、

極限の導入で挑戦することとなった。他は、既習事項のまとめなどに関する教材や答案作成や解法の

ストラテジー獲得などとなり、平素の指導からは導入部分を扱うことへの発想を共有することはでき

なかった。それは、カリキュラムがスパイラルで与える知識の順序性があるため、指導内容をジグソー

教材にしにくかったからである。23年度は、単元の導入部分での実践に多くの取組があった。これは、

同じプロジェクトを進めている中学校の実践例が大変参考になった。エキスパート活動でこれから学

ぶことを知らせ、ジグソーでそれを関連付けて生徒にはこれから学ぶことを見せてしまうという展開

である。これは慧眼ともいうべき取組だった。教師には、従来の指導の枠から抜けられず、既習事項

の定着がよくないからとか、個別に順序よく教えなければならない等、自らの指導に疑問を感じない

部分がある。協調学習の取組は、生徒に学ばせないのは教師の側の責任ではないかということに改め

て気付かせてくれたものであった。

ｂ)成果と課題

ⅰ)ジグソー法による教材作成は、習得させたい知識（＝本時の目標、ねらい）の明確化を図る。

この際、各エキスパート教材に習得させたい知識を関連付けておくことが大切である。また、教

材検討の過程での意見交換が教科内の情報共有を促進し、他の教員が作成した教材の再利用によ

るフィードバックを得ることもできるため、教材や指導の改善を図ることができる。また課題と

しては、発見学習か意味理解学習かを考えることが挙げられる。平素は発見学習型の授業が多い

ため、エキスパート教材で考えさせようとして発見させる要素を多く含ませると、ジグソーで関

連付けがうまくいかなかったり、各活動に時間かかり過ぎるなどで展開どおり終わらなかったり

する。教材作成は、獲得している知識の状況により調整を図る必要があると考えられる。

ⅱ)単元の導入におけるジグソー法の授業では、これから学ぶことを知ることができ、個々の学び

を確かなものにすることで学力差を埋めることに効果的である。学習事項の関連付けを意識した

展開となるため、意味理解が促進されるので知識の定着にも効果的である。課題としては、ジグ

ソー法は生徒主体の取組にとっては機能的だと思えるが、ファシリテータとしての教員の役割を

明確にすることが必要である。

ⅲ)今回のジグソー法による生徒の学習活動は、数学の指導を見直す機会となった。また、生徒同

士の言語活動を意図的に発生させ、各自の理解の仕方に添った指導法となっている。課題として

は、継続的な取組とするためには、教員が指導上課題と捉えていることが、ジグソー法での指導

により解決されているのかどうか今一度検討する必要があると考えられる。

④ 理科の取組状況及び成果と課題

埼玉県立総合教育センター 指導主事 久保 健丸・小川 剛

ａ)理科の取組状況

本年度の理科は、多くの若手教員が新しく研究推進委員に加わり、研究校10校、委員11名で取り組

んだ。理科として扱う分野も広がり、物理、化学、生物の3科目の他、物理と化学では「エネルギー資

源」、理科と数学では「pHと対数の関係」など、科目あるいは教科を横断させる実践も新しく加わった。
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また、化学の「有機化学」では、いくつかの分析法を用いて分子構造を推定させるといった大学レベ

ルの知識・理解を必要とする教材の作成も見られた。これは、将来の研究者を育成するためのキャリ

ア教育を兼ねた取組でもあった。一方では、エキスパート活動に研究校の理科教員が全員で指導にあ

たるといった実践も見られ、本事業を組織的な学習支援の機会として活用する学校もあった。このよ

うに、研究校の協力のもと、委員の一人ひとりが多彩な取組を行ったことが本年度の特徴といえよう。

11の研究授業により、幅広く実践が進んだ。

ｂ)本年度の理科の成果と課題

本年度の理科の成果として、第一に生徒一人ひとりの理解の違いは、生徒の気付きと学びの深まり

につながることを委員が実感したことが挙げられる。理科教育では、身近な自然の事象をもとに科学

的な法則を学ぶ指導を行うことが多い。昨年度は、この法則を見出すための教材、特にエキスパート

活動の教材作成に苦心した。教材の完成度が高くなければジグソー活動で生徒が法則を導くことがで

きない、そのためにはエキスパート活動は生徒一人ひとりが内容を確実に理解できる教材が必要であ

ると考えていた。

しかし、本年度の取組では、理解の違いが多少あっても生徒同士の話し合いから、自分の理解でき

なかったところはここだと気付かせ、生徒が再び理解に向けて努力を始める教材が実践された。報告

会でも、研究授業を通して生徒の学びの深まる様子がビデオ発表で紹介され、他の委員からも同様の

実践報告があった。ジグソー活動が終わるころ、ほとんどの生徒は思考から法則を導くことができた

という。

第二の成果として、この生徒の理解の違いを利用して授業を展開する教材の開発が挙げられる。教

材作成にひとつの方向性が見出されたことで、今後は、さらに多くの教材が作成され、それを共有化

する必要がある。

課題としては、エキスパート活動のボリュームはどのくらいが適正なのかをあげる委員が多かった。

今後は、生徒の状況に応じ、内容を精査する方向になると思われる。

生徒が主体的に授業に取り組まないことを感じている理科教員は多い。また、科学技術創造立国を

目指す日本にとって、理科教育は知識や技能の他、思考力・判断力・表現力の育成を図る指導も強く

求められている。委員はその期待に応えるため、教室で行う授業のみならず、観察・実験の中にも教

材を開発しようと熱意を持って取り組んできた。これからも、本事業の成果を活用して、生徒が主体

的に学ぶ姿勢を引き出す授業を行うことが大切となるだろう。

⑤ 地理歴史科の取組及び成果と課題

埼玉県立総合教育センター 指導主事 掛川 達雄

ａ)地理歴史科2年間の取組状況

1年目は、研究推進委員が3名と少数で、いずれも「世界史」を専門とするメンバーで構成されてい

た。所属校も対照的な3校であった。オフ会を通じて、どの単元のどの教材をジグソー法で実施したら

効果的であるかと検討を進めてきた。「世界史Ａ」は、「諸資料に基づく学習を重視した内容構成」、「主

題を設定させ、探究する活動の充実」が学習指導要領の改訂で打ち出されているため、比較的ジグソー

教材を作成しやすい科目である。それぞれの単元の終わりに学習事項をいくつかのエキスパート活動

に分け、ジグソー活動で知識を関連付けるという方向で授業プランを作成し、実践した。

今年度は、研究推進委員が8名に増え、実施科目も「世界史」だけではなく「日本史」にも広がり、

分野・内容の充実も図られた。オフ会だけではなく、Webサイト上での検討を重ね、4校で公開授業を
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実施し、授業後も振り返りの研修会をもつことができた。従来の教師から生徒への一方通行的な授業

から、教師と生徒、生徒相互のインタラクティブな授業のあり方を模索することができた。

ｂ)成果と課題

生徒の側の成果として、既習事項より少し高度な教材を用意することで、知的好奇心を喚起し、授

業へのモチベーションを高めることができたことが挙げられる。また、生徒一人ひとりに、「私には伝

えなければならないものがある」という状況を作り出すことによって、生徒全員の授業参加を促すこ

とができた。さらに、生徒の多面的、多角的な歴史的思考力を育成し、言語活動の充実を図ることが

できたことが大きな成果として挙げられる。

一方、教員側の成果として、普段あまり機会のない複数の教員による教材作成を通じて、積極的に

意見交換をすることができたことが挙げられる。教材検討を通じて、教科内での教材理解・情報共有

を促進し、教員同士の学びを深めることができた。また、習得させたい知識を明確化することで、目

標をしっかり持って授業に臨む大切さを再認識することができたことも成果と言えよう。さらに、他

の教員が作成した教材を再利用することにより、教材や指導に再検討を加え、よりよい授業を積み上

げていく契機とすることもできた。

課題としては、生徒の協調をより効果的に生み出す単元、及びエキスパート教材の精選が必要であ

るということが改めてわかった。生徒一人ひとりの学びを、より確かなものにするための「問い」の

設定及び現在とのつながりを生徒が実感できるような「問い」の設定が不可欠である。また、基礎的、

基本的な知識の定着を図ることが、効果的な協調を引き起こすためには大前提であることがわかった。

本事業は、8名の推進員の先生方の、授業に対する飽くなきこだわりと挑戦、真摯な姿勢が、大きな

推進力となった。2年間の取組の成果と課題を踏まえ、さらなる検討を続けることで、生徒の能動的な

学習姿勢を引き出し、生徒一人ひとりの瞳が輝く授業実践を目指してゆきたい。

⑥ 公民科の取組及び成果と課題

埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課 指導主事 遠藤 智久

ａ)公民科の取組の状況

公民科は6名の研究推進委員により、今年度新たに協調学習の授業を実践することとなった。協調学

習の手法を一から学びながら各研究推進委員が教材研究を進め、4校で公開授業を実践した。すべての

研究推進委員にとって初めての試みということもあり、当初は「授業を成立させられるか」といった

不安を感じる研究推進委員もいたが、CoREFのスタッフの的確な指導のもとで教材研究を重ね、公開

授業を実施していくことで、当初の不安はいつしか「協調学習の手法はどのような学校においても実

施可能かつ有効である」との確信へと変わっていった。

各研究推進委員の授業後の感想は「生徒は予想以上に活発に学習していた」というものであった。

講義形式の画一的な授業から抜け出せず、生徒の主体的な学習への取組を躊躇してしまう教員もいる。

「うちの学校の生徒では無理だ」というように、その要因は生徒側にあると考えてしまう傾向もあろ

う。しかし、実は教員自身の不安に基づく自己規制が生徒の主体的な学習を阻害していたとも言える。

協調学習による授業実践は、生徒たちの自ら主体的に学ぶ力を再認識する機会となった。

ｂ)作成教材について

教材の具体例 「発展途上国の経済・環境問題」「今日の雇用問題と対策」

「労働問題」「はじめての政治哲学」

教材化の方法 習得させたい知識の明確化と問いの設定
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習得させたい知識に関連するエキスパート教材の選択

（研究推進委員からは、3つのエキスパート教材の選択に際し、2つ目までは選択で

きても、3つ目の選択が難しかったとの感想があった。）

ｃ)成果と課題

ⅰ)成果

協調学習の手法による授業実践から様々な発見があった。特に、生徒たちが自ら学び合う力を持っ

ていることを再確認できたことや、協調学習の手法はどのような学校でも実施可能かつ有効である

という確信が得られたことは最大の収穫であった。他の研究推進委員が作成した教材を自校用にア

レンジして再利用することも可能であり、公民科において協調学習を普及させる土台をつくること

ができた。

ⅱ)課題

今後、研究推進委員が作成した教材を互いに活用する等、実践を積み重ねていくことで、この取

組は更に発展していく。その際、他の教員と情報の共有をしながら協働による教材研究を行い、生

徒の学びの深化を促す授業改善に取り組む必要がある。

⑦ 芸術科（美術）の取組及び成果と課題

埼玉県立総合教育センター 指導主事 山田 一文

ａ)本年度の取組

協調学習の特性を活かし、芸術科（美術）（以下「美術」として示す）が目指す教育をさらに充実さ

せる「考え方」や「手立て」を検討することが本年度の研究である。昨年度の研究で協調学習が美術

でも主体的な学習を導き、言語活動の充実を果たすことが明らかにされたが、それは協調学習が言語

を多用する鑑賞領域において有効な手立てであったからと理解できる。では、表現領域で協調学習を

取り入れたり、造形言語において協調学習と関係付けたりできるのか。このことが本年度の研究の方

向性を生み出した。そこで「美術」においては、『美術の表現及び鑑賞の活動において言語による協調

学習を行うのと同じように、造形言語による協調学習を行えば、多様な表現の可能性を知ること、自

分なりの表現に気づくこと、表現の幅を広げることが起こり、美術の学習を充実させることができる

であろう』という仮説を立て、その「手立て」として5校で実践に取り組んだ。

ｂ)本年度の成果と課題

成果としては、協調学習によって鑑賞領域と同様に表現領域においても主体的な学びが生み出せた

こと、協調学習によって作品に具体的な変容が見られたことが挙げられる。表現領域における主体的

な学びは、エキスパート活動で注目した具体的な素材や表現のための技法をどこにどのように活用す

るかの場面で見ることができた。富士見高校の矢嶋教諭は、修学旅行のビジュアルブックの制作で、

本の構成要素を「装丁」「紙面構成」「素材」の具体物を使ってエキスパート活動を行い生徒の主体的

な学びを見事に生み出すのに成功した。これは造形言語も言語と同じように扱うことができる一例と

考えることができる。作品の具体的な変容は、ジグソー活動によって多様な表現や自分なりの表現を

より明確にする活動の結果として見ることができた。大宮光陵高校の岩崎教諭は、鉛筆デッサンによ

る「空間」の表現方法を、「モチーフのきわ」「モチーフが台にうつす陰影」「表面の質感表現」で分析

し、自分の表現にとって必要なことを話し合うジグソー活動を行い自分の納得のいくデッサンを明確

にすることに成功した。ややもすると表現の意図や使いたい技法が混沌としてしまう表現活動にとっ

て、視点を持って対象と対峙したり、対象に自分との関係の中で接したりすることは、極めて重要な
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ことを示していると考えることができる。

課題として考えられるのは次の3つである。

ⅰ)今までの研究を含む協調学習の具体的な取組と成果を積極的に公開・発信し、美術教育の充実と

発展を目指すこと

ⅱ)しっかりと思考力・判断力・表現力等が働いているかを見極めた協調学習を行うこと

ⅲ)協調学習を活用して美術教育の本質を明確にする検討を広く行っていくこと

協調学習は、美術の指導の核である「発想や構想の能力」「創造的な技能」の育成に具体的な学習方

法を示す優れた学習方法であることがわかった。協調学習に取り組むことよって、美術の指導がよ

り効果的になり充実するために、今後も取組を続ける必要がある。

⑧ 家庭科の取組及び成果と課題

埼玉県立総合教育センター 指導主事 永田 祐子

ａ)本年度（1年目）の取組

家庭科は、本年度から協調学習の手法を活用した授業づくりの試みをスタートした。男子校、多学

科からなる専門高校、普通科の共学校の3校から各1名の研究推進委員が、それぞれの学校の特色と生

徒の実態を踏まえながら研究を進めた。一人ひとりの理解の仕方の多様性を活かすことで、深い納得

を求めて自分の考え方が明確になり、充実した活動が可能になるという協調学習の考え方を、家庭科

の学習にどう活かせるか。家庭科は生活そのものを取り扱う教科であるだけに、生きるための知識や

技術、ものの考え方など学ぶ内容は多い。人間の生涯にわたる発達と生活の営みを総合的にとらえ、

男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する能力と態度を育成するために「協調的な学び」

を効果的に取り入れることは大変意味深いところであり、研究推進委員も意欲的に取り組んだ。

◆作成教材の具体例：食物分野…「中国料理の食文化」

保育分野…「子育てを考える」「子どもにとっての遊びの意義」

ｂ)本年度の家庭科の成果と課題

ⅰ)成果

家庭科においては、学校に1人しか教員がいないといういわゆる1人配置校が多く、研究会などの情

報交換の中から授業づくりのヒントを得ることが多い。この研究において、教材を検討する中で

CoREFの先生方も交えて、複数の教員による教材開発ができたことは大きな成果といえる。また、生

活に関することを、言葉と実感を伴って理解するという教科の特性から、協調的な学習の流れを明確

化することが、授業の深化につながることはいうまでもない。生徒は、ジグソー活動やエキスパート

活動を通じて実践的・体験的な学びと言語活動の充実が図られたことが窺える。グループのメンバー

構成により、知識や体験などの経験値が違う状況で、自分自身の知識や思考したことを発表するなど、

自分なりの理解力を育てられる学習環境に導く方向性を見出すことができた。

ⅱ)課題

教科ラウンドテーブルにおいては様々な前向きな意見が出される中、2点課題が挙げられた。まず、

1点目として授業時間数が少ない科目（家庭基礎2単位等）においては、教材の選定、効果的に取り入

れるための授業計画（年間計画を含む）、そしてテーマ設定が重要となるということである。2点目と

して生徒が授業形態に慣れていないことで戸惑いも見られるため、エキスパート活動での「答えを出

すための部品」を考えやすいものにする必要があるということである。協調学習として、自ら思考し

相互に理解を深めることで、グローバルな視点から課題解決に向けた活発な学びが生まれることを期
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待したい。

本年度、家庭科は仲間との関わり合いを中心とした授業をスタートした。これからも様々な形で「学

びの過程」を明らかにしていくことを目指し、教材研究における「教師の協調学習」の実践を積み重

ねていきたい。

４.社会人・産業界との授業改善連携

（１）連携事業の概要

本節では、この2年間でCoREFが進めてきた社会人・産業界と連携し工学分野を中心とした様々な分

野の社会人プロの専門性を教育現場に活かすための試みについて報告する。CoREFでは、教育委員会、

学校現場との研究連携である「新しい学びプロジェクト」、「県立高校学力向上基盤形成事業」のネッ

トワークを活かしながら、教育支援を目指す社会人・産業界のコミュニティと学校現場とを相互に緩

やかに結びつけるような形で連携のあり方を模索している。

こういった連携の経緯は、そもそも大学発教育支援コンソーシアムが設立された際、その一つの目

的として、「社会人シニアによる学校現場の活性化と支援」が挙げられていたことによる。昨年度、産

学フォーラム内に「社会人教員化研究会」を設けて頂き、企業トップの方々とも検討を重ねた結果、

当面は、直接社会人シニアを学校現場に送りこむためのプログラムを作るのではなく、新しい学びを

可能にする教材作りを支援するネットワークを構成することを目的に、より実効力のある活動を開始

した。今年度この分野での主な連携団体は、日本産学フォーラム、日本機械学会、日立理科クラブ、

日本技術士会である。

日本産学フォーラムには、昨年度から新しい学びプロジェクトに後援をいただいている他、教育評

価等様々な分野で新しい学習のあり方に興味を持つ専門社会人とのつながりをコーディネイトしてい

ただいている。

日本機械学会とは、昨年度から教育支援コーディネータの養成を柱として、学会シニアの3名の方を

中心に協調学習を中心とした授業改善に学会シニアの専門性を活用する方途を共に探っている。今年

度は、学会シニアの方にも知識構成型ジグソー法の教材を作成いただき、その経験と開発教材を持っ

て「新しい学びプロジェクト」、「県立高校学力向上基盤形成事業」の研修や検証授業に参加いただい

た。学校現場で「使える」教材を開発するためのハードルは依然高いが、教員との協同の可能性は様々

な形で見え始めている。「新しい学びプロジェクト」では、中学校理科の研究推進員が、学会シニアの

作成した「摩擦」の教材から示唆を受け、仕事の単元で摩擦の実験を中心とした教材を開発している。

摩擦の測定法などの技術的な面での解説が参考になったという。今後は、研究推進(委)員が開発した

教材のフォローアップ（データ、関連実験実技の提供）を行ったり、教員向けのワークショップを開

催し、社会人開発教材を体験してもらうといった形で活動の展開を予定している。こうした関わりの

先には、教員の目線から現場に参画してもらえる社会人の資格認定といった構想も射程に入れている。

日立理科クラブには、従来同クラブが取り組んできた理科教育支援を発展させる一つの可能性とし

て、中学生を対象にシニアが講師として発展的な理数教育を行う理数アカデミーで知識構成型ジグ

ソー法の考え方を活用した展開を取り入れていただきつつある。年度当初に同アカデミーの講師を対

象に「新しい学びプロジェクト」で開発された教材を体験いただくワークショップを行っていただき、

その後CoREFと講師の方が共同で開発した教材や「新しい学びプロジェクト」開発教材を中学生対象

に実践していただいている。実際取り組んでみた講師の方からは、これまで説明中心に行って来た授
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業とはことなる子どもたちの反応を得て、手応えを感じるなどのコメントを頂いている。

また、日本技術士会では、新たに理科教育支援のための「わくわく理科教育の会」を発足させ、協

調学習の教材開発をひとつの研究の柱としてご検討いただいている。スタートアップとして、協調学

習についてのレクチャー、知識構成型ジグソー法を用いた授業の体験や授業ビデオの紹介、教材検討

で構成されるワークショップを体験いただいた。これら一連の活動について、CoREFと産業界を連携

する様々な活動のコーディネイト役として、日立ソフトウェアエンジニアリング㈱、㈱日立ソリュー

ションズでの教育センタ部勤務を経て現在㈱シーオーシー情報システム部担当部長である神部美夫氏

に協力研究員をお願いしている。

また、社会人教員化について実態を伴う試みとして、平成23年度4月より、日立理科クラブならびに

日本技術士会推薦の四宮文人氏に、埼玉県教育委員会を経て埼玉県立大宮高等学校に非常勤講師とし

て勤務頂き、「総合的な学習の時間」に普通科2年生23名（希望者）への1回90分の授業を14回開催して

頂いた。テーマは、「将来のスマートシティへの期待と夢：スマートシティを支えるICT」というもの

で、内容としてはかなり高度だが、受講生は大変熱心に楽しんで受講しているとのご報告を受けてい

る。このような試みについては、今後も連携を強め、教育委員会と学校現場、また社会人の方々それ

ぞれの要望を慎重に見極めつつ積極的に進めて行きたい。

（２）連携の経緯と進展

CoREF協力研究員 神部 美夫

① 社会人の学校教育参画の経緯

平成21年5月、日本産学フォーラムの「社会人教育養成研究会」で日本技術士会元副会長の永田一良

氏に随伴した際の議論が思い起こされる。冒頭小原聡日本産学フォーラム事務局長を通じて「教育は

理念ばかりでなくアクションを話すべき」「現場の意見を聞いて、企業を巻き込む」という小宮山宏代

表からのメッセージが伝えられた。

教育現場の多様化に対応するための手段として、技術系社会人を理科教員、海外駐在経験者を語学

系・社会科系教員として、学校教育現場に参画してほしい。将来的には企業人事部門を巻き込み社会

人教員の安定的人材供給を図る。学校関係者、官庁、NPO、経済界、学会などと連携を図る。」

このメッセージを受けて永田氏から、社会人シニア、つまり企業で管理職にある社会人や、退職後

の技術者等の活用が提案された。「彼らは時間と熱意はあるが、教育のプロではない。資格認定制度の

整備と、系統だった教育教材、人材マップが必要である。」このように始まった「社会人の学校教育参

画」に関するプロジェクトを、社会人技術者の立場から推進補助するため、平成21年11月より、CoREF

協力研究員として参加している。

小宮山氏が目指す「教育現場の多様化」の実現のためには、学校現場の教育スタイル自体を変える

必要がある。今までは「答えは一つ、皆が同じことを言えるようにするのがゴール」だった。これを、

多様性を生むための「新しい学びのプロセス」に変えるには、ゴールの先にある「イノベーション」

のための学びの力を身につける必要がある。現場の先生からは「どうしたらいいんだ」という声が聞

こえるようであるが、ここに協調学習の理論と方法及び社会人の力が必要となるのである。

② 新たな学びの気付き

協調学習では、生徒の学習能力の発芽、急成長、開花ともいえる学習能力の飛躍的向上が感じられ

る。相転移、臨界と言った表現がピッタリする事象が教室の目の前で起こり始める。教師はそれを「輝
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き」と見るのだろう。協調学習を通じ、生徒たちの経験と、別に習った原理原則が結びつき、その瞬

間に「分かった 」の喜びを感じる。協調学習は従来の学習とは異なり、自由裁量と学習への興味に

よって、教師や父母の期待値を超す集中力、情報収集力、探究心を呼び起こすため、学習能力向上が

期待される。学校現場の授業を「分かった 」が系統的に発現する学習プロセスに変えてゆくことが、

前述のイノベーションのための学びの力につながるに違いない。

しかしながら、いささかハードルが高く感じられるのは、協調学習の教材作成にあたり、教師は学

習テーマについて本質的に理解する必要があるところである。特に理数科目においては、最新の理論、

具体例は常に更新されており、教師がそれにアクセスすることは難しい場合も多い。

この点に、社会人シニアの活躍の場を見る。社会人として得た様々な理工学の原理を活用し、経験

を通して身に着けた成果を協調学習の教材（コンテンツ）作成に活かすことができるのではないか。

このことで、協調学習に取り組む教師の負荷を軽減できる。このためには、社会人が教員として現場

での教育並びに教育支援に携わるための研修を、教材開発と実践評価の両面から具体的に推進するこ

とが必要である。

もう1つの期待は、様々なシチュエーションで、様々なリスクをマネジメントしながら、あらゆる可

能性の中から有効な選択肢を決断して行く知恵、つまりプロジェクトマネジメント力の活用である。

プロジェクトマネジメントの経験は社会人の優れたスキルのひとつである。これにより、協調学習が

従来の講義型授業に比較して、学力や動機づけ，学習能力向上をもたらす仕組みとプロセスを明らか

にすることができるのではないか。それには、協調学習の効果と測定（指標と測定方法）及び測定結

果の評価方法・評価手順を検討し、実績を把握して次の教材開発や実践に繋げるための方策を明らか

にすることで実現できるだろう。社会人による教育支援プロジェクトのマネジメントで肝要な点を以

下に列記する。⑴顧客（生徒や父母）を学習に巻き込む、⑵学習テーマを明確にする、⑶現実的な期

待を持つ、⑷適切な授業計画を立てる、⑸トップのサポート、の5点である。今後この点の整理実現を

図っていきたい。

③ 社会人による協調学習を目指した授業づくり支援

社会人による協調学習向け教材（コンテンツ）作成および授業実践の支援活動は、緒に就いたばか

りに見える。シニア技術者による実験を主体にした出前授業は、提供者の熱意と創意工夫により生徒

や父母に根強い支持がある。日常のありふれたものの中に、考えたことのない新鮮な現象を目の当た

りにし、自然現象に対する興味と探究心を呼び覚ます。その中で定着し継続している授業の技術的な

完成度は高い。これらは1回完結型なのが特徴であった。こうした授業を一貫して提供し、又は学校現

場の状況に応じて選択可能にしたのが、日立理科クラブで提案された保有教材の学習指導要領への

マッピングである。これにより、社会人の高度な技術と学校現場の学習体系を俯瞰することに成功し、

社会人の持つ先端技術と学校現場の学習体系に共通の認識を提供することになった。その結果、学習

テーマと実験教材の関係性を明確にできたが、社会人の（実験）教材をどのように適用し、継続的に

活用してゆくかが次のテーマに浮上した。

上記のマップは、なだらかな丘陵地に切り立った孤立峰が点在する風景を上空から撮影した衛星写

真に例えられる。そこで大雨が降れば山の予測不能な場所から、落差が大きな滝が麓に衝撃を与える

ことになる。滝を高所から俯瞰すると、滝の構造が見える。滝の上に深くて広大な池や湖が見える。

この湖が上流からの濁流や激しい水流をコントロールして澄んだ水を一定量滝に供給している。滝の

注ぎ口は大雨の時も普通の時も変わることはない。そして滝の水が一気に落ち込むところに滝壺があ
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る。落差100mを超える滝でも、深く掘り下げられた滝壺で大きな運動エネルギーを吸収していること

が分かる。

社会人のコーディネータの役割がここにある。社会人の持つ高度な最先端製品の開発技術を一旦受

け止め整理し、決められた方向の受け口に一気に落とし込む。また、受け口に落とし込まれた水（科

学技術情報）を懐深く受け止め、エネルギーを吸収した後、下流にきれいな水を適切な量にコントロー

ルして流すこともできる。社会人の持つ先端技術を学校現場に展開するには、先端技術をレベルを落

とさずにまとめ、かつそれ直接受け止めて学校現場に供給する受け皿が必要で、その双方を社会人コー

ディネータが担うことになる。

協調学習を実施するにあたって、学習テーマにそった授業案、教材の設計・制作がある。これらは、

「新しい学びプロジェクト」、「県立高校学力向上基盤形成事業」で学校現場の先生が経験と実績を積

上げて来た。今後社会人コーディネータが、協調学習の教材作成に貢献する一つの方策として、企業

OBが経験と技術力を活かし、最先端技術を速やかにかつ技術的にギャップの少ない学習情報として整

理体系化して、教師・生徒の興味を引く点について調査・研究及び参考文献などをそろえること、さ

らに関連情報のデータベース化に尽力することを提案する。学校現場の先生が主体になり、社会人コー

ディネータと情報交流しながら協調学習の計画を練り、実施し、効果を測定し、フィードバックする

ことにより、協調学習の研究連携の輪が広がるだろう。

④ 今後の展望

平成23年12月18日に開催されたCoREFの第4回シンポジウムの第2部では、下記の団体が取組をポス

ター展示した。各ブースでは活発な議論があった。社会人との協力の輪が広く、また深まった。下記

に紹介する。

・ 科学技術人材育成コンソーシアム：理工系学会のコンソーシアムによる人材育成支援

・ 公益社団法人日本技術士会：小学生や市民への理科・科学技術の普及活動、メロディーの小箱、

電気の玉手箱

・ 一般社団法人日本機械学会：小中高等学校への教育支援の取組の概要をポスター展示

・ 社団法人電気学会：理科教育支援活動の紹介および実験機器の展示

小中学校等での理科教育支援活動の概要、実験機材の展示、実験方法説明

・ 株式会社 キャリアリンク：企業が実践している教育支援活動について展示

・ NPO法人日立理科クラブ：企業OBによる小・中学校への理科教育支援の取組

独自開発した実験教材の展示・説明

このように、多くの団体や企業が、教育支援の取組に前向きである。中には、すぐれた「社会人教

師」となる素質を持つ方もおられるだろう。学校教育の力になりたい、と願う社会人の方々が、一人

でも多く教育現場に参画できるよう尽力したい。

（３）日本機械学会

日本機械学会 矢田 恒二

当学会では小中高等学校の教育支援として、本部、支部・部門、学生会、イノベーションセンター

（学会本部組織）などを活動主体とした多面的な取組を行っている。その中で、イノベーションセン

ター事業の一つとして、主として企業退職者（シニア人材）の活躍の場として次の2形態を想定した活

動を行っている。
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① 企業からの技術相談に対するアドバイス或いはアドバイザの派遣、

② 新入社員の教育或いは、企業の新規事業対応のための社員向け再教育を目的とした講師派遣や

出前講座

CoREFに対する機械学会の取組は上記、②の活動の一環として位置づけている。平成23年度の取組

は其の前年（平成22年）末に東大三宅教授からのご相談に対する対応から始まった。

当学会が最初にご相談を受けたのは平成22年の年末であったが、CoREF活動が当学会の活動目的と

整合すると判断し、CoREFの概要を紹介することと併せてシニア人材を対象とした希望者の募集を

行った結果、3人の応募者があった。そこでこのメンバーを中心にCoREF活動に参加することにして、

CoREF側と当学会の間での第1回の打ち合わせ会を平成22年12月に行った。その後そこでの打ち合わ

せ内容と、応募者各自が対応できる分野について学会内ですり合わせを行い、それをベースにして、

それぞれが考える理科教材の提案を作ることにした。ここでの考え方として、できるだけ身近な現象

を取り上げ、具体的な課題によって力学現象の本質を理解できるような内容にすることとした。

このようにして提案された内容は次の通りであった。

・ゴム、摩擦、力学エネルギー、エネルギー変換と効率、質量と重さ、ニュートン力学法則

この提案を土台にしてCoREFとの間で平成23年4月に打ち合わせ会を行い、提案の問題点を議論し

た。CoREF側からは好意的な意見を頂いたが、提案内容をもう少し具体的なものにする必要があると

の意見に従い再提案をすることにした。また提案側の意見としては対象学年をどこに絞るかは、提案

時点では考えていないので、教育現場を見学する必要が有ることを理解した。

以上の結果を元に提案課題をブラッシュアップしたものを改めて提案した。それと共に実践現場の

見学と体験をするために、CoREFの活動に手分けして参加した。その中での感想の一部を次に記す。

・ジグソー教材には、教育というより、想像力をかきたてる題材が良いと感じた。

・現業の先生の中には理科室で協調学習をするための手がかりがなく、悩んでおられた例が見受けら

れたが、機械学会としてこの点にテーマがあるのではないかと感じた。

・協調学習によりこれまでの教育上のどの様な問題点が改善されているのか、どの様なことを、どの

様なレベルまで改善しようとしているのかが分かると、関係者による学校教育の質向上活動へのベ

クトルを合わせ易いと思う。

・協調学習の準備にはそれなりに時間がかかると思われたが、個別の作業ではなく関係者が知恵を出

し合うかたちでの支援がより効果的と思われた。

（４）NPO法人日立理科クラブ ―「理数アカデミー」訪問記―

CoREF協力研究員 神部 美夫

① 日立理科クラブの設立経緯と取組

日立理科クラブは、日立製作所が支援し日立市との全面連携協力により、平成21年5月に設立された

NPO法人である。約100人の日立グループOBで構成され、博士、技術士、モノづくりのエンジニア、

優れた特殊技能をもつシニアエンジニアが活動をしている。彼らが培ってきた経験・技術を子どもた

ちに伝え、「科学する喜び」「モノを創る感動」を体験してもらうなど、全国的に類を見ない活動を展

開しており、関係者から注目されている。

日立理科クラブに脈々と流れる理科教育への熱意は、「モノづくりへの熱意」に通じている。小学生

当時の恩師、両親の思い、隣人との絆、そして並3球真空管ラジオからの音。それらが、その後の人生
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を導いたと佐藤一男代表理事は話す。すでに日立市では「ひまわり」という団体が子ども教育に取り

組んでおり、ひまわりのメンバーからも、次々にアイデアが生みだされ、実践された。シニアエンジ

ニアは「これぞ我が人生の極み」とばかり、水を得た魚のごとく活動した。次第に生徒へと熱意が伝

わり、絆ができ、活躍の場がさらに広がって日立理科クラブの誕生となるのである。その陰には、日

立市長・教育長を中心とした、教育行政サイドの協力があった。教育現場との調整や日立理科クラブ

の展開について、細部にわたる連携がなされたことは、日立という風土ならではと言えるだろう。

以下に、日立理科クラブの主な活動内容を紹介する。

１）理科室のおじさん：全小学校（25校）で理科実験の準備補助や子どもたちの相談相手

２）授業支援：手作りで親しみやすい子どもの目線に立った教材で基礎体験学習

３）理数アカデミー：関心の高い中学生を対象とする理数アカデミー

４）モノづくり工房：モノづくり体験で「科学の面白さ」「モノを作る楽しさ」を知る

５）科学ふしぎ発見教室：理科の面白さをロボットや水ロケット競技を通して体験する

６）地域科学教室：地域のイベント、祭典などの行事に参加し、科学を身近に触れる

② 理数アカデミー」参観

平成23年10月16日、JR日立駅に降りた。日立理科クラブの授業を参観するため、駅前のよく整備さ

れた大通りを10分ほど歩き日立市教育プラザの日立理科クラブに着いた。

今回、３）の中学生対象の選抜クラス「理数アカデミー」で中学校3年の理科の授業を参観した。休

日にも係らず教育委員会の方も授業参観されていた。

題材はエネルギーで、「エネルギーには様々なものがあり、それらがどのように変換され、私たちが

利用可能で安定したエネルギーとして使われるようになるのか」を学ぶことが授業のねらいであった。

シニア講師たちは、「新しい学びプロジェクト」で開発された理科の知識構成型ジグソー法の教材をア

レンジし、身近な電磁調理器を一部分解したものなどのオリジナルの実験教材を併せて用いることで、

体験を通して子どもたちの興味を誘い、さらに深い科学への関心に導いていた。

理数アカデミー」では、CoREFとのディスカッションを通じたオリジナルの教材づくり、実践にも

着手し始めている。今後、協調学習を目指した授業の開発、実践における協同が進むことになれば、

子どもたちに、様々な場所で更に質の高い科学的探究を提供することが可能になるのではないだろう

か。

このユニークで実践的な活動を繰り広げている日立理科クラブの方々とは、今後緩やかな形ではあ

るが、協調学習の模擬授業、有効性の評価について情報交流等の場を設けて行きたいと考える。

日立理科クラブの発展と、企業OBと地方自治体の連携における実践的理科教育発展を祈念するとと

もに、協調学習における連携を粘り強く呼びかけたい。
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