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１．はじめに 

 ある子が発信した思いや考えが次の子へ、さらに別

の子へと、いわば「網の目」となり強固につながり合

う瞬間がある。ときには、男女の垣根を越えて強い助

け合いが生まれる。友達の思いにハッとし、その子に

尊敬や憧れの思いを抱いたり、自己の在り方を真摯に

見つめる場面にせまられる。また、言葉に言えないほ

のぼのしたあたたかな感情がお互いを結び付ける。そ

のような強い絆で手を取り合って学びを進め、成長や

変容をとげていく子どもの姿を目の当たりにすること

は、まさに、教師冥利に尽きると言ってよい。 

 

２．主題設定の理由  

 教職に従事する一人として、これまでさまざまな研

究会に参加し、授業を見てきた。そんなとき、ときど

き胸を突くような感動的な授業に出逢うことがある。

「なぜこれほど子どもたちが生き生きと学ぶのか」「あ

のときの子どもの主体的な動きはどこからくるのか」

「あの仲間を思うあたたかな眼差しや聴く風土はどう

やってうまれたのか」私は、授業内容よりむしろ子ど

もたちのちょっとした動きや発言、眼差し、学級内の

雰囲気が気になる。そして、よくよく考えると、この

ような動きが生まれた背景には教師の学級づくりがあ

ることにいきつく。教師が、新学期スタートから、来

る日も来る日も「学級づくりのシャワー」を蒔き続け、

子どもたちはそれに相応しい態度と意欲をもって授業

に向き合い、その子らしい育ちや成長を見せていくと

考えるのである。 

本研究は、こうした背景を受けて、私が勤務する加

西市立北条小学校において、「共に学び合う子どもを育

てる学級づくり」を主題とし、その具体的な姿を論じ

たものである。授業づくりの根底に学級づくりがある

ことは周知の事実である。しかし、理想とする学級づ

くりに向かって、教師がどんな具体的な手立てや指導

をするのかは大変見えにくい。また、その手立てや指

導によって、子どものどのような育ちや変容があった 

 

かはさらに捉えにくい。 

 そこで、本研究は、今年度担任する６年生の子ども

たちに焦点を当て、彼らの何気ない日常場面に寄り添

い、ささいなつぶやきや文章に立ち止まり、それに対

して私が具体的にどのような指導をし、その結果、ど

んな育ちや変容、子ども同士のつながりが見えてきた

のかを明らかにしようとするものである。 

 

３．子どもが共に学び合うとは？ 

 政府の教育再生実行会議は、今年の５月１４日、第

七次提言「これからの時代に求められる資質・能力と、

それを培う教育、教師の在り方について」をまとめた。

その中では、「課題解決に向けた主体的・協働的な学び

（アクティブ・ラーニング）」へと授業を革新し、学び

の質を高めることの必要性を打ち出している。 

本研究では、学級づくりを中心に据えるが、それを

「共に学び合う子どもを育てる」と焦点化している。

ここでの「共に学び合う」とは、第七次提言にある２

つの学び、「主体的な学び」と「協働的な学び」を大き

な柱として考えている。子どもが、課題や問題を自分

のこととして真剣に受け止め、主体的に学びを展開し、

信頼関係に支えられた仲間とともに協働的に課題を解

決していく姿こそ、「共に学び合う」と捉えたい。 

 では、子どもが「主体的に」「協働的に」学びを進め

ていくためには、どのように学級づくりをすればいい

のか。結論から言えば、私は、授業と授業のすき間に

こそ学びの導火線があると思っている。もちろん、主

体的で協働的な学びは、授業中にこそ勢力的に展開す

べきであることは言うまでもない。しかし、その学び

に火を灯し、力強く推進するエネルギーは授業と授業

のすき間にある。そして、そのすき間で蓄えられたエ

ネルギーは授業の中の何気ない一場面に転化し、その

後再び授業のすき間に顔を出す。私の学級づくりは、

こうした「授業とすき間の相互作用」によって展開す

る。学級づくりと授業づくりは、いわば境界なき渾然

一体とした有機体のようなものである。 



４．主体的に学び、協働的に学ぶ学級づくりとは？ 

 ここからは、子どもが主体的に協働的に学ぶために

は、授業と授業のすき間で何をどうすればいいのかを 

具体化させていきたい。私は、次の２つを意識し、す

き間時間の指導にあたっている。１つ目が「子どもの

感性を磨き、気付く力を付けること」であり、２つ目

が「お知らせ（作文・発表）」である。 

 

① 子どもの感性を磨き、気付く力を付けること 

学びの出発点は、気付く力である。気付く力とは、

立ち止まる力とも言える。気付く力をつけた子どもは、

今まで何となく学んでいた教科書や資料の文章、友達

の発言に立ち止まり、「おや？」「どうして？」「こうす

ればいいのでは？」「もっと○○できないかなぁ」と、

自分なりの学びを立ち上げていく。しかし、この気付

く力を付けるためには感性を磨かなければいけない。 

 

 

 

 

 

６年生の子どもたちは、毎朝、教室から校舎内へ飛

び出し、それぞれが動き出す。例えば、図書室の本を

並べる子、玄関のゴミをほうきで掃く子、全校生の靴

や来賓用スリッパを並べる子、アルミ缶を運ぶ子、ト

イレのスリッパを揃える子、掲示物を整える子。子ど

もたちは思い思いに感性を磨く。それまで雑然として

いた物が自分の手できれいに整理整頓されると気持ち

がいい。ある男の子は、「今日は、雨の日でがっかりし

ていたけど、全校生の傘を同じ方向に並べるといい気

分になった。人の役に立てている自分がとてもうれし

かった」と作文に記した。 

子どもは誰しも人の役に立ちたい。自分の感性を磨

くことで、それまで眠っていた気付く力が目覚め、新

しい世界が切り開かれていく現実を体感する。そして、

自分たちの主体的な動きは、時間が経つにつれて周り

から評価され認められる。「６年生、よく動くね」「頑

張っているね」と、校内でも先生方に声をかけてもら

い、学校で授業中に見守りをして下さるボランティア

の方からは、こんなうれしいお礼の手紙が届いた。「玄

関入り口の清掃及びワッショイ室の清掃、整理を生徒

さんたちが実施してくれていた。特に傘立てに傘が整

然と並び、部屋の引き出しの中、ジャンバー等をきれ

いにたたんでくれていた。感謝！」周りから評価され

認められることで、子どもたちは自尊感情を高め、ま

すます感性磨きに精を出し、今は呼吸をするような自

然な習慣として取り組んでいる。 

感性を磨き始めて２ヶ月。子どもたちの授業に向き

合う姿勢が明らかに変わり始めた。「授業は自分たちで

創る」。算数の授業では、予習を進んで行い、事前に必

要な準備物を作りホワイトボードに書きこむ子が出て

きた。その日の黒板係がいるので、授業前にはすでに

授業用黒板ができている。理科では、前もって休み時

間に理科室に行き、実験の準備物を確認しセットする。

給食を食べながら、実験グループで実験手順を自主的

に確かめ、当日の役割分担も話し合う。とにかく、「授

業は自分たちで創る」。だから、子どもたちは大変であ

る。自分たちが動かなければ授業が始まらない。本気

になって動き出す。こんな日記を書く男の子がいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この子は、４月当初、自信がなくおどおどし、発表

するときには言葉がうまく出ず赤面してしまう子であ

った。しかしこの２ヶ月で、実に堂々と自信をもって

発表する変容を見せた。ある日の下校時、階段の柵の

ある窓を閉めようとした教師にそっと近寄り一緒に窓

を閉めた。「あまりにも自然に手伝ってくれたため、驚

きと同時にうれしかった。こんな６年生がいるなんて

素敵です」その教師が放課後、弾むような声で報告し

てくれた。また、６月下旬の学級懇談会では、彼の母

親が「４月は不安いっぱいでした。でも、やればでき

る。これが今の息子の口癖となりました」と、涙なが

らに語られた姿が記憶に新しい。彼は、感性を磨く中

で、考え、悩み、行動し、賞賛され、成功体験を積み

重ね、確かな自信を付けていったように思われる。 

今日は、最近の授業について書きます。最近の授

業は、これまでとかなりちがって大変です。授業の

準備、予習、黒板に書く、司会進行、発表、おたず

ね、ふり返り…と、全部、自分たちで動かなければ

授業が進まないからです。でも、ぼくはこの考え方

がいいと思います。理由は、こうやってすると、い

やでも自分たちで考えないと授業におくれるし、

自分が得したり損したりで考えることも増える

し、一回一回先生に当たり前のことを言われてそ

のまま動くより、自分たちの力では 100%じゃない

けれども、考えをつなげてみんなと力を合わせて

いっぱい失敗して、でも、100%を目指していくこと

ができるから、ぼくは今の授業の方がいいです。 



② お知らせ（作文・発表） 

先の教育再生実行会議、第七次提言では、「これから

の教育では、教師の適切な指導の下、子供同士で学び

合ったりする活動を充実させることが重要である」と、

協働的な学びの重要性を主張している。しかし、その

ような協働的な学びは、どうすれば授業の中で自然に

うまれるのだろうか。協働的な学びとは、一言で言う

と、「子ども同士の横のつながり」による学びである。

私は、常日頃から、徹底して子ども同士のつながりを

つくりたいと思っている。そのつながりは、教師の意

図的・支配的なものではなく、自然発生的でやわらか

なものでありたい。そして、学校で学び合ったことを

家や地域に持ち帰り、仲間と共に手を取り合って追究

する学びであってほしい。それを実現する効果的な実

践の一つが、「お知らせ（作文・発表）」である。 

「お知らせ」とは、毎日子どもたちが書く生活作文の

名称であり、みんなに「お知らせ」したいことを、日

記風に綴った作文をいう。子どもは、毎日作文を書き、

みんなの前で発表することを通してお互いに聴き合い

つながり合う。教室の座席はコの字にし、主に、朝の

会（10分～15分）で行うことにしている。 

では、ここからは「お知らせ」の具体的事例に入り

たい。これは、友達や家庭・地域の人とつながりなが

ら、自己と対峙し、人間的に成長・変容していった N

子の事例である。N 子は、４月学級開きから物静かで

非常に笑顔の少ない子であった。３人姉妹の真ん中、

おとなしいが授業中はよく手をあげて発表する。習字

係の仕事をしっかりこなし、友達や教師の話にしっか

り耳を傾ける。休み時間は一人で過ごすことが多く、

時折、私のそばに寄ってきて自分の思いをぽつりぽつ

りと話す。目立たない子であったが、何かいつも気に

なる存在であった。そんな N子が、４月２７日、こち

らがハッとするような内容のお知らせ作文を書いてき

た。作文の題は、「自分は…」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この作文から、誠実な内面をもちながらも思いをす

っと行動に移せない N子自身のもどかしさを感じ取っ

た。「みんなの前で、お知らせ発表してみない？」私は

N 子に提案した。すると半信半疑の N 子であったが、

しばらく時間を置き、こくりとうなずき当日の発表を

迎えた。みんなの前で発表を始めた N子は、読みなが

ら途中から泣き始めた。すすり泣き、自分の思いを正

直にみんなに打ち明ける。教室はしんと静まり返り、

でも、真剣に N子に耳を傾ける友達の姿があった。発

表後、次々に手が挙がり、N 子の勇気ある発表をほめ

たたえる発言が続いた。N子の発表後、ほどなくして K

男が私のそばに寄ってきた。「先生、めっちゃ感動した。

ぼくもお知らせしたい。言いたいことがある。作文書

いてきていい？」そんな意味深長な言葉を残して K男

は帰っていった。翌日、K男がお知らせ発表に向かう。

日記帳をにぎる手は震えていたが、強い意気込みを感

じた。「ぼくは、N子さんのお知らせ発表に勇気をもら

いました。だから、今までずっとずっと言えなかった

ことをはじめて言います」そう言った K男が話した内

容は、彼が２年生のときに不慮の事故でなくした親友

のことであった。心の奥深くにかかえこんでいた思い

を嗚咽しながら打ち明ける。しかし、この親友の存在

は、実はクラスのみんなが知る子であり、K 男の涙は

次々とクラス全体に広がっていった。その日（５月１

３日）の作文は、K男、K男に勇気を与えた N子のこと

をたくさんの子が書いてきた。N子は、こう書いた。 

 

 

 

 

 

 

 

５月１８日。クラブ活動初回の日、彼女が所属する

マンガ＆イラストクラブで、部長と副部長を決めたよ

うである。結果的に彼女は副部長になるわけだが、そ

の日の日記で、部長を潔く引き受けた O君の「勇気あ

る行動」を尊敬する内容を書いた。そして６月５日、

クラスである出来事が起きた。学校の校舎内にスズメ

が迷いこみ、窓に羽根を打ちつけ、背中を切り裂く重

症をおってしまった。子どもたちは「何とか助けたい」

と願い、学校にあった毛布でスズメの体を覆い、イン

ターネットで対策を調べるが、何もできない自分たち

自分は、もう少し友達を助けてあげたらいいなと思

います。理科の教科書を運んでいた Y君が、向こう

で落としていたような音がして、T君が「手がふさ

がっていなかったら手伝ってあげたのに」というよ

うなことを言っていて、私は向こうまで行けなかっ

たし、なんだかその一言を聞いて「助けた方がいい

かな？」とドキッと思いました。「ありがとう」など

の感謝の気持ちもちゃんと言えるようになりたいと

思いました。 

今日、お知らせ発表で、K男君が私の発表をきっ

かけに、お知らせ作文をかいて発表するというこ

とでうれしかったです。K男君は自分とちがって

はじめから発表するのを分かっていて作文を書い

ているので、スゴイ勇気だと思った。お知らせ発

表は、授業と同じように大切なことだと思った。 



に歯がゆさを感じながら、給食後の掃除の時間、スズ

メは死んでいった。その後の５時間目、子どもたちは、

お知らせ発表がしたいと言い出した。「スズメの死」に

ついて、子どもたちは涙を流し、本音を吐露した。N子

はただただじっと友達の発言に耳を傾けるだけであっ

た。しかし、その日の夜、N子は作文に向き合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、６月１１日の作文には、「自分は、細かいこと

とか気にするし、なかなかふみ出せないから後かいし

ます。だから、どうしたらもっとなおせるのかと思い

ました」と、真正面から自分自身の課題と向き合って

きた。４月２７日の「自分は…」で話した思いは、今

だにずっと持ち続け、自己と対峙していたのである。 

しかし、これ以降、彼女に２つの変化の波が押し寄

せる。１つ目が、６月２４日の算数授業であり、２つ

目が、６月１５日から始まった国語の授業である。N子

は、授業の中で変わり始めるのである。算数授業では、

円の面積の公式を導き出す過程で、彼女は、それまで

苦手としていた「おたずね（質問）」を立て続けに３回

もした。しかもその内の１回は、「納得がいかないから

もう少し詳しく教えて」と遠慮がちな N子とは考えら

れないおたずねであった。その後、友達の説明で納得

し「Y 君や A さんの説明でよく分かりました。ありが

とう」ときっぱり答えて周囲の友達を驚かせた。一方、

国語の授業では、「自分の町の良いところ」を発見する

単元であるが、なかなか行動の一歩をふみ出せない N

子は、なんと行動に出た。彼女の追究課題は、町中に

ある地域の方お手製の木製ベンチであった。６月２１

日、彼女は自分の祖父母にベンチについておたずねし、

２２日、実際にベンチに座り、それに腰掛けるお年寄

りの立場に思いを寄せた。２４日には、そのベンチが

置いてあった家を訪ね、なんと、９４才のおばあちゃ

んへのインタビューに成功している。耳が遠いおばあ

ちゃんであったが、彼女は粘り強く聞き取り、改めて

地域の方の優しさに触れる。そして、２４日、３０日、

７月５日と３回連続で地域を良く知る M氏の自宅を訪

ね、このベンチの歴史や地域の人々の思いを詳しく聞

き取ってくるのである。 

N子は、「お知らせ（作文・発表）」というすき間時間

をもとに、友達や家庭・地域の人とつながりながら協

働的に学びを進め、自己と対峙し、人間的に成長・変

容していった。注目すべきは、彼女の変容の大きな節

目は授業の中にあったことである。お知らせと授業を

頻繁に行き来しながら、子どもたちは協働的な学びの

芽を育てていく。奈良女子大学附属小学校教諭、薄田

大智氏によれば、お知らせは授業そのものである。お

知らせで培われた協働的な学びの風土はそのまま授業

に連動し、子どもが協働的に学び合う授業に結実して

いくのである。 

５．おわりに 

 今、国語の授業は学期末最終章をむかえている。お

知らせ（作文・発表）を通して、子ども同士は網の目

のようにつながって動き出している。その動きは、と

きに２人、３人、５人、いやそれ以上のグループとな

り、主体的・協働的な学びを展開している。土日にな

れば、町中を子どもたちが現地学習に走り回る自転車

の音が聞こえてくる。しかし、実はお知らせは、ただ

協働的な学びの芽を育てるだけではない。薄田氏によ

ればその本来の目的は、温かい共存の感情に満ちた学

級をつくることにある。安心して何でも言える学級、

男子が女子を、女子が男子を讃え、強い助け合いが見

られる学級、やわらかい雰囲気に満ちた学級をつくる

ことにある。 

私がこれまで述べてきた「共に学び合う子どもを育

てる学級づくり」は、「共存の感情に満ちた温かい学級

づくり」だと言い換えてもよい。紙面の都合上、その

具体的な内容にはふれることはできない。本研究が、

今日の教育現場に、ささやかな希望の一石を投じるも

のであることを心から願ってやまない。 

今日、すずめが死んでしまいました。そのとき、私

は、体験教室でみんなが必死ですずめを救うために

調べていたなんて知らなかったし、パッドで何かし

ているとしか思わなかったし、すずめはどうなって

いるのかな？と思っていて、何もしていなくて死ん

でしまったから、自分も教室に入って何かさがせば

良かったと後かいしているし、最後に見守ってあげ

たら良かったと後かいしています。友達としゃべっ

ていたから、しんけんだったみんなに対してとても

悪いことをしたし、何よりもすずめの命を放ってお

いたことが、とても自分で後かいしています。そし

て、K男君の発表はとても勇気があるから、自分も

K男君みたいに正直に発表したいと思いました。そ

して、算数のときと似ていると思って、つながって

いると、とても感じました。算数では、おたずねを

言うときに言えなかったので、言えるようになりた

いと思ったし、K男君の時も、自分もできるように

なりたいと思ったので似ていると思いました。 


