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１．はじめに
本稿は、平成 19 年 5 月に実施された「平成 19 年度新任教員等ＦＤ研修会」において
筆者が発表した内容を再構成したものである。
筆者はとりたてて授業が上手というわけではなく、おそらく標準的な部類に属する授
業者であると自覚している。とはいえ、教育方法学を専門とし、日頃、小学校や中学校
の授業に関する研究をしている立場として、大学における授業改善についてもこうした
視点から何らかの提案ができるのではないかと考えた。そこで、筆者自身がまだ「新任
教員」に属することは自覚しつつも（筆者は本学に赴任して４年目である）、研修会での
報告を受けた次第である。
研修会で発表し、そして以下に報告する中身は、小・中学校における授業実践、ある
いは授業研究の観点からすると、常識的なことばかりである。とりたてて新規で奇抜な
内容が含まれているわけではない。
ただ、ＦＤと称される大学での授業開発・授業改善の試みがまだ緒に就いたばかりで
あるということを聞く 1 。小・中学校の授業ではある意味で常識的な事柄も、大学の授業
では意外とそうではないのかもしれない。そうならば、小・中学校の側からの「逆方向
の啓蒙」を行うこともある程度の意味はあるのではないか。
本稿ではそのような考えから、小・中学校における授業改善や授業研究の観点から、
大学授業の改善に関する３つの内容に絞って報告を行おうとするものである。すなわち、
単位意識、オーセンテゖック性、協同性、の３点である。
以下にこの順番で述べていくことする。
なお、報告に際して、筆者は大学の授業内容および方法について、授業者である大学
教員の要求と受講者である学生の要望とを調整しつつ、実施・評価・改善されるべき対
象であると揺るぎなく考えていることを申し述べておく。
「大学のレジャーランド化」あ
るいは「大学の小学校化」などと揶揄されるようになって久しいが、受講生である学生
の要望に応えて授業を再構成していくことと、授業レベルが質的に低下するこ ととは、
基本的に無関係である。この前提のないところでは、大学での授業改善にむけたすべて
の努力と、ひいてはあらゆる校種で行われている授業改善と授業研究の試みは、すべて
無に帰してしまう。
本稿では、大学での授業改善について、とことん楽観的な立場から報告を行いたい。
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楢林・佐藤（2005）によれば、大 学のＦＤとして、いわゆる授業研 究のスタイルである「公開授業 型ＦＤ」は、実践性に

おいて効果が高いと認識されているものの、まだ多くの教員には広まっていないのが実情のようだ（楢林建司・佐藤浩 章
「ワークショップ型授業の試みと授業コンサルティングサービス」『大学教育実 践ジャーナル』第３号、 2005 年。）
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２．単位意識
授業を設計し、実施するという営みにおいて、もっとも基本的であり、そして最も重
要なこと。それは、１コマ（１単位時間）が一つの全体性をもつようにすることである。
授業の時間的な最小単位がこの１コマであるが、これはたんに半期 15 回の授業（科目）
の一部分であるのみならず、それ自身で完結した、一回限りの物語でなければならない。
授業を有機体にたとえるならば、個体としての半期 15 回の授業（科目）は、一つの意味
ある全体であると同時に、その組織であり細胞であるところの１コマの授業も、部分で
ありながらそれ自体完結した全体である。
ある１コマの授業は、前時の授業と連続していなければならない。同時に、次時の授
業とも連続していなければならない。また、ある１コマの授業は、前時に途切れた時点
から唐突に開始され、時間が来たところで唐突に終了するものであってはなら ない。１
コマの授業には、本時の内容に入る準備としての「導入」過程があり、まさしく本時の
内容を扱う「展開」過程を経て、本時の内容を整理する「まとめ（終末）」過程がある。
それはまさに落語や漫才のように、ある意味での時間的な様式美を持っている。
このように１コマの授業に連続性と全体性とを備えること。このように設計された１
コマの授業を、授業研究の世界ではユニット(unit)と呼ぶことがある。単元と訳される
こともあるが、我が国では単元と言うと、意味ある数単位時間のまとまりのことを指す
のがふつうなので、それと混同しないように本稿では単位と訳しておこう。１コマの授
業が単位と呼べるものであることが、授業成立のもっとも基本的な要件である。
単位としての授業を設計し、実践するためにはどうしたらいいか。簡単である。始め
るべきところから始め、終わるべきところで終わればよいのだ。しかし、そんなハンプ
テゖ・ダンプテゖのような繰り言を唱えていても、授業は一向に改善はされない。どこ
が「始めるべきところ」であり、どこが「終わるべきところ」なのか。単位として授業
を設計・実践することが授業成立のもっとも基本的な要件だと今しがた述べたばかりだ
が、実はもっとも基本的であって、なおかつもっとも難しいのが、単位としての授業を
完遂するということなのである。世界各国での 100 余年にわたる授業研究の歴史は、こ
のことの解明に明け暮れてきたと言っても決して大げさではない。
どうすれば単位としての授業を設計し、実践できるのか。そのことを本稿で語り尽く
すことは到底不可能である。ただここでは、授業が単位として成立するための最低にし
て最小の条件のみを指摘しておくことにしよう。それは「めあて」を明示すること。た
だそれだけである。
「めあて」とは何か。端的にいえば、１コマの授業で教師が学習者に達成させたい目
標を、一定の加工を施して学習者に提示するもののことを指す。
教師が学習者に達成させたい目標のことを、授業研究では一般に「ねらい」と言ったり
「主眼」と言ったりする。たとえば、ある１コマの授業で、
「三平方の定理を理解させる」
ことが教師の授業意図であるとするのならば、それがその１コマの授業の「ねらい」で
ある。このように「ねらい」は授業に込められた意図であるので、どんな教師であれ、
「ねらい」を持たないで授業を進めることは、理論的に不可能である（もちろん、
「ねら
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い」の質の高低や「ねらい」の自覚の強弱は、教師によって差はあるが）。
しかしながら、この「ねらい」と、先ほど述べた「めあて」は同じものではない。こ
の点でしばしば誤解が見受けられる。
「ねらい」は教師による意図そのものであり、実際
に授業を進める際には隠されているべきものである。それは、演劇の俳優たちが台本を
見ながら演技をしたり、演劇に込められた意図をそのまま語ったりしないのと同じであ
る。とはいえ、意図も筋書きも見えないままでは、学習者にとっては（それだけいっそ
う謎めいていて魅力的な場合もあるが）負荷が過剰に高くなりがちだ。教師の 意図がま
ったく読めないまま授業に付き合わされることは、教師自身にとっては楽しいかもしれ
ないが、学習者にとって苦痛でしかない。そこで、教師の意図である「ねらい」を、あ
る一定の加工を施して、授業の冒頭部分で提示することで、授業の意図の一部を先取り
的に示してしまうのだ。その先取りされた当のものを、授業研究では「めあて」と呼ん
でいる。
では、「ねらい」を「めあて」に転換するための「一定の加工」とはなにか。それは、
ゴールとしての「ねらい」を意識しながら、学習者自身が１コマの授業展開の見通しを
持てるように言葉を組むことである。今日の１コマの授業ではどういう内容の学習を、
どういう手続きで行うのか。ゴールとしての授業終了時には、どういうことを知ること
ができ、またどういう考えが深まるのか。このような、学習の過程と結果についての大
まかな見通しを提示することが、「めあて」を示す目的である。
もう少し具体的に 見 ていくことにしよう。2007(平成 19)年度前期 に筆者が担当した
「教育方法の研究」
（教職専門、Ⅲ期、講義）の例である。以下に挙げたのは、４月の授
業開始時に配布する授業計画表の一部（第５～８回目）である 2 。
月

日

回

テーマ

5

16

5

教科書を使えば授業ができる！

5

23

6

教材を集める？

5

30

7

教えたいことは教えられない！

6

6

8

“この勉強は、何のためにするのですか？”

教材を創る？

資料１：2007 年度「教育方法の研究」授業計画表
５回目の授業である５月 16 日分は、「教科書を使えば授業ができる！」と題した授業
である。この授業は、教育内容および教材論を観点としながら、授業設計における教科
書の意味と機能を検討するものである。教師の意図である「ねらい」は、
「教科書は、教
育内容、教材、教具という授業設計の３要素が明示的または暗示的に盛り込まれた“授
業パッケージ”であることを理解する」ことにある。こうした「ねらい」を持って、筆
者が授業の「めあて」として提示したのが、
「教科書を“使う”とはどういうことかにつ
いて、実際に教科書分析をしながら考えよう。」であった。ここには、実物の教科書を分
析するという作業的な学習を通して、学習者に考えを深めてほしい事柄を、直接にその
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「教育方法の研究」では複数の教員が同一のシラバスをもとに授業を提供しているため、筆者 の授業の「切り口」が

より明確になるように、シラバスに準拠しつつ、それをさらに具体化 した「授業計画」を作成、配布 している。
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内容を示すことなく、提示しようとしたものである。
同様に、５月 23 日分「教材を集める？

教材を創る」では、
「教科書を“ふくらませ”

て子どもの世界に接近していく技術について考えよう。」を「めあて」とした。５月 30
日分「教えたいことは教えられない！」では、
「どうすれば子どもに教材が“届く”かに
ついて考えよう。」を「めあて」とし、６月６日分「“この勉強は、何のためにするので
すか？”」では、
「１時間の授業計画のなかで、
“授業が見える目標”を立てられるように
なろう。」を「めあて」とした。
一般的に、小・中学校の授業設計における「めあて」の記述は、
「～しよう」という形
式になることが多い。筆者も、学習者が小・中学校教師の「卵」であることに鑑み、基
本的にそのような記述を採用している。
しかしながら、
「～しよう」という形式を遵守するかどうかは、ここでの議論の中心で
はない。肝要なのは、教師が１コマの授業の見通しを学習者に明確に示すかどうかだ。
見方を変えてみれば、
「めあて」は、教師が１コマの授業を単位として 設計することがで
きているかどうかを測るひとつの重要な指標でもある。
そういうことを了解したうえでならば、毎度毎度、忠実に「～しよう」と「めあて」
を示す必要もないだろう。また、あえて「めあて」を示さないというゕレンジを施すこ
とも許容されるだろう。
「めあて」という表象に投影されるのは、単位意識とでも呼べる教師の授業設計能力
の核心である。「めあて」を自由に操ることができるということは、「導入」「展開」「終
末」という授業の一般的展開を基礎に据えながら、実際にどのように授業を展開するの
かという授業過程上の課題や、１コマの授業でどんな内容をどこまで扱うべきなのかと
いう教育内容上の課題を解決することと密接な対応関係にある。「授業が流れにならな
い」、「内容を盛り込みすぎて授業が破たんする」などのよくある授業設計の悩みがある
場合は、
「めあて」の明示という観点からリフレクションを行ってみると、思わぬ解決の
糸口が見つかるかもしれない。
３．オーセンティック性
ふたつめは、オーセンテゖック(authentic)性と呼ばれる授業設計の観点である。この
観点は、とりわけ 1990 年代に米国で使われるようになった比較的新規のもので ある。我
が国には 1990 年代末ごろに紹介されるようになったが、小中学校の学校現場に浸透して
いるわけでは必ずしもないようだ。訳語としては、
「本物性」や「真正性」などの語が当
てられることがあるものの、いまいち日本語としてこなれていないので、本稿ではひと
まずオーセンテゖック性とそのまま表記することとする。
さて、このオーセンテゖック性とはなにか。この観点を学校現場に広めようと啓蒙に
励んでいる教育学者のウゖギンス(Wiggins, G.)は、オーセンテゖックを「大人が仕事場
や市民生活、個人的な生活の場で試されている、その文脈を模写すること」と定義して
いる )。もともとウゖギンスは学校でのテストや評価のあり方に関してこの観点を提起
したのだが、現在では、それを学校教育全体に敷衍して用いられることも多い。すなわ
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ち、学校での教育活動なかんずく授業という場において、そこでしか通用しないような
内容や作法に甘んずることを止め、それを授業の外にある日常生活にできるだけ接近さ
せる試み一般を指すということだ。
考えを巡らせてみれば、これまで学校という場所は、教育的配慮という名目のもとで、
学習者の日常生活にとってみればきわめて不自然でいびつな「学習」や「活動」を課し
てきた。固定された椅子に行儀よく腰掛け、できるだけ身じろぎすることなく教師の話
をじっと聞く。手を鋭く高くあげて、教師の承認を得ないと発言することは叶わない。
こういった教室での学習作法だけでなく、学習の内容についてもまた同様である。自分
自身の生活にどのように役立つのか、あるいはどのような意味があるのか問わなくても、
学習すべき内容は次々と教師の手によって給仕される。学習者は、教育的に加工された
「学習問題」をただひたすら解けばよい。またその「学習問題」も、日常生活との関連
を装いつつ、実のところは学習者の日常生活と直接関係ないことが多い。
「Ａ君が時速５
キロメートルで２時間歩き続けました。Ａ君は何キロメートル歩いたでしょう」という
「学習問題」に、「２時間も歩き続けたら疲れてしまうから 10 キロメートルよりは少し
少ないくらいの距離」と答えることは、いくらそちらのほうが生活実感に近くても、決
して許されることはない。
オーセンテゖック性とは、こうした教室での「学習」を、
「仕事場や市民生活、個人的
な生活の場」で実際に「試されている」事柄に置き換えることで、そのいびつさを正常
化しようとする試みであるのだ。
とはいえ、ここで急いで注釈を加えないといけないことがある。それは、オーセンテ
ゖック性という観点が、教育的配慮として教育内容や教材に加工を施すことをまるごと
否定しているわけではないということである。「仕事場や市民生活、個人的な生活の場」
で「試されていること」が不可欠だからといって、そういった場に学習者を放り込みさ
えすれば学習が成立するというものではない。
オーセンテゖック性という観点にとって重要なのは、あくまでそうした場の「文脈を
模写」した「学習問題」なり「学習課題」を設置することにある。たとえ ば次のような
課題だ。
クラスでお金儲けをするために挨拶状を作って売ろうとしている。その材料費とし
て 50 ドルある。どのようにお金を使えばよいのか。ちなみに、封筒付きの無地のカ
ード 10 枚組で 4 ドル。絵の具一瓶 2 ドル。9 枚一組の絵筆 5 ドル。完成した挨拶状
は 1 枚 3 ドルで売ることになっている 3 。
この例からも明らかなように、オーセンテゖック性という観点は、学習者の現在ある
いは将来の日常生活そのもの（リゕリテゖ）というよりはむしろ、そのシミュレーショ
ンを授業化しようとする授業設計の手続きであるといえる。

3

Wiggins, G., Educative Assessment, Jossey-Bass Publishers, 1998, p.24. なおここでは、田中耕治『指導要

録の改訂と学力問 題――学力 評価論の直面する課題』三学 出版、2002 年、140 ページから重引した。
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筆者が大学の授業設計を行う際に重視しているのが、以上の意味での学習のオーセン
テゖック性である。もともとオーセンテゖック性は、大学の授業形態でいえば、演習や
実習の形態と親和性の高いけれども、筆者は講義形態の授業でも授業設計の基本にこの
観点を据えている。
具体的には、大きく二通りの方法を採っている。ひとつは、ある 1 コマの授業の教材
や活動に、オーセンテゖック性の観点を取り入れる方法。もうひとつは、15 回の授業全
体に、オーセンテゖック性の観点を通底させる方法である。実際には、これらの二通り
の方法がミクスチャとして設計される場合がほとんどである。
それぞれの事例を簡単に紹介しておこう。
まず前者の方法である。
筆者は「情報機器の操作」（教養、Ⅱ期、実習、旧「情報機器操作入門」）でこの方法
を用いている。この授業では一般的に、日本語ワープロ、表計算、プレゼンテーション
の各ゕプリケーションについて、テキストをもとにしながら、逐次的・段階的に練習さ
せていく形態になりがちである。たしかにこの授業は、ゕプリケーションの操作スキル
の向上にかなりの程度において特化されているものであるため、その伝統的な教育方法
に則って、一つ一つのスキルを順番に練習していく形態を取ることも許されるのかもし
れない。
しかし、たとえば街角のパソコン教室や英会話学校などで行われている一般のスキル
トレーニングと違い、この授業の学習者（受講生）は眼前のスキルを身につけることに
対する必要性と切実性に駆り立てられて教室に来ているわけでは必ずしもない。ス キル
を順番に習得していくことが、自分にとってどのような意味があるのかについての見通
しを学習者が持っていることを前提にすることはできないのだ。 を学習者が持っている
ことを前提にすることはできないのだ。
そこで筆者は、
「ターゲット方式」と「プロダクト方式」と呼んでいる二つの方式を構
成することで、この授業のオーセンテゖック性を確保しようと試みている。
「ターゲット方式」は、加工された断片としての「練習問題」を練習することでスキル
を向上させるのではなくて、実際に「仕事場や市民生活、個人的な生活の場」で使われ
ているもの（ターゲット）を与え、それを各ゕプリケーションを用いて内容からデザ
ンに至るまで徹底的に模写することでスキルの向上をはかる方法である。
学習者が小・中学校の教員の卵であることに鑑み、ターゲットは小・中学校現場で実
際に用いられているものを中心にしている。それらに、大学の４年間で作成することに
なる文書等（レポート、論文など）を織り交ぜて、ターゲット群を構成している。
こうしたターゲット群は、その模写で練習することのできるスキルの難易度や重要度
をもとに、階層化してある。学習者は、ゕプリケーションの操作に関する自らのレデゖ
ネスと学習進度に合わせて、ターゲットを選択していくことで学習を進めていくわけだ。
以下に日本語ワープロに関するターゲット群の階層表と、ターゲットとして用いている
オーセンテゖックな課題の一例を示しておこう。
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階

ターゲット

スキル

1

事務文書

起動、ページ設定、文字入力、保存

2

国語学習プリント

フォント、サズ、修飾

3

コースポリシー

ンデント、タブ

4

書籍見開き

段組、図挿入

5

研究構造図（小学校） テキストボックス

6

秋まつりフラヤー

描画、オートシェプ、ワードゕート、グループ化

7

時間割表

罫線、分割・統合、オートフォーマット

8

論文発表会レジュメ

脚注、スタル、目次

9

文化庁フラヤー

総合課題(1)

研究編

10

学習指導案（本時案） 総合課題(2)

実務編

資料２：日本語ワープロのターゲット群
「情報機器の操作」で取り入れているもうひとつの
方式が、
「プロダクト方式」である。
「ターゲット方式」
があくまでも未来の日常生活のシミュレーションであ
るとすれば、
「プロダクト方式」はさらにリゕリテゖの
程度を上げたものである。
「ターゲット方式」をもとに
習得した個別のスキルを発揮して、近い将来の日常生
活で実際に用いる制作物（プロダクト）をグループで
作成する。具体的には、次年度の夏季休業中に開催さ
れる本学のオープンキャンパスで、高校生とその保護
者に向けて、コース（初臨教または中実践）の紹介を
行うための資料を作成することを課題とするのだ。以
下に 2006 年度の授業で制作された資料の一部を掲載
しておこう。
グループで作成されたプロダクトは、全体発表会の
場で発表され、相互審査される。そして最優秀に選ばれ

資料４：2006 年度のプロダクト例
7

資料３：ターゲット６「秋
まつりフラヤー」

たプロダクトについては、実際に次年度のオープンキャンパスでのコース紹介の資料と
して活用される（プレゼンテーションも作成したグループで行う）。こうして「情報機器
の操作」の学習者は、ターゲットというシミュレーションからスキルトレーニングをは
じめ、プロダクトといういわば社会的制作物をもって、実際の「市民生活」の場に切り
込んでいくことになるのである。
さて、オーセンテゖック性の授業化のもうひとつの方法、つまり、15 回の授業全体に
この観点を通底させる方法についても紹介しておこう。
筆者がこの方法を主に用いているのは、
「カリキュラム構成論」
（教職専門、Ⅵ期、講義）
においてである。
「カリキュラム構成論」では、学校がカリキュラムを構成することの意
義や意味を、原理的・実践的な面から総合的に考察することを全体的な目的とする授業
である。しかし我が国の学校現場では、カリキュラムにかかわる業務を中堅以上の教員
が伝統的に担ってきたせいか、その重要性にもかかわらず、最若手層に位置する、まだ
教員にすらなっていない学習者にとっては、きわめて実感 を持ちにくい内容であること
も否定できない。
そこで筆者は、
「福岡教育大学附属赤間小学校・中学校」という仮想の学校が新設され
るとして、学習者がその学校を立ち上げる教員として赴任することになったらどうする
かというシミュレーション状況を設定し、そのテーマのもとで各回の授業内容を構成し
ている。そして、カリキュラム構成の理論的要素として必ず扱わなければならない内容、
たとえば学校教育目標の構成、学校固有の教育課題の把握、カリキュラムのグランド・
デザンの設定、総合的な学習の時間の編成などを、このシミュレーションと対置 させ
ながら排列することにしている。
以上の試みについて、まったくの子ども騙しであり、学問性の崇高さを穢すものであ
ると批判することは容易である。たしかに、授業を面白おかしくするためだけにここま
で紹介してきた試みを実施しているのであれば、そうした批判ももっともである。しか
し、筆者の認識としては、このような試みを実施しているからと言って、それぞれの授
業に関する学問的な水準を下げているつもりは全くない。実際に、ごく標準的にテキス
トクリテゖーク的な授業を行うことを想定して、その際に扱うであろう教育内容が、筆
者が設計している授業でも満たされているかをチェックした上で、授業を実施している。
このことを前提に、筆者の実施している授業が、全学で実施している授業評価で比較的
高い評価を得ているということを、ここではあえて明記しておきたい。
４．協同性
最後に取り上げるのが協同性である。これはおもに、授業の形態にかかわる取り組み
である。
講義形態の授業では、どうしても教師による一方向的な情報伝達の形式になりがちで
ある。むしろ大学の講義と言えば、そのような形式を想起するほうが一般的であるかも
しれない。筆者は、講義形式による情報伝達の授業が全面的に放棄されるべきだと考え
ているわけではない。しかし、大学の一般的な授業においては、その程度があまりにも
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甚だしすぎる。そのことが、教師の話を沈黙したまま聞かされる学習者に過剰な苦痛を
与えているばかりではなく、実は教師自身の首をも絞めている。講義形式の授業に対す
る筆者の認識は、以上のようなものである。
講義形式の授業の場合、受講者数が 100 人を超えることも珍しくはない。自然、講義
のために最適化された階段教室のような教室が割り当てられることになる。もちろん、
こうしたクラスサズと教室環境で、少人数のゼミナールで行うようなコミュニカテゖ
ブな授業を実施することは、事実上、不可能に近いであろう。
しかし、基本的には講義形式の授業を採りつつも、部分的にならば、こうした教師・
学習者間の、あるいは学習者同士のコミュニケーションを促すことができるかもしれな
い。筆者はこうした考えから、講義形式の授業においても、授業場面にコミュニケーシ
ョンの回路をつくることが可能になるような試みを続けている。そうした試みの中核に
あるのが、協同学習(Cooporative Learning)という方法である。
協同学習は、米国の小・中学校現場で用いられている方法である。協同学習を推進し
ている教育心理学者のジェコブズ(Jacobs,G.M.)らによれば、協同学習とは「生徒がさ
らに効果的に一緒に勉強するのを手助けするための原理と技法」 )であるという。キー
タームは「一緒に勉強する」こと。教室での学習のメンストリームを、一人ひとりに
分断された学習から複数のメンバーによる協同の学習に入れ替えることが、協同学習の
本義である。
協同学習は、我が国でも伝統的に行われてきた班学習やグループ学習と共通する側面
を持ちつつも、いくつかの面で独自の手法を採用している。そのなかで、大学での授業
場面を念頭に置いた際にもっとも活用のレンジが広いと思われるのが、ペゕ学習の日常
的な活用である。
一般に、教室で班学習やグループ学習を組織する場合、学習形態として、次のような
２つの流れをつくる場合が多い。すなわち、
①

個人

班・グループ

個人

②

個人

班・グループ

全体

のいずれかである。①と②は、基本的に講義形式の授業を展開する中で、ある課題や問
題について部分的に班やグループを組織して、小集団で協議させるという点までは同じ
である。違いはその先にある。①では班・グループ協議の中で結論が出た時点で（もし
くは時間切れの時点で）班・グループが解散されてもとの講義形式に戻る。その一方で、
②では班・グループ協議の結論を教室全体の場で発表し、班・グループ相互で見解を共
有したり再協議をしたりする過程が構成される。いずれにしても、学習者個人のコミュ
ニケーションの機会は、基本的に班やグループの場でもたらされるということだ。
こうした班やグループを基礎にした授業内コミュニケーションの確保の方法は、おそ
らく多くの大学授業でも取り入れられていることだろう。しかし同時に、おそらく多く
の場合でうまく機能していないというのが実情ではないか。
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理由は大きく３つほど考えられる。
ひとつめは、高校までの授業と違い、大学の授業では座席が原則的に指定されていない
ため、ンスタントにグループを構成したとしても、グループの面子や人数が毎回異な
ってしまうことである。この点に配慮して、グループを構成するたびにゕスブレー キ
ングを行うことも可能といえば可能であるが、そうしていては肝心のグループ協議の時
間を確保することができない。
ふたつめは、大学の講義室独特の教室環境で授業を進めざるをえないことである。固定
式の机と椅子は、グループ協議を行う際にはまったく具合が悪い。
みっつめは、自明すぎてあえて述べることではないかもしれないが、多くの大学生が、
高校までの授業経験を通して、
「できるだけ授業中には発言しないこと」を学んできてい
ることである。この点については、授業という営みの根源にかかわる部分であるので、
ここで詳しく論じる余地はないが、ともあれ私たちは、学習者が授業中に沈黙を保とう
することの根はきわめて深いということだけは知っておく必要がある。
このような問題に対して、協同学習では、個人での学習から班・グループでの協議に
直結させるのではなく、その間にペゕでの学習を挿入するという手法を提唱している。
すなわち、
個人

ペゕ

班・グループ

という流れをつくるということである。
学習者個人は、班・グループでいきなり自分の意見を披歴するのではなく、その前に
ペゕで協議する機会が与えられる。ペゕでの協議は、より大きな集団としての班・グル
ープとくらべて、構造化はされていなくても、むしろそうであるがゆえにより多様な意
見を、個人の学習者から引き出そうとするシステムである。それだけでなく、さらには、
より人数が増して、同時によりパブリックさも増すことになる班・グループでの協議に
参加していくための、よりプラベートな「練習」の場としても意味づけられる。要す
るに、ペゕでの協議をもとに、班・グループで（ペゕの）意見を披歴するということだ。
また、ペゕ学習の導入に際して、協同学習では、あまり日本の学校の教室では見られ
ないテクニックを提唱している。たとえば、ペゕのよい方の意見を班・グループで発表
することや、
（自分の意見ではなく）ペゕの意見を全体の場で発表することである。自分
の意見を自分で披歴するというある意味で当たり前の関係を意図的に壊し、あえてペゕ
の意見を発表したり、自分の意見とは相いれなくても班・グループで披歴された他人の
意見を発表したりすること。こうしたテクニックは、究極的に学習は個人の独力による
ものではなくて協同によるものであるとする協同学習の思想をテクニカルに体現してい
るという意味で、大変興味深い。
筆者は、以上に整理したようなペゕ学習の手法を、積極的に授業場面の随所に取 り入
れている。ひとつだけ事例を紹介しておこう。
２．で取り上げた「教育方法の研究」の第６回目の授業「教材を集める？
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教材を創る？」

は、教材と教具の構成に関する原理と方法を考察する時間である。この授業では、小学
校算数の単元「面積」
（小４：内容Ｂ）についての教材・教具の開発をグループ課題とし
て課している。
こうしたグループ課題の遂行を単純にグループに丸投げしてしまっては、課題の完成度
を上げたり、グループメンバーのコミュニ
課題

ケーションを促進したりする点でうまくい
かない場合が多い。その理由は、先に述べ

単 元 「 面 積 」（ 小 ４ 、 内 容 B） に つ い て
「 な ぜ 面 積 を 求 め る 必 要 が ある の だ ろ う 」 と い
う こ と を 考 え る 授 業 を す る ため の 教 材 ・ 教 具 を
開 発 し よ う ！ （ 面 積 の 求 め 方で は あ り ま せ ん 。）

た大学授業の特質があるためである。そこ
でこの授業では、ペゕ学習を促進するため
に次のようなワークシートを準備して課題

ミニ 演習： 教材・教 具の開発

(1) 概念の 整理（ メモ）

に取り組ませるようにしている。

教育内容

「 ○ ○ は ××で あ
る」調で

教材

教育内容を反映し
た事実を

教具

①どんなメデゖゕ
を、②どんな提示
方法で

実際の場面では、まずペゕ学習によって
(1)の「概念の整理」を行う。その後、(2)
の「教材・教具の構想」については、巡回
してグループの状況を見ながら、当初から
グループで構想を行わせる場合と、ペゕ学
習に戻してペゕでの構想に先に取り組ませ

(2) 教材・ 教具の 構想（絵 、図、文字 で表現 ）

る場合の、２通りの指示を出すようにして
いる。また、この課題の成果については、
いくつかのグループを抽出して全体の場で
発表させることで、部分的ではあるけれど
もグループ協議の結果を全体の場で共有・
評価する過程を設けている。
５．おわりに

資料５：「教育方法の研究」ワークシート
（部分）

本稿では、小・中学校における授業改善や授業研究の観点から、大学授業の改善に向
けての３つの内容について提言を行った。過去に数度行われた授業改善ゕンケートでは、
筆者の担当する授業について、比較的高い評価を受けていることからすると、述べてき
た３つの内容を中軸とする筆者の授業改善は、それほど的外れであるわけではないよう
だ。
授業は教師・学習者・教材（内容）の三つの要素が絡み合った複雑な営みである。し
かもそれぞれの要素の状態に応じて、その様相を刻々と変化させる、多様で個性的な営
みでもある。こうした授業について、万能薬的な改善策があるわけではないことは言う
までもないことである。そうであるにしても、私たちは教師である以上、自分の責任に
おいて設計し、実践する授業を冷静に分析し、より洗練された授業を提供するよう努力
を重ねていかなければならない。
そのような努力を惜しまない大学教師に、本稿で提言した内容が少しでも役立つのな
らば、自らの稚拙な授業改善をあえて公開した筆者としては幸甚である。
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