学びをあむ
新領域「てつがく創造活動」を中核とする教育課程の開発
１

はじめに

昨年度の第 82 回教育実際指導研究会は中止となった。全国より非常に多くの方々にお申し込みを頂
いている状況であったが，東京都内で感染が拡がりつつある状況の中で，子どもたちの安全やご参会頂
く方々の安全を考えた時，中止という判断をせざるを得なかった。本校ではその後，２月 28 日（金）
の午後から休校となり，年度末に予定していたほぼ全ての行事が中止となった。それからおよそ３か月
間休校期間が続き，ようやく，６月５日（金）より，分散登校から全校登校へと段階的に学校の再開を
進めていった。
本校では，これまでずっと，対話を通した協働的で主体的な学びを大切にしてきた。しかしながら，
学校の再開に先立ち，このような状況下で，感染症対策を行いつつ，子どもたちの学びあいをどのよう
に保障していったらよいのかについて悩んだ。そこで，感染症対策をご専門とされている先生のお話を
伺ったり，様々な情報をもとに判断したりしながら，“今”できることを考え，教育活動を進めてきた。
学校再開までの３か月間は，全国の先生方と同様に，日々変わる情報と向き合いながら，何が正しい
のか，そして，何ができるのかと悩み，じっと考える時間が続いた。それは，自分を取り巻く世界に目
を向け，他者と対話し，自分のあり方を見つめながら，考え，判断し，行動する，その繰り返しの時間
でもあった。本校では，昨年度より，文部科学省の開発研究学校の指定を受け，社会の変化と主体的に
向き合う市民の育成を目指し，新領域「てつがく創造活動」を中核とする教育課程の開発に取り組み始
めたが，我々教師も，一人の市民として，どう考え，どう行動すべきかを問われてきた１年間であった。

２

研究主題『学びをあむ』

昨年度より研究主題を『学びをあむ』として研究を進めてきた。この１年をふり返ると，私たちを取
り巻く環境は，想像もつかなかったほどに変わってしまった。あまりにも急激であまりにも大きく・・・。
しかしながら，今，目の前の状況が現実であり，様々な制約がある中で，この状況にどのように向き合
い，考え，行動していくべきなのかが問われている。そして，子どもたちの学びを見つめた時，このよ
うな中だからこそ，社会の変化と主体的に向き合う市民として，今したいことは何か，今すべきことは
何かと自分に問いかけ，自らの手で学びを進めながら，新たなものを創造していくような学びが大切で
あると考えた。
“編む”という行為は，自分の思いをもとにしながら，それを形として創り出していくことであり，
必要に応じてほぐしては編み直せるという柔軟性を持っている。そして，そのようにして編まれたもの
は，しなやかさとともにつよさも合わせ持っている。この“編む”という行為のように，“学びをあむ”
ことを，自分の思いを大切にして，様々なひと・もの・ことと関わりながら新たなものを創り出し，自
己を更新していくことと捉え，新領域「てつがく創造活動」を中核とする教育課程では，そのような学
びのプロセスを大切にしている。そして，その過程において，「自分は何をしたいのか」「どのように学
びを進めたらよいのか」「自分は何を学んだのか」などと問い，“てつがくする”ことを通して，必要に
応じて学びをあみ直しながら，学びを確かなものへとしていければと考えている。
このような営みを通して，子どもたち一人一人が，しなやかさとつよさを持ち，様々な他者と関わり
ながら未来をあんでいくような，主体的な市民として成長していくことを願い，研究主題を『学びをあ
む』とした。そして，この研究主題のもと，新領域「てつがく創造活動」を中核とする教育課程の開発
（以下，略して「学びをあむ」教育課程と称す）に取り組んでいくこととした。
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３

新領域「てつがく創造活動」を中核とする「学びをあむ」教育課程の構想

（１）新領域「てつがく創造活動」構想の背景
① 本校のこれまでの研究
本校ではこれまで，異質性を認め合う多元的共生社会を形成する民主主義を理念とし，そのような社
会を担う主体的な市民の育成を目指して研究に取り組んできた。
2015 年度から 2018 年度までの４年間は，文部科学省の研究開発学校の指定を受け，新教科「てつがく」
を創設し，“てつがくする”ことを大切にしながら，教育課程全体で，人間性・道徳性と思考力とを関
連付けて育む研究開発に取り組んだ。“てつがくする”こととは，
自明と思われる価値や事柄を問い直し，考え続けることである。４
年間の「てつがく」の学びを通して，自分たちで問いを立て，問う
ことを通して粘り強く探究し続ける姿や，他者の思いに寄り添い，
異なりを聴きあいながら，共通了解できる部分を見い出していく姿，
自分（自分たち）の学びをふり返り，自己評価を通して自分という
ものを見つめる姿が見られた。
また，本校では，1975 年（昭和 50 年）から，教育活動の中に「創造
活動」の時間（特別活動，総合的な学習の時間の運用を弾力的にする領
域）を位置づけて研究を進めてきた。その内容は，子どもの興味にもと
づき，自己の学びを追究していく学習活動や，仲間と協働しながら進め
る体験的，自治的な学習活動から成り立つ。そこでは，自分の心の底か
ら湧いてくる自然な思いや実際に感じたことが大切にされ，興味にもと
づき，“こだわり”にこだわる学習活動が，主体としての感覚や責任を
呼び起こすと考えられてきた。そして，このような学びを通して，互恵的に学ぶ力や興味にもとづく探
究心，豊かな人間性を育んできた。
加えて，そのもととなる低学年教育の研究も，子どもの生活と生活から立ち上がる学びを大切にしな
がら，脈々と受け継がれ，進められてきた。2012 年度からは，サークル対話や，計画表にもとづく学
習が取り入れられ，登校すると，子どもたちが，１日の時間割を考えたり，個別に取り組む学習内容や
協働的に取り組む学習内容から選択し，自分自身で学びの計画を立てたりすることが行われている。そ
して，朝の時間には，サークルの形となって，自分の思ったことや感じたことを聴き合うことをおこな
い，１日の最後には，自分の立てた計画と実際にできたことをふり返るということがなされている。
このような環境の中で，自分たちの学びや生活を自分たちでつくることを通して，主体性を育んでき
た。
② 新領域「てつがく創造活動」の構想
「てつがく」での子どもの学ぶ姿から，「創造活動」の時間においても，“てつがくする”ことを通し
て，活動の意味を問うたり，活動を通した自分（自分たち）の成長を見つめたりしながら，それをもと
に，自らの手で，よりよい活動や新たな活動を構想し，実行していくという営みを大切したいと考えた。
そして，「創造活動」を通して感じたことや抱いた思いを聴きあい，活動に対する友達の感じ方や自
分との違いを知ることは，自身の取り組みをふり返り，気づいていなかった活動の意味や価値を見出す
ことにもなる。さらには，その過程で生じた問いを取り上げ，それをテーマにてつがく対話をし，自分
と他者，自分と世界との関係を見つめていくことは，自分のあり方や次の活動への向かい方について考
えることにもなる。このように実際に取り組んだ活動のふり返りをきっかけに，てつがく対話を行うこ
とで，時に抽象的な言葉のやりとりで探究が進んだとしても，必要に応じて具体的体験と結びつけて思
考することにより，考えを深めていくことができるはずである。
このような考えから，“てつがくする”ことを通して，より，「てつがく」や「創造活動」の学びが子
どもの内面で関係づけられ，意味を成していくような学びのあり方や教育課程を検討する必要があると
考えた。
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また，先述したように，「てつがく」や「創造活動」での子どもたちの
学ぶ姿や低学年教育の取り組みを見ると，他者と協働しながら学びを進め
ていく力といった，いわゆる非認知的な力を，時には自覚的に，時には無
自覚的にそれぞれの学びの中で育んできたと言える。そして，このような
力は認知的な力とともに，育んでいくことが重要であるⅰ。社会の変化と
主体的に向き合う市民の育成を考えた際，自らの手で学びを構想し，他者
と協働しながら主体的に探究していく学びが大切であり，そのような学び
を支える力として，上記のような力にも着目しながら，子どもたちの学び
をみていくことが必要と考えた。

図１「てつがく」を中核と
した教育課程

したがって，昨年度より，教育課程全体で主体的な市民を育成していく
ため，低学年教育での学びをもとに，「てつがく」や「創造活動」で大切
にされてきた学びが有機的に関連づけられていくような新しい領域として
「てつがく創造活動」を創設し，それを中核とする「学びをあむ」教育課
程の開発を行うこととしたⅱ。
そして，このような研究を進めていくために，以下の『研究開発課題』
で文部科学省研究開発学校の申請を行い，昨年度よりその指定を受け，研
究を進めている。
【研究開発課題】社会の変化と主体的に向き合う市民を育成するため，自ら
学びを構想し，主体的に学ぶ新領域「てつがく創造活動」を中核に据え，
メタ認知スキルや社会情意的スキルを育成する教育課程の研究開発を行う。
（今年度については，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，
名目指定となり，それに伴い指定期間が１年延長された。）

図２

新領域「てつがく創
造活動」を中核とす
る「学びをあむ」教
育課程イメージ

（２）新領域「てつがく創造活動」とは
新領域「てつがく創造活動」とは，自ら学びを構想し，様々なひと・もの・ことと関わりながら主体
的に探究していく学びの領域である。そこでは，子どもの思いや願いが尊重され，興味や疑問を出発点
に，自らの手で学びをあみ，そして，時に他者との対話を通してその学びがあまれながら，新たな価値
や意味を創り出し，自己を更新していくような営みを大切にしている。
そして，これまでの研究から，「てつがく創造活動」の目標を，次のように考えている。
自ら学びを構想し，様々なひと・もの・ことと関わりながら探究していくことを通して，社会の変
化と主体的に向き合い，民主的な社会を支える市民の一員として，創造的によりよく生きるために，
他者と協働しながら主体的に思考し，行動する市民性を育む。
この目標のもとに，
「てつがく創造活動」は，
興味にもとづき，個々にまたは協働的に，体
験等を通して探究を進めていくプロジェクト
型の活動や，問いを立て自明と思われる価値
や事柄について探究を行うてつがく対話から
成り立つ。

図３「てつがく創造活動」を構成する特徴的な学び
（＊【
】内は，日常的に子どもや教師によって使用される名称）

図３で示した３つの学びは，独立したものではない。それぞれの学びが，子どもの内面で関係づけら
れ，子どもの探究を支えるものとなるように，
「てつがく創造活動」の学びのあり方や教育課程について，
実践を通して検討を重ねていく。
「てつがく創造活動」の時間は，学びの場を選択しながら，自分の思いを実現でき，その過程においては，
試行錯誤する時間や，できなかったことやわからないことが，できないまま，わからないままに保留し
ておくことが保障されている。そして，失敗や様々なズレに対して立ち止まり，対話をし，揺さぶられ，
自分を見つめることを通して，自分の学びを実感していく。このような，緩やかだが，緩やかだからこ
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そ豊かな時間にできればと考えている。
（３）新領域「てつがく創造活動」を通して育む資質・能力
先で，
「てつがく」や「創造活動」における子どもの学ぶ姿に見られた，他者と協働しながら学びを進
める力，いわゆる非認知的な力にも着目しながら，子どもたちの学びを見ていくことの必要性を述べた。
本校では，主体的な学びを支え，育まれていく資質・能力について，次に示すようなメタ認知スキル
や社会情意的スキルといった視点から検討することとした。
メタ認知スキル（meta-cognitive skills）
メタ認知とは，一般的には，認知についての認知，すなわち，自分や自分たちの行う認知活動を意識化
して，一段上からとらえることと言われている。本校では，主体的に探究していく過程において，自分（自
分たち）の考えや行為を立ち止まって省察し，調整する資質・能力と定義している。
社会情意的スキル（social&emotional skills）ⅲ
社会情意的スキルとは，一般的には，目標の達成や他者との協働，感情のコントロールの際に働く能力
と言われている。本校では，自分の思いと向き合い，他者と協働しながら，構想した学びを進めていく力
といった，主体的に探究していく際に働く資質・能力と定義している。
このような視点から，「てつがく創造活動」における活動に取り組む子どもの姿を見ると，以下に示
すような，私たちが“大切にしたい子どもの姿”が浮かび上がってくる。
自分（自分たち）の学びを見つめる
自分（自分たち）の学びに責任をもつ

， 自分（自分たち）の学びをえがく

違いを感じる

， 折り合いをつける

自己を見つめる

， 他者の思いに寄り添う
， 自己と向き合う

， 粘り強く関わる

， 没頭する

， 面白がる

， 自己を認める

このような資質・能力を子どもたちの学びの文脈から切り離して育んでいくことは考えていない。そ
れぞれのスキルは認知スキルとともに相互に作用し，互いに影響し合いながらⅳ，「てつがく創造活動」
の学びを通して，育まれていくと考えている。そして，育まれたメタ認知スキルや社会情意的スキルに
よって，その学びが，さらに豊かに促進されていくものと捉えている。
また，メタ認知スキルや社会情意的スキルを育むために，「てつがく創造活動」の学びがあるわけで
はない。しかしながら，子どもの思いや願いをもとにした自由度の高い活動を想定する「てつがく創造
活動」では，学び手の行為主体性は高まり，メタ認知スキルや社会情意的スキルが育まれていくと考え
ている。このことについて，昨年度ご講演頂いた三宮真智子先生（2008）は次のように述べている。
「学習における行為主体性 (agency) を想定することができる (Bandura,1989,2001)。…( 中略 )…一般
には，学習における自由度が高まるほど，すなわち，学習の対象や範囲 ( 何をどこまで学習するか )，
学習の進め方，時間配分などが学習者に委ねられているほど，学習者の行為主体性は高まる。その結果，
自己調整（self-regulation）による学習が行われるようになる。」（pp.19-21）

４

今年度の研究重点課題と研究の方法

（１）今年度の研究重点課題
研究２年次である今年度は，研究テーマ「学びをあむ」のもと，以下４点を重点課題とし，新領域「て
つがく創造活動」を中核とする「学びをあむ」教育課程の開発に向けて，研究を進めてきた。
○「てつがく」と「創造活動」の関連について再考し，子どもの興味から出発し，子ども主体の学び
を大切にした「てつがく創造活動」の内容構造を検討する。
○自己の学びを見つめ，次の学びへとつなぐ，活動としての評価のあり方を検討する。また評価にお
ける教師のあり方と，自己評価の眼を養う他者（友達や教師）の関わり方を検討する
○子どもの主体性を育む，「てつがく創造活動」の学びのあり方や環境設定の工夫，教師の関わりに
ついて実践を通して検討する。
○実践を通して，各教科における「学びをあむ」姿の具体を検討する。
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（２）研究の方法
  研究課題に対し，全校を挙げて取り組めるように，
「教科等部会」に加えて，以下のような「課題別部会」
を設定した。そして，全教員が教科等部会と課題別部会の両方に所属し，「てつがく創造活動」を中核
とする「学びをあむ」教育課程の開発に向けて，部会ごとに研究を進めてきた。
【課題別部会】
・「てつがく創造活動」構想

…「てつがく創造活動」の領域構造，内容等に関する検討

・「てつがく創造活動」評価

…「てつがく創造活動」における学習評価のあり方に関する検討

・低学年

…“子ども自らが学びを構想し，他者と関わりながら主体的に探究

   

   

していく学び”の礎となる低学年教育課程の実践に関する検討

・中学年「てつがく創造活動」 …「てつがく創造活動」の実践開発と検討
・高学年「てつがく創造活動」 …「てつがく創造活動」の実践開発と検討

研究重点課題に迫り，研究を支える基盤を形成していくために，校内研究会を重ね，教員間で対話を
通して考えていくプロセスを大切にしてきた。それぞれがそれぞれの教育観を持つ中で，研究課題に対
する全員の考えが完全に一致することはあり得ない。そのような前提に立ち，だからこそ互いの考えを
聴きあい，その違いや共通了解できる部分，共通了解したほうがよい部分を確認しながら研究を進めた。
また，実践研究が十分に行えない状況ではあったが，研究の歩みを止めることなく，“今”できるこ
とは何かを考え，研究を進めてきた。例えば，“授業交流週間”を設定して授業を見合ったり，オンラ
インでの講演会を実施し，大学の研究者の方に，研究課題と関連する内容のご講演をして頂いたりした。
また，課題別部会ごとの読書会や有志による自主的な読書会も実施してきた。
このように，他者との対話や子どもの姿を通して，自らの取り組みや教育観を見つめ，教師自身も“て
つがくする”ことをしながら，研究に取り組んできた。

５

研究重点課題に迫るための今年度の取り組み

（１）校内研究や授業交流週間を通して，教師も学びをあむ
① 対話を通して新領域「てつがく創造活動」の学びについて考える
校内研究の１つとして，グループに分かれ，“「てつがく創造活動」で一番
大事にしたいことは？”というテーマで教師同士の対話を行った。昨年度の
実践を踏まえ，それぞれが感じていることを出し合うことで，「てつがく創
造活動」で大事にしていくことを確認し，その共有をはかることとした。

図４

記録シート①

多くのグループから出されたのが，図４に見られるように，
「子どもが自分の興味・関心にもとづき，やりたいと思うこ
とに取り組んでいくこと」である。これは，「てつがく」に
おいて，子どもたちの興味にもとづき「〇〇とはなにか？」
という問いを立て，共通了解できる部分を見い出しながら探
究を行ってきたことや，「創造活動」において，興味にもと

図５

記録シート②

づき，活動を考え，学習活動を展開してきたことに由来する。この「てつ
がく」と「創造活動」における共通点・類似点である，「子ども自身が自
分（自分たち）の興味にもとづいて，主体的に思考し，行動すること」は，
「てつがく創造活動」成立の前提条件であろう。
また，図５にあるように，「てつがく創造活動」は，試行錯誤をするこ
とができる時間であり，脱線ややめることも認められる時間であるといっ
た意見も出された。そして，
“やめる”ことには，その子なりの理由があり，
それを変容として捉え，理由とともに，子どもの活動を丁寧に見とってい
くことの必要性も指摘された。さらには，
「てつがく創造活動」に取り組
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図６

記録シート③

む際には，図６や図７にあるように，対話を通して，自
分（自分たち）の取り組みを見つめ，自分（自分たち）
にとっての活動の意味を考え，実感あるものにしていく
ことが大切であるといった意見も出された。
以上のことは，子どもの主体性を高め，メタ認知スキ
ルや社会情意的スキルを育む条件である，子どもの「自
由度」が高い活動を保障することにもなる。
しかしながら，ここで問題となるのが「子どもの『自
由度』が高い」ことの意味合いである。子どもがやりた

図７

記録シート④

いと主張することならば，それを許容して，何でも良しとしてよいの
かという意見もある。このことを考える上で示唆に富むのが，図８の
記述である。図８は，子どもがやりたいことは，自分にとっての価値
さえあれば良いのか，同時に万人にとっての価値を考える必要はない
のかと，問いかけているように見ることができる。
このような捉え直しを可能にするのが，図７の記述にあった「てつ
がく的思考」であり，その重要性が指摘されている。子どもたち自身
が，「てつがく創造活動」の内容を構想し，計画を立てて実行したり
する際やその事後に，活動のねらいや内容，計画の妥当性などをふり

図８

記録シート④

返り，
「自分にとっての価値」とともに，時に「万人にとって（例えば，
学年のメンバーにとって）の価値」といった視点からも問い，対話を
通して「てつがく的思考」をしていくことは，新たな価値や意味を創
り出し，自己を更新していくことにもつながると考える。
また，これまでの「創造活動」での取り組みをふり返ると，「教師

図９

記録シート②

と子どもがともにつくる」というねらいのもと，時に，教師の思いが強く出てしまうことで，それに合
わせて子どもの活動が進んでいってしまうこともあった。子ども一人ひとりにとっての学びの意味を考
え，子どもの興味に寄り添った学びについて再考し，更新していくきっかけになったのが，例えば，近
年の研究における低学年教育の改革と，「てつがく」の導入であった。
今回のグループ対話においても，図４や図９にあるように，教師の関わり方が話題となっている。「子
どもの主体性」を育むために，「てつがく創造活動」において教師はどうあるべきか。その１つとして，
子どもたちの興味や問いについて，おぼろげなことを明確にできるような「問い返し」をしていくこと
や，「こういうこと？」のような意識化や自覚化を促していくことが挙げられる。そして，そのような
声かけをするためには，図９にあるように「子どもをよく見る」教師の姿勢が必要になる。
② 実践を通して子どもの主体性を育む教師の関わりについて考える
今年度の授業研究会は，感染症拡大予防のため，外部にひらいたり，教員全員で参観したりする形で
の実施はせず，“授業交流週間”を設け，課題別部会のメンバーを中心に，互いに授業を見合い，研究
を深めていく形をとった。授業に向けて出された授業
資料（学びの履歴）や実際の取り組みの様子から，子
どもに寄り添うことの意味を考え，どのように関わる
べきかと問い葛藤しながら，その取り組みを支えてい
こうとする教師の思いと姿が見られた。
・
「１０月も半ばを過ぎて見えてきたのが，自分たちが描いていたゴールと今の自分たちに実際にできるこ
ととの違いである。それを埋めるため，ゲストティーチャーを探して依頼したり，インターンシップの
学生さんと相談したりしながら活動を進めてきた。段取りの変更，役割分担，ゴールの再設定など自分
たちの活動に対するメタ認知的視点が求められる状況の中で，同時に生起しているのが社会情意的スキ
ルに関わる課題である。リーダーシップを発揮する人の発言への感じ方，個人間の熱意や作業量の差，
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実際の作業効率とお互いへの信頼感など，それぞれのグループごとに課題は山積している。そして，そ
れらが全てクリアになることはない中で，子どもたちは活動を進めて行く。」（６年 授業資料より）
・
「子どもたちにとても歯がゆい思いを毎日感じているのだが，経験したことがないから何でも教えてしま
うのは違うと考えている。まず，やってみることが大切であろう。上手くいったところ，失敗したとこ
ろ，その両面を受けとめ，どのようなふり返りをすることがいいのかを子どもたちを見ながら考えてい
るところである。…（中略）…教師の姿勢としてじっと我慢をして見守る。ふり返りの時にコメントを
残す。ということに留めようと考えている。待つことによって１時間１時間の中でも，少しずつ修正し
たり，代案を出したりという声が出てきていることに期待しているからである。」（５年 授業資料より）
・
「活動をしているうちに，子どもたちの興味の移ろいから，メンバーの移動などもあり，新たなプロジェ
クトが立ち上がっていった。その中で子どもたちには多くの葛藤があり，ぶつかりつつも折り合いをつ
ける場面も見られた。その中で教師が常に大事にしてきたことは，プロジェクトのゴール（目的）を問
うことと，子どもたちの活動に寄り添い，ともに考えることであった。」（２年 授業資料より）

また，子どもが，どのように学びを構想して進めていくのかとともに，どのように，一旦の区切りを
つけて次の学びをつくっていくのかについて，実際の子どもの姿から，丁寧に見とっていこうとする教
師の姿が見られた。さらに，一旦の区切りを自分で決めるだけでなく，他者の評価も取り入れた上で判
断していく機会をつくるといった試みも見られた（例えば以下のような記述）。
・
「子どもが夢中になって没頭できるテーマを見つけたきっかけや，見つけるために教師はどのような構え
でいたらよいのか，またどんな手立てが必要なのか，まだ答えは明確に持てていないが，１年生の子ど
もたちのテーマの移り変わりを記録しながら，子どものテーマの変容や，内容の深まりを丁寧に見とり，
探っていきたい。」「教師は，『もっと〇〇したい』という願いを引き出しながら，次につなげていくた
めの手立てを一緒に考えていくことが必要であると考える。」（１年 授業資料より）
・
「自分で自分の探究の終わりを決めることにした。…（中略）…発表者はコメントシートを読んで，自分
の探究内容が本当に皆に伝わったのかを確かめ，更に，発表内容について不十分であると指摘を受けた
ことに納得した場合には，再発表を行うことができるようにしたのである。すなわち，探究の終わりを
決めることができる権限を本人以外の他者にももたせたのである。」（５年 授業資料より）

設定した２週間の授業交流週間では，およそ 15 時間の授業が公開された。研究課題に迫ることがで
きるように，課題別部会ごとに事前研究会，事後研究会を行いながら実践研究を進めてきた。
（２）研究者の考えをもとに学びをあむ－講演会を通した学び－
小玉重夫先生（東京大学），金馬国晴先生（横浜国立大学）に研究課題と関連する内容でご講演頂き，
新領域「てつがく創造活動」やそれを中核とする教育課程を開発する際に，どういったことを大切にし
ていくべきなのかについて，考えていく際のご示唆を頂いた。（詳細は，『児童教育 31』を参照。）
小玉重夫先生には，『ツリーからリゾームヘ－軌道から逸れる子どもの探究－』という演題でご
講演頂いた。探究とは“問題を解く（solve the problem）のではなく，問題を考える (think about the
problem)”ことであり，子どもたちの興味にもとづきながら，問いが変化し，それによって，もともと
の軌道から逸れつつも，出口のない，答えのない問いと向き合いながら探究を進めていくことの重要性
について，本校の昨年度の取り組みを挙げて頂きながらお話頂いた。そして，リゾームとしての教育の
意味についてもお話頂いた。また，金馬国晴先生には，『何のために学び，教えるのか－哲学，問い，ｺ
ｱ ･ ｶﾘｷｭﾗﾑ－』という演題でご講演頂いた。“子どもの興味・関心を大事にする。＝一人一人の問題関心
に向き合うこと”はよいことであり，その上で，子どもが扱い教師が教える知識について，子どもや社
会にとって意味があるかを確かめる必要があるというお話を頂いた。そして，「学び続ける」子を育て
るためには，必要な知識の習得と活用，自らが立てた課題の探究とそれらのサイクルを，形式的にでは
なく体験・実感させ，理想像を結んで，自分自身で仲間とともに実践できるよう，動機付けることが重
要であると述べられた。さらに，教育的価値として，人間らしさやじっくり，ゆったり，つながり，信
頼，自己肯定感，…「異質協同」といったものを挙げられ，そういったことを大切にしていくことの必
要性をご指摘された。
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（３）課題別部会，教科等部会ごとに学びをあむ－今年度の研究課題の共有―
東京都に緊急事態宣言が発出されたことから，年度当初は，皆で集まり，今年度の研究に関して議論
するような場の設定ができない状況であった。しかしながら，子どもの学びと教師の学びは同形である
と捉え，教師自身も，まずは個々で，昨年度の発表要項の内容や部会記録等を批判的に読み返し，今年
度の研究課題をはっきりさせていくこととした。昨年度の教育実際指導研究会が中止となり，外部の方々
からのご意見を頂く機会を失ったことは非常に大きく，それをもとにしたふり返りと今後の課題の検討
ができていない状況であった。そのため，各自がまとめた，部としての課題を共有し，検討することに
より，研究課題を明確にしていった。今年度の研究課題とその取り組みは，各部会の頁で報告している。

６

今後に向けて

『学びをあむ』という研究主題のもと，新領域「てつがく創造活動」を中核とする教育課程の開発に
向けて取り組んできた。限られた時間，制約のある環境の中ではあったが，その中でも，子どもととも
に「てつがく創造活動」でできることは何かと考え，研究を進めてきた。今年度の研究を受け，次年度
は，さらに以下の点について取り組んでいければと考えている。
・「てつがく創造活動」の実践を通して，学びのあり方（内容，学び方，評価方法等）や教師の関わり
について継続して検討する。また，教科等においても「学びをあむ」姿の具体を追究し，その学びの
あり方（内容，学び方，評価方法等）を検討し，必要に応じて内容の精選を行っていく。あわせて，
子どもの学ぶ姿から，主体的な学びを支え，育まれていく力について，メタ認知スキルや社会情意的
スキルといった視点から検討していく。
・「てつがく創造活動」を中核とする「学びをあむ」教育課程の開発に向けて，子どもたち自身が，自
らの学びを構想（計画）し，進めていくことが可能となるような時間割編成を検討していく。すべき
ことが増えていく『学校』において，失敗や様々なズレに対して立ち止まり，揺さぶられ，悩み，自
分を見つめていくことを通して，自分の学びを実感していくことができる時間を大切にしたい。
【註】
ⅰ OECD（2015）は，「バランスのとれた認知的スキルと社会情動的スキルが必要である」と述べ，「社会情動的スキルが
それ自体の将来の発達だけでなく，認知的スキルの発達も促す」と指摘している。また，非認知能力の育成について，
無藤（2016）は以下のように指摘している。
・日本では意欲や興味・関心を大切にしてきたのだが，非認知能力の重要な要素である粘り強さや挑戦する気持ちな
どの育成はそれほど重視されていなかった。／・認知能力と非認知能力は絡み合うように伸びるという認識が弱かっ
た。２つの能力のサイクルを意識することで，認知能力と非認知能力は効果的に伸ばせる。
ⅱ「てつがく創造活動」の時間は，教育課程上３年生から位置づけられている。１, ２年生では，
「みがく」の時間に「て
つがく創造活動」につながる学びとして，サークル対話や計画表にもとづく学習，プロジェクト型の学びを行っている。
ⅲ social & emotional skills に対応する訳語としては，「社会的及び情意的スキル」や「社会情動的スキル」，「社
会情意的スキル」といった言葉があてられる。その中で，本校では「社会情意的スキル」という言葉を使用する。
emotion に対して情意という言葉を使うことに違和感を抱くかもしれないが，自分の意志によって感情を調整しなが
ら学びを進めて欲しいという願いを込めて「社会情意的スキル」とした。また，育成可能な「スキル」という言葉を使っ
ているのは，協働的で主体的な学びを通して育まれ，それが他の学びにも活きていくものと考えているからである。
ⅳ メタ認知スキルや社会情意的スキルを，学習指導要領で示された学力の３つの要素に対応させるならば，
「知識・技能」，
「思考力・判断力・表現力」，「学びに向かう力，人間性等」のうち，認知的側面ではない力，「学びに向かう力」にあ
たるといえる。そして，認知スキルは，「知識・技能」，「思考力・判断力・表現力」にあたる。認知（cognition）とは，
一般的に，見る，聞く，書く，読む，話す，記憶する，思い出す，理解する，考えるなど，頭を働かせること全般である。
【引用・参考文献】
三宮真智子 (2008)「学習におけるメタ認知と知能」三宮真智子編著『メタ認知－学習力を支える高次認知機能－』北大
路書房
無藤隆（2016）「幼児教育の効果と社会情動スキルの指導」無藤隆・古賀松香編『社会情動的スキルを育む「保育内容
人間関係」乳幼児期から小学校へつなぐ非認知能力とは』北大路書房
文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室（2018）「OECD Education 2030 プロジェクトについて」『初等教
育資料 平成 30 年 5 月号（No.967）』pp.96-105
OECD 編著 無藤隆・秋田喜代美訳（2018）『社会情動的スキル－学びに向かう力－』明石書店
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