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課題研究中間報告

授業内での小集団学習活動を機能させるために

ーまとめ役としてのリーダーを配置した学習班を編成して一

新川拓海

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

1 . テーマ設定の理由

筆者は，学部時代の教育実習において，算数が得意な子と苦手な子によるペア学習を試みたことがあ

る。得意な子にとっては自分の言菓で考えを説明することでより深い内容理解へと繋がり，苦手な子に

とっては友だちの説明を介して学習内容の理解へと繋げることができると考えたからである。また，教

科学習における「言語活動の充実」という課題を，ペア学習やグループ学習による教え合いと学び合い

の中で追求したいとも考えていた。しかしながら喧嘩へと発展してしまい，学習どころではなくなり，

結果は失敗に終わった。更に，ペアの相手と自分の考えを比べてみる活動をした際には，いくつかのペ

アが「同じ考えでした」と思考停止してしまい，学習としての深まりがみられないという結果になった。

教師がどのように働きかければペア学習やグループ学習のような小集団学習はうまく機能するのだ

ろうか。筆者は教育実習での経験から，小集団学習の意味や組織方法について関心を持つようになった。

2018年度前期の課題発見実習 Iにおいて，授業内の課題追求場面で小集団学習を活用する授業をいく

つか参観することができた。そこでは，「この間閣について隣の人と考えてみてください」「隣の人と答

え合わせしてください」「周りの人と間題について考えてみてください」といったような，教師はあま

り意図せずにペアやグループを編成し，活動させている印象を受けた。その際の子どもたちの学習活動

の様子は，筆者が教育実習で経験したものにかなり近いものであった。間題について友だちと共に考え

たり，自分の考えを説明したりする子もいれば，グループ内にいる仲の良いメンバーと雑談に興じたり，

できる子や活動に積極的な子に任せっぱなしにしたりするといった子も見受けられた。

一方，昨年告示された新学習指導要領では，新たに「主体的・対話的で深い学びの実現」に向けた授

業改善の必要性が強調されている。一斉学習，個別学習と並び，小集団学習としてのペア学習やグルー

プ学習は，学習内容の理解・習得のための一形態であるが，「主体的・対話的で深い学びの実現」にと

っては，最も効果的な形態であると考える。さらに，新学習指導要領・総則の第 1の2の (1)では「主

体的に取り組む態度を養い，個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努める」と示され，

対話的な学びとしての「協働」が求められている。すなわち，「協働」的な学びの主要な形態として，

小集団学習を活用することが課題になってくると考えられよう。

しかしながら，ペアやグループによる小集団を編成しさえすれば，このような意図を達成できるわけ

ではない。冒頭に述べた筆者の経験を踏まえてもそれは明白である。では，学習目標を達成するための，

そして「主体的・対話的で深い学び」を実現するための手段として，教師はどのように小集団学習を仕

組んだらよいのだろうか。本研究のテーマは，以上のような背景から設定した。

2. 研究の目的

ペアやグループ活動といった小集団学習はどの教科や単元でも取り組むことができるものである。子

ども同士が主体的に取り組むことができる学習の機会を設けるために，教師は授業内でどのようにして
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小集団学習に取り組むべきかを明らかにする。特に，沖縄県ではあまり見たことのない学習班といった

班活動や学習リーダーといった取り組みを授業内の活動にどう取り入れ，教師はそれにどう働きかけて

いくべきかに焦点を当て追究していく。

3. 小集団学習リーダー

グループによる学習活動を小集団学習と呼ぶことができる。関根 (2011)によると小集団学習（「班」・

「グループ」という名称もほぼ同義で用いることとする）とは，「子ども自身の自主的・共同的な学び

による学習課題の解決，各自の役割遂行による目標達成を通した集団及び一人一人の成長，望ましい人

間関係づくりなどのために編成し，活動する」ものと述べている。

編成方法として，ベースとなる班をつくり，授業でもそれ以外の活動も同じ班で行う（学習班と生活

班の役割をもつ）としている。 4-5人が適当であり，男女混合で編成する。ここでいう学習班とは，

学習間題の解決場面や，考えや意見の共有場面で使われるようなものである。学習班を活用するメリッ

トとして関根 (2011) は，「個人の思考の活性化だけでなく， 目に見える直接な形として学習に参加す

る機会を全員に与え，協同の力でより高次な結論に到達することができる。」と述べている。一方で小

集団での学習には，協同を得意としているタイプと苦手としているタイプに分けられる「構成員のパー

ソナリティー」の問題があり，後者には学校生活だけでなく，班のメンバーの援助を通して能動的なパ

ーソナリティーヘと変容していく必要があるとしている。さらに，協同学習のための大事なスキルとし

て，「話を聞くスキル」，「話を聞いて反応するスキル」，「司会のスキル」を挙げている。この「司会の

スキル」とは，小集団での学習を仕切ったり引っぱったりするような，いわゆるリーダー的な役割（班

のまとめ役）であるとしている。

大和久・丹野 (2015) らの実践でもみられる班活動の学習班のなかにも，学習リーダーの存在をおい

ており，「リーダーという存在は，集団の成長• 発展に欠かすことのできないもの」としている。

これまでのように教師が突発的にペアやリーダーをつくるのではなく，学習班を編成し，班ごとに司

会進行，まとめ役としてのリーダーを 1人配置することで，授業中の話し合い活動をよりよい学習の場

として設定し，達成すべきゴールを目指すことができるのではないかと考える。

また，小集団学習を取り入れる際，教師にとって授業のねらいを達成するための必然性があったのか，

子どもにとって学習の課題を解決するために必要であったのかを考えなければならないと関根 (2011)

は述べている。そのためには，授業づくりの前提としての教材研究にしつかりと取り組む必要がある。

4. 課題発見実習を通して

課題発見実習 lの授業蜆察の中で，ペア学習やグループ学習がどのような場面で取り組まれ，その活

動はどのように展開するのかを観察した。前述したように，授業内で「問穎について隣の人と確認して

ください」「近くの人たちでグループを作って考えてみてください」といった隣・周りのメンバーで突

発的に小集団を編成するといった形式が多かった。このように編成することで，真剣に取り組む子もい

れば，仲の良いメンバーでグループが固まっており私語を楽しむグループ，話し合いに参加しない子が

現れる，できる人に任せる，といったことが起きていた。そこで。課題発見実習11では，授業内で学習

班を編成すること，学習班に進行・まとめ役としての学習リーダーを一人配置することを説明し，授業

を行った。

(1)課題発見実習実習 II (前期）を通して

課題発見実習II (前期）では，第 5学年算数科の単元「倍数と約数」の倍数の単元の授業をAと
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Bの2クラスで行った。倍数の授業は全4時間であり，グループでの話し合いが必要だと捉えた場

面で事前に編成した学習班でのグループ学習を取り入れた。今回は全4時間のうち第2時と第 3時

の時間にグループ学習の場面を設けた。 2つのクラスで授業を行った理由は， Aクラスでは班ごと

に学習リーダーを配置したグループ学習を， Bクラスでは学習リーダーなしのグループ学習を行い，

学習リーダーの有無でどのような結果がでるのかを比較しようと考えたからである。（表 1)

表 1 単元計画

時間 学習内容 学習目標 グループ活動

第 1時
破れたカレンダーの図から，数の決まりを見つけ， 数決まりについて考えよ

なし
倍数について学ぶ。 う。見つけよう。

パチンナンバーゲームを行い，公倍数の意味や見 倍数の決まりを見つけよ
グループでゲームに取り

第 2時 組み，倍数の決まりを見
つけ方を理解する。 う。

つける。

公倍数と最小公倍数の求め方をまずは個人で考
公倍数と最小公倍数の求

個人で考えた倍数の求め

第 3時 え，グループでそれぞれの考えを共有，最後に理
め方を考えよう。

方を，グループで共有し，

解を深め，まとめる。 まとめる。

第4時 学習してきたことを活用して，倍数の問題を解く。
習ったことをつかって間

なし
題を解こう。

第2時の授業内で， Aクラスでは学習班を編成した。学級ではグループ活動などの話し合いを

行う活動に取り組むことはあるが，学習班として固定したグループをつくることや，学習リーダ

ーといった活動は子どもたちにとって初めてのものであった。一方でBクラスの児童らは，グル

ープでの活動に取り組むことは少なく，グループ学習自体があまり馴染みのないものであった。

第 2時では，パチンナンバーゲームを通して倍数や公倍数を可視化することで体験的に学習で

きるようにした。倍数の表をつかっての学習もあったが，ゲームを通した体験的な活動にするこ

とで学習の理解へと繋げることができると考えたからである。 Aクラスではこの活動の際に学習

リーダーを配置した。上位だけでなく下位の子も取り組むことができるように，全員が学習に取

り組めるように，という思いから， リーダーの選出は無作為に行った。グループ学習に取り組む

にあたって，電子黒板を用いてリーダーが行うこととして以下の内容を示した。活動の際にリー

ダーは行うことを意識して取り組むことができているか，机間指導の際に声かけを行った。

第 2時学習リーダーが行うこと

① 学習の進行係り

② 班をまとめる

(1)合図 (2) 全員でカウント (3)パチンナンバーで手をたた＜

③ めあてに沿って取り組めているか 藝
第 3時は公倍数，最小公倍数の求め方をまずは個人で考え，その考えをグループでの話し合い

活動を通して共有し，様々な求め方があることを知り，どの求め方が考えやすいかをグループで

考えるという授業内容であった。公倍数の求め方は様々であり，グループでたくさんの求め方を

共有することで，学習内容の理解へとつなげることができると考えたからである。第 3時でも第

2時と同様に，学習しリーダーが取り組むべきこととして以下の内容を示し，机間指導の際に声

かけを行った。

第 3時学習リーダーが行うこと

① 学習の進行係り

(1) 一人ひとりの考えを聞く (2) どうやって考えたのかを共有する

(3) こまっている人にはみんなで教えあう
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② 班をまとめる

(1)班で問題の考えをまとめる

③ めあてに沿って学習に取り組めているか

結果として明らかになったことは，次のような内容である。

① Aクラスは活発な子が多く， Bクラスの児童は静かであり，実態が異なりすぎたために比較をすることは難し

かった。

② 学習班の活動，学習リーダーの配置自体が児童にとって馴染みのないものであり， 4時間の授業では足りなか

った。

③ 自身の授業経験のなさが際立ち，教材研究不足が露星した。

④ 全員がリーダーになれるように，という思いから，無作為にリーダーを選出したのであるが，選ばれた児童に

よっては学習の理解が追いついていない子，発言が少なく進行がなかなかできない子がいた。→取り組んだ経

験がないものなので，まずは先生が学習内容を理解できている子や発言が活発な子を選出することから始めた

ほうがよかったのではないかと考えた。

(2)課題発見実習 II (後期）計画

2月の課題発見実習 II (後期）では，第 6学年国語科「伊能忠敬」（全 11時間）を担当するこ

とになった。前期の課題発見実習11での課題を踏まえ，国語科の授業過程を研究するとともに，

教材研究を綿密に行った上で，小集団学習を取り組んでいきたいと考えている。

5. 今後の課題

筆者自身が行いたい小集団学習（ペア・グループ学習）の取り組みは，学級経営（学級集団づくり）

と密接につながっており，わずか 10日間の実習での追究には限界があると自覚している。吉本 (1975)

は，学級集団づくりについて，「集団思考を発展・深化させるためには，一人ひとりの子どもの多様な，

個性的な意見が自由に出されるということが前提であり，また子ども相互の率直な援助・批判が必要」

と述べている。次年度の課題解決実習も学級を借りての実習となるので，ここに指摘されている「前提」

をいかに補填していくかが課題となる。普天間第二小学校での授業実践では，配属学級であるAクラス

での授業の方が展開しやすかった。したがって，子どもたちとの関係の構築も授業成立にとっての重要

な条件であり，そのためには集団学習自体を関係構築の過程としても捉えておく必要がある。

学級集団のなかでの集団思考へとつなげる発間として，吉本 (1975) は「生活にきり結ぶ発間」を挙

げている。関根 (2011) も「生活経験をしつかりと把握し，その接点を教材化（課題化）していく」と

述べている。子どもたち一人ひとりの生活経験と教材を結ぶためにどのような発問を準備すればよいの

か。教師は子どもたち一人ひとりの生活背景について把握しておかなければならない。既存の学級を借

りて実習と研究を行うという条件下で，小集団学習を機能させ，学習目標の達成へとつなげるために，

生活指導を通した関わりの中から子どもたちの実態を把握していくことも課題となる。
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