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参加できない個人に目を向けるのではなく、関係づくりに目を向けるのは、意欲とか自発性というようなもの*4
でも「行為主体自身が『もっている』力、あるいは頭や心の仕組みや属性に帰属させる考え方を否定」し、それ

を「当人とその周辺の人々、さらにそれをとりまく世界との関係の中で、特有の形で『たち現れる』行動特性」
であると考えるからである （佐伯胖 『 学ぶ」ということの意味』 岩波書店 年 ）。 「 1995 pp.194-195

- 1 -

育ち合う学びとしての総合学習のあり方
～情報教育における互恵的な学び合い～

*1坂 本 哲 彦

【概要】総合的な学習の時間にとって、最も必要なのは「互恵的な学び」だと考える。特に情報

教育においての「互恵」は重要である。その学びを実現するための視点として「受容的関係づく
り」と「対話能力の育成」を掲げる。そして、具体的な手だてについて、実践「附小の自慢やひ
みつを集めて、オリジナルホームページをつくろう」を例にとりながら示す 「互恵的な学び」。

、 。は 子どもの切実な求めに叶う調査活動や全員の納得のもとに行われる話し合い活動を保障する
【キーワード】情報教育 コンピュータリテラシー 総合的な学習の時間 対話能力

１ 互恵的な学びと受容的関係

（１）互恵的な学びとは
本校では「援助したり援助されたりするこ

とにお互いが恩恵を感じながら共に問題解決

をしていく」 ことを互恵的な学びと規定し*2

研究を進めている。この学びが重要な理由と

して、次の２点を掲げている。
一点目は、めざす子供像からである 「他者。

のよさを共感的に受け止め、今後の自分のあ
りように生かしたり、自分のよさを他者に惜
しみなく提供したりしながら、今の自分のあ

りようのよさや不十分さに気付き、新たな自
分の可能性を描き、実現していくことのでき

る人間」を育みたいと考えたからである。
二点目は、社会の要請からである。今、少

なくない学校で、対人関係に直接関係するい
じめ、不登校、学級崩壊などが問題になって
いる。この原因の一つに、子どもが学習内容

や一緒に学ぶ仲間とのつながりを感じられな
いことがあるのではなかと捉えた。互恵的な

学びは、学習内容にも一緒に学ぶ仲間にも確
かなつながりを保障することができるのでは

ないかと考えたのである。
（２）互恵的な学びを支える受容的関係

「 」互恵的な学びに必要なのは 援助要請行動

である。それは「自分の非力さ、弱さ、脆さ
を相手に示す」ことから始まる 「だから自分。

の価値を下げたり否定的評価を受ける危険性

を伴う。自尊心を脅かす状況ではあるが、一
方で必要な援助を得ることができるというジ

」 。 、レンマ状況 の中で成立する したがって*3

「相手が必要と求めているものに応じて提供
し、その提供されたものを受け止めるという

相互の受容的関係のつながり」がなければ、
援助要請行動は生まれにくい 「受容的関係」。

を育てることが援助要請行動を生み出し易く
し、そのことが「互恵的なかかわり合い」を

*4可能とする。

２ 受容的関係をつくる
（１）傾聴的態度

受容的関係を作る上で第一に大切なのは、
傾聴的態度である。自分の考えを主張する以

上に相手の考えを注意深く聞こうとする態度
である。総合的な学習において傾聴的な態度
が重視される場面は、学習課題（本校では生

活実践課題と呼ぶ）を決定して総合の学びを
始める場面、また、課題を解決していく上で

の困難にぶつかったときの話し合い活動の場
面、そして課題が達成された後学び全体を振

り返る話し合い活動の場面である。
総合的な学習においては、互いの切実な願

いの実現に向けて納得のいく話し合い活動を

傾聴的な態度を基盤に保障することが求めら
れていると考えることができる。
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また、一人一人のあるいはグループでの課
題達成活動の時の傾聴的態度も同様に重要で

ある。
（２）対話能力

傾聴的態度が重要であることは確かであっ

ても、それが雰囲気や心がけにとどまっては
実現に遠い。そこで、傾聴的態度を実現する

ための具体的な手だてとして「対話能力」の
育成を掲げる。

対話能力育成の方法としては、幾つかある
と考えられるが、ここでは、村松賢一氏の主
張に沿いながら、受容的関係づくりや対話能

力に育成に有効な手だてをさぐる。
、 、松村氏は 対話能力が育成される場合には

３つの要素がはぐくまれなければならないと
述べている 。 以下である。*1

情緒的要素1.
・話し合うことは意味あることだという信念

・課題遂行に対する責任感・他人の意見に謙
虚に耳を傾ける・対立をおそれずきちんと

主張する・反論されても感情的にならない
・相手が正しければ潔く意見を変えるなど
技能的要素2.

・聞く技能・応じる技能・話す技能・はこぶ技能
認知的要素3.

・思考力(一般化、抽象化、推理する力、順序
、 、 ）をたどる力 類別する力 定義づける力など

・コミュニケーションリテラシー
宣言的知識（内容知） 操作的知識（方法知

この中の情緒的要素の学習は、傾聴的態度
や受容的関係の見方考え方につながるもので

ある。また、技能的態度の聞く技能や応じる
技能などは、傾聴的態度を技能として発揮獲

得する上で必要なものだと考える。これらを
。総合的な学習の時間に養うことをねらいたい

今回事例として掲げる３年生の内容として

は、次が具体である。

情緒的要素1.
①自分と異なる考えや経験の持ち主と交流する

大切さと難しさを知る。
②新しいことを知るためにすすんで聞こうとする。
③特定の友達だけでなく、大勢のクラスの友だ

ちと話し合える。
認知的要素2.

・思考力
①事象の推移や変化に発展性や法則性を見い出す。
②類化、分類によって差異性、共通性を見いだす。

③帰納的に個別のそれぞれから共通性を見いだす。
④演繹的に共通性をそれぞれの個別性に及ぼし

て認める。
、 。⑤原因と結果 前提と既決の関係をとらえる

・内容知
①対話における「話し手」と「聞き手」の役割
②コミュニケーション過程に関する基本的知識

・方法知
①聞き合う対話の進め方

②インタビューの進め方
技能的要素3.

・聞く

①相手が話しやすいよう、共感的な表情で聞く。
②相手の言いたいことを全体的に理解するつも

りで聞く。
③自分の体験に引き寄せ、自分の考えと比べてきく。

④話の流れを考えてきく。
⑤話を引き出す。
・応じる

①理由や根拠をたずねる。
②自分の表現で言い換える。

③まとめたり補足したりする。
④相手の考えを取り入れつつ自分の考えをのべる

⑤不同意、反対の意見を表せる
・話す
①聞き手の理解を確かめながら話す。

②中心点をはっきりさせて話す。
③順序立てて話す。

④理由や根拠を示して話す。
⑤場面に応じて声の大きさを調節する。

・はこぶ
①目的や主題を意識して話し合う。
②展開の型を予想して話し合う

総合的な学習の時間の全体での話し合い活

動ではこれらの要素の中から、特に「応じる
技能」を中心に育み受容的な関係を作ってい

きたいと考えた。
少人数のグループでの話し合い活動でもこ

。れらの技能を育むことは重要であると考える
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特に、コンピュータを扱う場面での子ども同
士の学び合いにおいては 「応じる」技能は重、

要である。
３ 総合的な学習の中でつくる
（１）単元構成

はじめに「附属小学校の自慢やひみつを調
べて、３－１オリジナルホームページをつく

ろう」の単元構成を簡単に説明する。
、 、１次で ホームページ作成の依頼を受けて

その学習を行うかどうかを全体決定する。条
件は、一人一人がホームページを作成して、
全体として附属小学校の自慢やひみつが様々

表されるというものである。そして、全体で
、 、ひみつを出し合い それを分類整理する中で

自分なりのこだわりや見通しをもち、計画を
立てる。

２次では、それぞれが自分の計画にそって

取材調査活動を行い、ホームページを作成す
る。互恵的にかかわり合い援助したりされた

りしながら自分なりの問題解決を行う。途中
互いに見合う活動などを入れ込み、さらにか

かわりが深くなるようにする。
、 、３次では ホームページをアップロードし

最終的に見合うとともに、全体の学びを振り

返る。振り返りの発言は、教師がその場でコ
ンピュータに打ち込み、すぐにアップロード

した。
（２）単元構成上の工夫

受容的関係を支えに互恵的な学びができる
ように、話し合いやグループ活動では、対話
能力を育成すべく、学級の実態に即して、計

画的に個々の対話技術や情緒的要素を獲得さ
せていくように配慮した。

さらに次の点に留意して指導を工夫した。
①納得と実感

対話能力を育成しながら、総合学習を実施
していく上で大切なことは、まず 「納得と実、
感」を得させるということである。

総合学習を課題設定、課題追求、課題達成の
３つの段階で考えるとすると、そのどの場面

においても言える。
次ページにある事例において言えば、導入

の２時間で、全員の合意を形成した。この中
で一人一人の思いや願いを出し合い、ホーム
ページづくりに賛成できない子ども、やりた

いけど抵抗を感じている子どもをその他の子
、 。どもが支え 説得していく過程が重要となる

この部分をないがしろにすると、後々の追求
が確かにならない。

②評価情報
納得や実感を大切にするとともに、評価情

報を的確に得させることも重視している。

たとえば、課題追求の場面では、保護者や
伝える相手から評価してもらう場面を設定し

ている。また、同じ仲間同士からも意見をも
。らってよりよい学びにできるように配慮した

すなわち、ホームページが一応できあがった
段階で互いのホームページを見合って、意見
を述べ合う場面を設けたり、プリントアウト

して掲示板に張り出して、参観日に保護者か
ら気付きをもらったり、ホームページ作成を

投げかけた方に意見をもらったりした。評価
情報を的確に、また進んで得ようとする子ど
もを育てることは、受容的関係においても、

互恵的な学びにおいても大変重要である。
③相手意識

情報教育は、コミュニケーションの手段の
一つであるコンピュータ操作を学ぶという側

面がある。ネットワークの向こう側に人がい
るということや伝える相手があるということ
を十分に押さえるということである。つまり

相手意識のもたせ方の工夫である。今回の実
、 、践においては ホームページ作成である以上

相手意識があることが前提である。３年生と
いう発達段階では、その相手意識が希薄にな

るのはどうしてもさけられないけれども、折
に触れて、その相手を意識させるように立ち
戻りながら学習を進めるように配慮した。た

とえば、導入では、直に相手からの依頼を見
、 。せ そのことについて話し合いを十分行った

また、自分が作成するホームページを最終的
に決める前に、もう一度伝える相手を明確に

した。
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総合的な学習の時間

単元名 ： 附小の自慢やひみつを集めて、オリジナルホームページをつくろう！

【主にコンピュータ操作にかかわる活動●】指導計画 総合39時間

１次 附属小学校の自慢やひみつを見付ける (11時間)
・高山の○○先生から附属山口小をホームページで紹介してほしいってお願いが来たよ。賛

成できない人の意見をまず聞こうよ。それなら、何とかみんなで乗り越えられそうだよ。
附属小学校の自慢やひみつを調べてホームページを作ることでいいですか？賛成！②

●仲間の学校が作っているホームページやその他の小学校がどんなことをどのように紹介し
ているか調べてみて、わたしたちが紹介するとよい内容を考えてみよう ②。（ブラウザーの使い方）

・自分たちが紹介したいことや紹介するとよいことを出し合ってみよう。そして、まとまり

毎に目次をつけよう。○○君が～を紹介したい理由がよく分かったよ。なるほどな。
◆自慢に取り上げられそうな事柄の目次 ②〈行事 〈給食 〈友達 〈先生 〈遊び 〈学習 〈歴史〉〉 〉 〉 〉 〉 〉

・伝える相手のホームページをもう一度見て、伝える相手と伝え方をはっきりさせよう。
〈 参加校 〈附小の保護者 〈附小の友達 〈教生の先生〉◆伝える相手 FMFMTP2000,2001 〉 〉 〉

●個人のプライバシーに関することは載せない方がいいんだね。顔写真もやめよう。

・仮に自分がやりたいページを決めて計画を立ててみよう。△さん～を教えてくれない？
◆調べ活動で行われそうな学び方 ②〈インタビュー 〈アンケート 〈現地調査 〈図書 〈 〉〉 〉 〉 〉 HP

・計画書と完成予想図（簡単な内容とレイアウト）を書いてみよう。よし、これなら、いろ
いろな小学校の人にも、お父さんお母さんにも附属小学校のことを分かってもらえると思

うなあ。みんなで助け合いながらいいホームページができそうな気がするぞ。やるぞ！③
２次 自慢やひみつを取材してホームページをつくる (27時間)

・では、取材に出かけよう。ぼくは、アンケート作りからだ。インタビューもするぞ。

・ぼくは、附属小学校の子供たちに人気のある休み時間の遊びを紹介するよ。まずは、低学
年の友達にアンケートを取ることにしよう。集計して、順位を決めて表にまとめよう。

、 。 。・私は 人気のある給食を紹介するよ 理由を書かないと分かってもらえないとおもうなあ
珍しい献立だったら、□□君の言うように、作り方も載せたらいいと思うんだ。⑥

●デジタルカメラを使って写真を撮ろう。何度も取り直せるから便利だなあ。③
●ホームページの作り方をみんなで勉強しよう。一太郎スマイルを使うんだね。簡単な文章
なら、２学期に書いたことがあるからできそうだな。なかなかいい感じに打てたぞ！⑨

●表題を書いて伝えたい文章ができたら、写真を貼り付けよう。思ったより簡単だ。③
・一度、みんなで見せ合って間違いなどを探そう。もっと分かりやすい書き方があったら、

互いに教えあって、やり直そう。○○君、分かりやすく教えてくれてありがとう。③
・一度試しにアップロードして、お父さんやお母さん、仲間の学校の人に見てもらおう。気

。 。付きも言ってもらえるといいな リンクやアップロードは先生にやってもらうんだったね
・書いてある内容と写真がぴったりしていないところがあるって。様子をもっと詳しく文章
で書かないと、よその学校の人には分からないんじゃないかとも言われたよ。確かにそう

。 。 、 。だなあ 顔が出ている写真もあったよね 気付きを生かして よりいいものに作り直そう
・やったぁ！完成だ！これならみんなに附属小学校のことが分かってもらえそうだね。③

３次 学習の振り返りをする (1時間)
・高山に友達ができたことがとても嬉しいなあ。家族の人にも喜んでもらえたね。

はじめに話し合ったように、みんなが助け合ったり教え合ったりしたからできたんだね。
・ホームページをつくることができるようになったなんて、自分もなかなかのものだな。
・これからも附属小学校の自慢が増えるようにみんなで協力してがんばっていきたいなあ。


