
ICTを活⽤した
公正で質の⾼い教育のヴィジョン

⽯井英真（京都⼤学）

2021年２⽉16⽇（⽕）
国⽴教育政策研究所 令和２年度教育改⾰国際シンポジウム

「⾼度情報技術の進展に応じた教育⾰新フェイズ２シンポジウム
〜ICTを活⽤した公正で質の⾼い教育の実現〜」

第三部（ビジョナリートーク）「ICTを活⽤した公正で質の⾼い教育の実現
に向けた展望と課題」

（オンライン）



⾃⼰紹介
• 専⾨は教育⽅法学（学⼒研究）＝学校ですべきこと、できることについて原理的・実践的に探究（教育的価値論）
• 授業という営みへのこだわり＝ブルームの⽬標分類学と斎藤喜博の教育美学との間（教育技術論）
• 専⾨医であると同時に町医者でありたい＝授業改善を軸にした学校改善の取り組み（学校改⾰実践）

【主な著書】
 ⽯井英真『今求められる学⼒と学びとは―コンピテンシー・ベースのカリキュラムの光と影』⽇本標準、２０１５年。
 ⽯井英真『中教審「答申」を読み解く』⽇本標準、２０１７年。
 ⽯井英真『再増補版・現代アメリカにおける学⼒形成論の展開―スタンダードに基づくカリキュラムの設計』東信堂、2020年。
 ⽯井英真『授業づくりの深め⽅』ミネルヴァ書房、２０２０年。
 ⽯井英真『未来の学校―ポスト・コロナの公教育のリデザイン』⽇本標準、2020年。
 ⽯井英真監修・太⽥洋⼦・⼭下貴志編著『中学校「荒れ」克服１０の戦略−本丸は授業改⾰にあった！』学事出版、2015年。
 ⽯井英真編『⼩学校発 アクティブ・ラーニングを超える授業』⽇本標準、２０１７年。
 ⽯井英真編『アクティブ・ラーニングを超えていく「研究する」教師を育てる』⽇本標準、２０１７年。
 ⽯井英真編『授業改善８つのアクション』東洋館出版社、２０１８年。
 ⽯井英真・熊本⼤学教育学部附属⼩学校『粘り強くともに学ぶ⼦どもを育てる』明治図書、２０２０年。
• ⽯井英真「教師に求められる学びとは―教師による教師の成⻑のための実践研究」⼤阪府教育センター『⾼等学校における校

内授業実践研究進め⽅ガイドブック』２０２０年。（ http://wwwc.osaka-
c.ed.jp/category/forteacher/pdf/kounaijyugyoujissenkennkyuu_ver_3_r2.pdf ）

• ⽯井英真監修・⻑瀬拓也・秋⼭貴俊編『ゼロから学べるオンライン学習』明治図書、2020年。
• ⽯井英真編『⼩学校 新教科書ここが変わった 算数』⽇本標準、2020年。
• ⽯井英真編著『流⾏に踊る⽇本の教育』東洋館出版社、2021年。
• ⽯井英真編著『⾼等学校 真正（ホンモノ）の学び 授業の深み（仮）』学事出版、近刊 など多数
 With コロナの学校のあり⽅についての発信（https://e-forum.educ.kyoto-u.ac.jp/）





「学びを⽌めない」「救える⼦から救う」
はどう正統化されるか
• 教育の公正の観点から？

↑第⼀義的には学習権保障の観点から、そして、⾮常時での対応としてそ
の妥当性が検討されるべきもので、学校教育の恒常的な平等や公正の問題は
相対的に独⾃な問題として検討される必要があるだろう。
• 浮き彫りになったのは、社会的基本材を均⼀に分配することや同じように

処遇することをもって平等とする⽇本の横並び平等観。それは、平等な処
遇の先に発⽣する不平等を⾃⼰責任化する、あるいは、平等な処遇以前に
ある社会的・経済的・⽂化的不平等状態に対する⼿厚い不平等な処遇が許
容されづらい状況を⽣み出している。
• ⼀⼈⼀⼈の善き⽣（well-being）に向けた⽣活の幅（ケイパビリティ

（capability））にも注⽬しつつ、平等（equality）から公正（equity）へ
と平等観を転換することは重要だろう。しかし、「救える⼦から救う」を
恒常的な原理として拡⼤解釈して、進めるだけ進めて開いた差はあとで是
正するという発想を呼び込むのは、埋めようのない格差と分断、学校とい
う制度が存在すること⾃体が持つ格差是正機能を軽視することになりかね
ない。学校のカリキュラムは格差の再⽣産装置であることから逃れられな
いが、⼀⽅で、その存在⾃体は社会的な格差拡⼤を是正している。



質と公正の現代的関係性（ジレンマから往還へ）
• 「卓越性（excellence）」と「平等性（equolity）」をジレンマとして語っ

てきた構図を問い直す。卓越性は量的に早く、より難問や発展的な問題に
という、既存の価値軸の中での⾼度さを志向しがちであった。逆に、平等
論者は学⼒の中⾝を括弧に⼊れて、その質を問わずに、⼀定⽔準の⾯の保
障に⼒点を置きがちであった。
• 「平等」は「公正」として捉え直されることで、⼀⼈⼀⼈の状況に応じな

がら、⽣活の⾃由や⽣き⽅の幅をすべての⼈たちに保障することと定義さ
れ、その⼈なりの善さ、学びの質という点を問わざるを得なくなる。ただし、
それぞれの⾃由を追求することは、⾃由を追求する⼟台となる有限のリソース（社会的基本材）の不均衡の問題、誰か
（特に⾒えない特権を持つ者）の⾃由の追求が他の⼈のリソースを少なくする可能性があるといった、分配の不均衡を⾒
えにくくするため、共通善に向けた⾃由の範囲の吟味と、有限のリソースの再分配や分かち合いの視点を忘れてはならな
い。また、それぞれのニーズに応じ⾃由を尊重することは、公共的価値の観点から調整されるべきものであり、公正の問
題において重要なのは、「その社会の成員（市⺠）であれば誰もが実現しえてしかるべき（と判断される）基本的な機
能」（齋藤純⼀『不平等を考える』筑摩書房、2017年、142⾴）という社会の責任の範囲であり、⾃由の際限なき追求を
許容する議論ではない。

• 「卓越性」は「質」として捉え直されることで、学⼒の質や学びの深さと
して定義され、それは浅さよりも深さを志向し、個別化（量的差異と垂直
的価値）よりも個性化（質的差異と⽔平的価値）を志向し、対話や協働を
伴う豊かな学習環境を通して理解（understanding）や真正の学び
（authentic learning）の実現を志向する（ダーリング‐ハモンド, L.（深見俊崇編訳）『パワフル・
ラーニング』北大路書房、2017年。



ICTで学びの質を追求するために①
最新テクノロジーで実装して、旧式の学習観に基づく教育（⼤⼈数の⼀⻫授業、
⾏動主義的で個⼈主義的で機械的なドリル学習）を展開することになっていない
か。ほどほどのハイテク感がちょうどよい。ペダゴジー・ファースト、テクノロ
ジー・セカンド（pedagogy first, technology second）をこそ実現すべき。
ICT活⽤については、仕事や作業の効率を上げるための便利さやスマートさを追求
することよりも、教育的価値を⾼める上では、フラット化を⽣かして、ホンモノ
の世界や研究や活動のように、より複合的で、割り切れなさやノイズを含んだ学
習や活動にアクセスする機会を拡⼤する⽅向性で実装がなされる必要がある（真
正の学び（authentic learning）へ）。さらに、コンピュータが教える、あるいは、
コンピュータが学習を⽅向付ける「AI先⽣」よりも、⼦どもたちがコンピュータで
学び合う、あるいは、⼦どもとコンピュータが学び合うような、より⼈間的で主
体的なデジタルメディアとの付き合い⽅が重要である。



ICTで学びの質を追求するために②
• 「電⼦⿊板、タブレットといった機械が教師の指導や⼦どもの学習を

どうスマートに便利にできるのかということ以上に、デジタルメディ
アが世界や社会や仕事や⽣活のあり様や⼈々の発想にもたらしている
⾰命的な変化のリアル（可能性とリスクの両⾯）をどう⼦どもたちに
経験させるか、まさに学校の学習の真正性の追求という観点から考え
ることで、テクノロジーの活⽤は、効率性、個別性、私事性と結びつ
いた教育の機械化ではなく、学校の学習の⽂化性、共同性、公共性の
再構築につなげることもできるだろう。消費社会的でプライベートな
デジタル環境ではなく、職業⼈や専⾨家がアクセスしているような、
⼦どもたちの⽇常⽣活ではふれる機会の少ない、知的で⽂化的でパブ
リックなデジタル環境をこそ学校において保障し、デジタルメディア
とのより成熟した付き合い⽅を学ぶことが⼤切である」（⽯井英真
「『未来の学校』をどう構想するか―『⼤きな学校』と『⼩さな学
校』の狭間で―」『教育展望』717号、2020年、56⾴）。



「個別最適な学び」をめぐる論点
• 個別化（量的差異・垂直的価値）／個性化（質的差異・⽔平的価値）

c. f. 中央教育審議会答申「『令和の⽇本型学校教育』の構築を⽬指して」にある「指導の個別化」と「学習の個性化」の対⽐は、
教えることと学ぶことという別の軸が付け加わっていて、本質的な論点が⾒えにくくなっている。

• ⽬標の個別最適／⽅法の個別最適

• 従属的主体（選ばされる）／⾃律的・⾃治的主体（選ぶ・⾒出す・決
める）

• 個⼈主義（⼈それぞれ・点）／公共社会（⾃⽴した個による対話と協
働・ネットワーク）／集団主義（みんなで⼀⻫に・⾯）

点 ネットワーク ⾯



個別化 個性化
基本的な⽅向性 教育内容や学習進度や進級⽔準の能⼒に応じ

た多様化
「指導の個別化」（⼦どもの個性（適性）に
応じて学習⽅法の最適化を図ることで、教科
の学習内容の中で習得させたい知識・技能の
確実な定着をめざす）

ひとりひとり（individual）の内的なニーズや⾃発性に応
じた多様化
「学習の個性化」（⼦どもの興味・関⼼を⽣かしながら、
教科の⽬標に迫るような思考・判断や認識を深めたり、社
会の中で⾃⼰を活かせるような「⽣きる⼒」を⾼め、個性
を育てたりしようとする）

個⼈差の捉え⽅ 学習にかかる時間の差（量的差異） 興味・関⼼や学習スタイルなどの差（質的差異）
教育形態・シス
テムレベル

既存の内容パッケージの量や⽔準の違い
能⼒別学級編成（同⼀性）、⾃由進度学習

その⼦に応じた内容⾃体の組み換え
同年齢集団、異年齢集団等の多様な集団編成（複数性）、
⾃由テーマ学習

指導法レベル 学習進度や学習到達度に応じて個別指導を⾏
う

その⼦に応じて教授法や学習活動や表現⽅法を⼯夫する

評価とカリキュ
ラムのあり⽅

知能や学業成績等の⼀元的尺度
（量的に進める直線的）プログラム学習と⽬
標準拠評価

多重知能や個性（持ち味や強み）等の多元的尺度
（質的に深める多⾯的な）プロジェクト学習と個⼈内評価

発展学習の形態 早修（acceleration）（より早く進む） 拡充（enrichment）（より広く深く学ぶ）

学びの個別化と個性化



⼀⼈⼀台端末を⽣かす視点
• 教師が授業で活⽤する教具としてよりも、学習者が⽇常的に学びにおいて活⽤する

⽂具としての意味。端末の先の膨⼤なデータやつながりにアクセスすることは、ア
カウントをもって⾃分のデータを管理する主体（デジタル市⺠）となる第⼀歩であ
るし、教師を学び超えていく可能性を広げる⼀⽅で、切れすぎる刃物のように、保
護膜なくｗｅｂ上の社会にさらされることのリスクも考えておかねばならない。
→「⾃治」の指導（つながりや道具を⾃ら治めること）の重要性（教師による指導

的な管理を学習者による⾃⼰管理・⾃治へと発展的に解消させるような⾜場かけ）
• PCは、⽇常的には机の上で左上か右上の端を占める程度で、PC以外の⽂具がおろ

そかにならないことが肝要。PCが机の真ん中に来る頻度は学校階梯や教科・領域等
によって異なる（状況に応じて⽂具をスイッチできることが⼤事）。タブレットへ
のタッチペンでの書き込みは、⼊⼒はできても、聞き書きなどは⼿描きのノートの
意味があるし、逆に、まとまった⽂章を作成する（綴っているとは限らない）のに
タイピングでの⽂書作成は適している。「書字」の発達的意味も問われる。
• カラフルで⾒栄えのするプロジェクトは組織しやすい。真正性を演出できる。「ハ

リボテ」から中⾝の吟味と質の追求につなげるような、活⽤から習得に降りていく
ような指導がしやすくなる可能性。
→活動としての成功が学びとしての成功を意味するわけではない。活動の中に⼀⼈

⼀⼈の学びや成⻑を⾒取る教師や⼦どもに関わる⼤⼈たちの⽬の重要性。
• 既存の集団やつながりから個を切り離し、関係をつなぎ変える可能性。



⼀⼈⼀台端末による授業の構造変容の促進へ
• ⽇本の、特に中等教育における、学校内外における⼀⽅的⼀⻫授業

と宿題（ともに個別主義・⾃⼒主義）の構造

• ICTが⼊ることで、教室での「教師と学習者の⼀対⼀の関係の束」
（鵜飼の構造）を強化する（⼀対⼀の机間指導の強化）か、逆に、
学びを孤⽴化させる（機械的ドリル学習の効率化）か、あるいは、
鵜飼の構造を解きほぐして学び合いを促し、教室の関係に横⽷を通
せるか（練り上げ型授業や協働的プロジェクトや個⼈作業の協同化
の促進）。机間指導（⾒て回る）よりも膝下指導（持ってくる）。
• ⼀対⼀の⼿厚い個⼈指導を理想化することの危うさ。

教師

⽣徒

教材

⽣徒
知識

⽣徒
⽣徒

⽣徒

⽣徒

教材作成者



教材パッケージを使いこなす視点
• AIドリルはあくまでドリル。「知っている・できる」レベルの学⼒は育っても、

「わかる」、さらには「使える」レベルの学⼒は保障できない。それは、ゲー
ム的な動機づけにより、低学⼒の⼦どもたちの学ぶ意欲に⽕をつけ、家庭学習
も含めた学習量の増加につながるかもしれない（c.f. 百マス計算と「⾒えない学⼒」論）。しか
し、特に年齢が上がるほど、できるようになったという動機づけでは限界があ
る。学びの中⾝やレリバンスを問うことなくしては学びへの動機づけは成熟し
ないし、継続しない。そして、ゲームせずにドリルばかりではバスケットのパ
フォーマンスも上がらないのと同様に、教科の学びの質を追求することなくし
て、内容習得も保障されない。
• 探究的な学びを⽀援する、さまざまなPBLのプログラムは、⼀つ⼀つをイベン

ト的に提供するだけでは、探究が深まってはいかないし、最初は⽬新しくて⾷
いつく⽣徒たちも慣れてくるとモチベーションは下がる。点のプロジェクトを
線のストーリーとして深めていくような、学びの履歴に寄り添い、その視野の
外部を指さしたりしながら、⽣徒の学びからカリキュラムを紡いでいく、コー
チング的な縁の下の教師の指導性が重要となる。また、プログラムのコンテン
ツ以上に、それが学校外部のチューターとのナナメの関係や、現実社会のリア
ルな問題と格闘している当事者との協働関係（with ホンモノ）を構築すること
で、学校的価値観を相対化し、⼀⽪むける経験の機会が準備される（c.f. 脱エリート主
義という探究的な学びの原点の確認）。



表．学力・学習の質的レベルに対応した課題例、および適合的な教具とメディアの使用法
教具とメディアの使用法 国語 社会 数学 理科 英語

「知ってい
る ・ で き
る」レベル

問題集とドリルプリント
AIによる個別最適化学習のた
めのタブレット

漢字を読み書きする。
文章中の指示語の指
す内容を答える。

歴史上の人名や出来事
を答える。
地形図を読み取る。

図形の名称を答える。
計算問題を解く。

酸素、二酸化炭素など
の化学記号を答える。
計器の目盛りを読む。

単語を読み書きする。
文法事項を覚える。

定型的なやり取りをす
る。

「わかる」
レベル

教科書、黒板とノート、ホワ
イトボードとワークシート
電子化された教材パッケージ、
電子黒板、ノートやホワイト
ボードやワークシートとして
のタブレット

論説文の段落同士の
関係や主題を読み取
る。
物語文の登場人物の
心情をテクストの記
述から想像する。

扇状地に果樹園が多い
理由を説明する。

もし立法、行政、司法
の三権が分立していな
ければ、どのような問
題が起こるか予想する。

平行四辺形、台形、
ひし形などの相互関
係を図示する。
三平方の定理の適用
題を解き、その解き
方を説明する。

燃えているろうそくを
集気びんの中に入れる
と炎がどうなるか予想
し、そこで起こってい
る変化を絵で説明する。

教科書の本文で書かれ
ている内容を把握し訳
す。
設定された場面で、定
型的な表現などを使っ
て簡単な会話をする。

「使える」
レベル

史・資料、ホンモノの物や人
や文献
情報収集・分析・表現やコ
ミュニケーションのツールと
してのタブレット

特定の問題について
の意見の異なる文章
を読み比べ、それら
をふまえながら自分
の考えを論説文にま
とめる。そして、そ
れをグループで相互
に検討し合う。

歴史上の出来事につい
て、その経緯とさまざ
まな立場の声を紹介し、
その意味を論評する歴
史新聞を作成する。
ハンバーガー店の店長
になったつもりで、駅
前のどこに出店すべき
かを考えて、企画書に
まとめる。

ある年の年末ジャン
ボ宝くじの当せん金
と、1千万本当たりの
当せん本数をもとに、
この宝くじの当せん
金の期待値を求める。
教科書の問題の条件
をいろいろと変えて
発展的に問題をつく
り、追究の過程と結
果を数学新聞にまと
める。

クラスでバーベキュー
をするのに一斗缶をコ
ンロにして火を起こそ
うとしているが、うま
く燃え続けない。その
理由を考えて、燃え続
けるためにどうすれば
よいかを提案する。

まとまった英文を読ん
でポイントをつかみ、
それに関する意見を英
語で書いたり、クラス
メートとディスカッ
ションしたりする。
外国映画の一幕をグ
ループで分担して演じ、
発表会を行う。

※同じ機能が果たせるのであれば、より原初的な教具に戻して考えてみる。
テクノロジーを⽣かしたイノベーションというとき、効率性志向の既存の作業や⽣活のスマート化のみなら

ず、教科の専⾨性と結び付けて学びの質を⾼めたり、社会的活動と結び付けてフラット化や⺠主化につなげ
たりする視点も重要だろう。



資質・能力の要素（目標の柱）

能力・学習活動の階
層レベル（カリキュ
ラムの構造）

知識 スキル 情意（関心・意欲・態
度・人格特性）

認知的スキル 社会的スキル

教
科
等
の

枠
づ

け
の
中

で
の

学
習

知識の獲得と
定着（知って
いる・でき
る）

事実的知識、技能
（個別的スキル）

記憶と再生、機械的実行と
自動化 学び合い、知識の共同構

築

達成による自己効力感

知識の意味理
解と洗練（わ
かる）

概念的知識、方略
（複合的プロセ
ス）

解釈、関連付け、構造化、
比較・分類、帰納的・演繹
的推論

内容の価値に即した内
発的動機、教科への関
心・意欲

知識の有意味
な使用と創造
（使える）

見方・考え方（原
理と一般化、方法
論）を軸とした領
域固有の知識の複
合体

知的問題解決、意思決定、
仮説的推論を含む証明・実
験・調査、知やモノの創発
（批判的思考や創造的思考
が深く関わる）

プロジェクトベースの対
話（コミュニケーショ
ン）と協働

活動の社会的レリバン
スに即した内発的動機、
教科観・教科学習観
（知的性向・態度）

学
習
の
枠

づ
け

自
体
を

学
習

者
た
ち

が
決

定
・

再
構
成
す

る
学
習

自律的な課題
設定と探究
（メタ認知シ
ステム）

思想・見識、世界
観と自己像

自律的な課題設定、持続的
な探究、情報収集・処理、
自己評価

自己の思い・生活意欲
（切実性）に根差した
内発的動機、志やキャ
リア意識の形成、

社会関係の自
治的組織化と
再構成 （行
為システム）

人と人との関わり
や所属する共同
体・文化について
の意識、共同体の
運営や自治に関す
る方法論

生活問題の解決、イベン
ト・企画の立案、社会問題
の解決への関与・参画

人間関係と交わり（チー
ムワーク）、ルールと分
業、リーダーシップとマ
ネジメント、争いの処
理・合意形成、学びの場
や共同体の自主的組織化
と再構成

社会的責任や倫理意識
に根差した社会的動機、
道徳的価値観・立場性
の確立

表. 学校で育成する資質・能力の要素の全体像を捉える枠組み（出典：石井英真『今求められ

る学力と学びとは―コンピテンシー・ベースのカリキュラムの光と影』日本標準、2015年。）

※太字部分は、それぞれの能力・学習活動のレベルにおいて、カリキュラムに明示され中心的に意識されるべき目標の要素。

※認知的・社会的スキルの中身については、学校ごとに具体化すべきであり、学習指導要領等で示す場合も参考資料とすべきだろう。情
意領域については、評定の対象というより、形成的評価やカリキュラム評価の対象とすべきであろう。 14



休校期間中に⾒えてきた学校の当たり前を問い直す視点：
「⼩さな学校」と「⼤きな学校」の間

• ICT活⽤、修得主義、個別最適化された学び、働き⽅改⾰、これらは「学校のス
リム化」を招きがち。学校の丸抱え体質は問題だが、捨ててはいけないものを⾒
極める必要がある（⽣活の場としての学校、成⻑につながる学びの保障）。
• 「オンライン学習」は、「授業」と「⾃学」の間の「遠隔学習機能」の増設問題

として捉える。学校という場におけるフレックスな学習の時間（ドリル的な勉強
は授業というよりも寺⼦屋的にやれる）、家庭における⽀援付き⾃学（オンライ
ンで仲間や学校や社会とつながりながら）というオプション。授業の⾃習化、⾃
習の授業化といった発想で、学校内外ともに「授業漬け」（⼀⻫授業と宿題）に
されて⼀つの問題で⽴ち⽌まる余裕もなくなっていた⼦どもたちに対して、学び
の時間を確保する（⼤学における単位の実質化の発想に学ぶ）。
• 単位数の削減、「学校半⽇制」的な発想も出てきている中、かつての「週休⼆⽇

制」が⼦どもたちにゆとりをもたらしたのかどうかの検証の上に、学校の在り⽅
を考えていく必要がある。⾼校段階なら、授業以外に、フレックスな時間を設け
て学びの時間を増やすことは考えられる。しかしそれは、「⼤きな修得主義」
（総合的で挑戦的な課題への取り組み）を前提にしないと、勉強を進めることに
終始するだろう。「⾃習室」（個別化・早修・寺⼦屋的）よりも「⾃主ゼミ」
（個性化・拡充・⼤学的）の⽂化を育てていく。



真正でインクルーシブな学びへ
• 小説のあらすじをつかみ、内容や文体等に着目して分析できることを目標にして、小説の書評を
書くという共通課題を設定したとして、対象とする書物の厚みや難度や語彙が子どもによって
違ってもよいし、同じ空間でみんな同じ形態でではなく、一人で取り組んでもペアで取り組んで
もグループで取り組んでもよいし、必ずしも机で学ばなくても教室を飛び出してもよいという具
合に、概念や課題は共通化しつつも、扱う個別の知識・技能や学習スタイルには自由度を持たせ、
学びを個性化することが工夫されてよい。むしろ、真正の課題は、学校外の生活や仕事場や市民
活動のつながりや空間を模写するものであり、学校的に規律化された一斉授業とは異なる場や関
係性やルールを呼び込みうるし、そのように設計するとよい。

• 体育や美術などの技能教科で、あるいは、総合学習や特別活動や部活動において、みんなでゲー
ム（試合や大きな学習課題）に取り組みながらも、必要に応じてゲームから離れて、各自で、あ
るいはペアやグループで学び合いながら、自分のペースとレベルに合わせてドリル（個別の技能
の練習）に取り組んで、またゲームに戻るという形は自然だろう。少し長い期間をかけて取り組
む、試行錯誤の余地のある大きな課題を軸にしたプロジェクトのような形で、単元レベルで大き
な目標を共有することで、個性的で自由度の高い学びと自主ゼミ的な自然な協働が生まれる。

• 個別の知識・技能の習得状況を、当該単元を超えて一人一人について、継続的に見守りサポート
する際に、ポートフォリオや個別最適化の学習アプリ等を活用することは有効である。少人数指
導という場合、基礎・基本の確実な定着を主たる目的として、教師が手厚く指導するというモデ
ルは限界がある。むしろ、プロジェクト的な大きな課題や問いを軸にした単元をデザインし、そ
こに協働で取り組み考え抜く経験を組織することを通して、より多くの子どもたちへの基礎・基
本の保障を促し、フレックスな時間では、子どもたち同士の学び合いはもちろん、学生ボラン
ティアなどの外部の人的リソースも柔軟に活用することが有効だろう。



伝統的な⼀⻫授業（同調主義） 真正でインクルーシブな学び（個性と協働性） 個別化された⾃由な学び（⾃⼒主義）
履修主義の強調。 履修主義を弾⼒化して学習権保障の観点から修得主義を位置

づける。
修得主義への⼀元化。

学習の画⼀化（標準化の中の共通性）。
みんなが同じ内容について同じように学習を進める、
平等主義的⼀⻫学習。
⽬標の共通化と画⼀化。

学びの個性化と協同化（多元的個性）。
場や学習課題を同じくしながら個性を尊重する指導の個性化
（differentiation）。
⽬標の共通化と個性化。

学びの個別化（標準化の中の学習適性）。
能⼒別クラス編成、場を必ずしも共有しない⾃由進
度学習。
⽬標の個別化と序列化。

⼀⻫学習と知識内容の系統カリキュラム。
学年の縛りと処遇の画⼀性。
カリキュラムの硬直的規制。

プロジェクト学習と概念のスパイラル・カリキュラム。
異学年で同じ概念を拡充的に学ぶことも可能。
カリキュラムの質的弾⼒化。

プログラム学習と⾏動⽬標の直線的系列。
無学年制は早修とのみ結びつく。
カリキュラムの量的規制緩和。

教えられなければ学べない。
⼦どもにゆだねたり待ったりできずに、⼀⽅的に教え
てしまい、⾃ら学んでいく⼒や意欲を萎えさせる。吹
きこぼれ問題と落ちこぼし問題を抱える。

授業とは学びへの導⼊である。
つまづきの根本は意味のつまずき、⼈が教えることでその⾶
躍を埋めるために授業があり、わかることで⼀⼈で解いてい
ける、考えていける。

⾃習する⼒を前提としがちである。
その⼦に合わせてできるものを提⽰していると、吹
きこぼれ問題は解決できても、できない⼦は底でつ
まり差は開く。

同調圧⼒で画⼀化され個々⼈が尊重されない集団主義
的な関係性。
管理主義や排外主義と結びつきやすい。
学級経営や⽣活指導などにおける管理的役割を含んだ
公僕的教師。学校の閉鎖性。
学校の肥⼤化と閉鎖的な学校⽂化（教育臭さ）。

⼀⼈⼀⼈のかけがえのなさが尊重される共⽣空間と、異質性
を含んだ共同体的な関係性。
⺠主主義と社会的連帯につながりうる。
学習指導を軸に⼈の成⻑に関わる専⾨家としての教師の専⾨
職性の尊重。社会への参画と連帯に開かれた学校。
学校のシンプル化と⼈間臭い教育。

⼀元的な尺度で序列化される空間と、均質的で機能
体的な関係性。
競争主義や社会的分断と結びつきやすい。
学習指導における教師のチューター化。AIへの代替
や⺠間への外注。
学校のスリム化とスマートな教育。

表．履修主義と修得主義の⼆項対⽴を超える学びとカリキュラムのヴィジョン（知育の協働化と徳育の個性化）


