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片桐史裕 
• 1966年新潟市生まれ 
• 1989年新潟大学人文学部国語国文科卒 
• 1989年～27年間新潟県内高校国語教師 
• ディベート，朝の読書，ＮＩＥ，ジュニア
アチーブメント，『学び合い』，群読…… 

• 2016年度～上越教育大学教職大学院准教授 
• 国語教育，音声言語表現活動，学習者のつ
まずき解消，文学作品の映像化，自治的学
級づくり，専門高校教育

自己紹介
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社会に開かれた授業デザイン 
将来を見すえた授業デザイン



社会に開かれた授業デザイン

目的と目標



社会に開かれた授業デザイン
目的と目標

学校成績

学校



将来を見すえた授業デザイン
目的と目標

学校成績

卒業後

仕事

家族

幸せ

学校

社会

に
開
か
れ
た



事前に頂い
た質問より
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将来のことを子ども
達にイメージさせるに
はどのようなことか
ら始めていけばいいで
すか？

多様な価値観になり
つつある現代では、
子どもたちにどこま
で対応していけば良
いか？

将来を見据えた授業
デザインは、小学校な
ら何年生から始めれ
ば良いか。またどの
ような授業をすれば
良いか？



未来現在過去

子どもの将来を見すえる

子ども

教師子ども
経験

自ら学ぶ力

大転換理論

大人

伝える
教師の経験が活かされない……
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試行錯誤して最適解を探す

失敗から学ぶ

学校でできること



安心して失敗できる文化 
失敗を素直に認められる文化 
失敗に寛容な社会 
失敗してもやり直せる社会 
失敗を開示し，分析する能力 
失敗から対策を生み出す能力

学校でできること
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「間違い」を軌道修正することができに
くい組織には，共通点があります。「権
力や権限がある」「正義のため，公のた
めに仕事をしているとのプライドがある」
「機密情報や個人情報を扱うなど情報開
示が少ないため，外からのチェックが入
りにくい」 
　財務省，防衛省，検察，警察などが典
型です。マスコミや，教師や医者など
「先生」と呼ばれる職種も危ない。

村木厚子：「日本型組織の病を考える」角川新書，2018，p.100

失敗から学ぶ
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こうした組織は，性格上，「建前は守
らなければならない」「失敗や間違い
が許されない」という意識になりがち
です。世間もそれを期待します。 

失敗や間違いが起きてしまったとき，
「なかったことにする」「見なかった
ことにする」というようなことが行わ
れ，それがまたコトを大きくします。

村木厚子：「日本型組織の病を考える」角川新書，2018，pp.100-101

失敗から学ぶ

�13



人間は間違うものだし，弱いも
のであるから，現実社会ではあっ
てはならない事が起こります。間
違いは避けられない。それが起
こったときにどうやり直しをす
るか，傷を広げないか、同じ間
違いを再び犯さないかが重要な
のだと思います。

村木厚子：「日本型組織の病を考える」角川新書，2018，pp.100-101

失敗から学ぶ
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失敗から学ぶ
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失敗から学べる授業デザイン
間違いを残す＝失敗に向き合う

間違いは千差万別＝個々の間違いから学ぶ

間違いは学びの第一歩 
＝間違いは優れた教材

自らの課題を自らで解決 
＝主体的・対話的で深い学び
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子どもたちが人口減
少で減っていく中、集
団生活やコミュニケー
ションのあり方はど
のように変化していく
のか？

クラス経営で子どもの 
コミュニケーションが変わる



担任のタイプ（子どもへの関わり方）

赤坂真二：「学級づくりの極意」明治図書,2017
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先生君主 過干渉先生 人気者先生



片桐史裕：「学校を最高のチームにする！365日の集団づくり　高校」，明治図書，2017
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担任のタイプ（子どもに関わらないタイプ）

丸投げ先生 閉じこもり先生



担任のタイプ（集団づくり）

鵜飼い型

赤坂真二：「学級づくりの極意」明治図書,2017
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自治集団育成型
赤坂真二：「学級づくりの極意」明治図書,2017

�20

担任のタイプ（集団づくり）



権威
担任のあり方

ダメなものはダメ
なの。みんながやって
いるから，あなたもちゃ
んとしなさい。

強制型
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権威
世の中にはこういうルー
ルがあってね……あなたは
どうするのがいいと思う？

担任のあり方

共有型
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幼児の言語発達と，親のしつけの相
関関係を調べ，「共有型」しつけと
「強制型」しつけでは，「共有型」
しつけの方が語彙が多いということ
を述べたり，その後の進路，就職先
も「共有型」，「強制型」の影響が
あるということを明らかにして，次
のようにまとめている。

内田伸子：「発達の心理―ことばの獲得と学び」サイエンス社，2017

担任のあり方
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内田伸子：「発達の心理―ことばの獲得と学び」サイエンス社，2017

担任のあり方
1. 子どもに寄り添い子どもの安全基地にな
ること。 

2. その子自身の進歩を認め，ほめること。 
3. 生き字引のように余すところなく定義や
説明を与えるようなことはしない。 

4. 裁判官のように判決を下さない。禁止命
令ではなく、「～したら？」と提案の形
で子供の意思を確認していただきたい。 

5. 子ども自身が考え，判断する余地を残す
こと。
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内田伸子：「発達の心理―ことばの獲得と学び」サイエンス社，2017

小さな成功体験を重ねながら自信も持って
自尊感情が育っていく。難題を突きつけら
れても，「きっと自分が今度も自力で解決
できる」という気持ちになり，挑戦力や
回復力（レジリエンス）も湧いてくる。
少々のストレスにもめげずあきらめずに挑
戦し続けるのである。こうして大人になる
まで，自力で達成することを積み重ねた
結果，難関試験を突破する力を身に付け
るまで育っていったのであろう。
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高校では新しい学力
観につながる授業改
善や授業研究をどの
ように行っているのか？

今後、将来の入学試
験のあり方はどのよ
うに変わっていくの
か？



高校改革
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高校入試改革は大学入試改革の後になる
だろう

2021年1月共通テストの導入

教育を「効率」優先で捉えない流れ

その中でも，特色ある高校は増えてきて
いる
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学ぶ意欲を高めることが
できません。「知りたい」
「できるようになりたい」
という気持ちを高めるた
めにはどのようにしたら
良いですか？
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その勉強は本当に学ぶ必要があるのか？

子どもはどうして○○に夢中になっているのか？

主体的学び

学習過程

学習目標

学習結果
裁量の有無



社会に開かれた授業デザイン 
将来を見すえた授業デザイン



ワークシートの左側，目
の前の子どもに，将来ど
のような大人になってほ
しいと自分は思っている
か，書いてみましょう。



片桐史裕：「学級を最高のチームにする! 365日の集団づくり 高校」明治図書,2017

高校卒業時のゴール
将来を見すえた授業デザイン

将来の社会を任せたい 
自立した立派な市民
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将来の社会を任せたい自立した立派な市民

意味を自分で見つけ，協働して取り組む

言語で他者と共有し，語彙（世界）を広げる

学習の方法をみんなで考え，仲間と学ぶ

国語の授業
将来を見すえた授業デザイン
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出された疑問を提示し，グループで話し合い解答

現代文の教科書を読み，疑問を提出

授業デザイン

学習の方法をみんなで考え，仲間と学ぶ

将来を見すえた授業デザイン
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授業デザイン

将来の社会を任せたい自立した立派な市民

出された疑問を提示し，グループで話し合い解答

現代文の教科書を読み，疑問を提出

学習の方法をみんなで考え，仲間と学ぶ

言語で他者と共有し，語彙（世界）を広げる

意味を自分で見つけ，協働して取り組む

卒業時のゴール
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授業デザイン

将来の社会を任せたい自立した立派な市民

集約された疑問をグループで話し合い解答

現代文の教科書を読み，疑問を提出

学習の方法をみんなで考え，仲間と学ぶ

言語で他者と共有し，語彙（世界）を広げる

意味を自分で見つけ，協働して取り組む
見方・考え方

卒業時のゴール
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教科の見方・考え方
社会的な意義 社会で生きていくために，その教科で獲得

した見方・考え方はどのように役立つか？

教科の本質 教科特有の見方・考え方は何か？

指導方針 教科の本質を子どもたちが獲得するため
に，どのような指導をすればいいのか？

具体的な活動 教科の本質を獲得するために，どのよ
うな活動をおこなえばいいのか？

教材・課題 教科の本質を子どもたちが獲得するた
めの指導に適切な教材，課題は何か？

将来を見すえた授業デザイン
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人生のとらえ方

人生80年

0歳 10歳 20歳 30歳 40歳 50歳 60歳 70歳 80歳

小学6年生

１日

0時 2時 4時 6時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時

4:24am

１日はこれから！
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