
- 2 -

第１章 現代の子どもを取り巻くもの
第一節 塾の学習に隠された日本文化
学習は、その本来の目的を問うということよりも、その結果を「試験」で評価するとい

うことが日常的に当たり前となっている観のある今日。人生＝受験に置き換えられ、現実

という正当性を背景として商業ベースに乗せられ、受験業界は繁栄を極めている。

この章で述べたいのは、勿論、試験によって選別されることに対する批判ではない。塾

で熱狂的な指示を得ている学習方法とそこから生まれる弊害についてである。

しかし、このことは、後半で述べていくように、日本社会の歴史から生まれた根の深い

ものなのである。

佐伯胖は、次のように主張する。

塾での勉強ー復習ーテストのサイクルで、生活はすべて塾の綿密な指導の下に統制

される。毎日「やること」というのは、塾で与えられた教材に従い、それだけをただ

つぎつぎとこなしていくだけである。

このことは、塾に通う子どもたちの精神的負担を軽減させてくれる。なにしろ、「迷

う」ことがまったくないからである。むしろ、迷っているヒマがない、と言った方が

よいだろう。
（1）

要するに、すべてが統一された「やり方」（マナー）に従うことが要求されるので

ある。別の「やり方」については試すことも考えることも許されない―――というよ

り、そんなことを試したり考えたりするヒマがないのだ。ただだまって信じて従うし

かない、「ほかのこと」は一切カンケイナイのである。
（2）

子どもが、決まったレールに乗せられ、迷うことなく、最も効率の良いと考えられてい

る学習方法だけを一方的に受け入れていくということである。これを塾の学習と限定でき

ぬ学校も多くあるように感じられる。

では、その学習方法とはどのようなものであろうか。

予備校講師の樋口氏が予備校の授業の特徴としてあげているのは、「思考を暗記

に変える作業をする」という点である。（3）

樋口氏がここでいう「暗記」というのは、英単語だとか、文法規則だとか、という

ものではない。入試問題というのは、ふつう、こういう基礎事項を覚えただけでは、

手も足も出ない。まさに「頭を使わせる」問題が出るのである。そこで、ふつうに考

えると、基礎事項をもとに「頭を使う」（思考力を働かせる）ことで、問題が解ける

はずだ。事実、「頭のいい人」というのは、それで解けてしまう。ところが、予備校

に来る人の大部分は、そういう「頭のいい人」ではない。そこでどうするか。

そこで、予備校の授業では、「頭のいい人」の「頭の働かせ方（思考回路）」を、「解

き方」として取り出し、それを「使わせ」、「暗記させ」、「慣れさせ」ることで、む

りやりに「頭のいい人」の思考回路を生徒の頭の中に組み込んでしまう作業をするの

だ。つまり、「頭のいい人」がほとんど無意識のうちに当たり前のこととしてスラス
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ラできてしまうことを、あえて、「こういうパターンの問題は、こういう手順で考え

る」という思考法を暗記させて、練習させて、「反射的にできるようにする」という

わけである。要約して言えば、「ｉｆ（パターン検出）、ｔｈｅｎ（実行）」と

いう、「ｉｆ－ｔｈｅｎルール」の暗記で、「頭のいい人」の思考回路を組み込んで

しまうのである。（4）

佐伯は、受験勉強を人間の「人工知能」化とさえ言い切る。そして、「人工知能」化さ

れた人間は、「もしも、～であれば、～せよ」というコマンド（指令）で動くようになり、

そのようなコマンドの系列を好んで受け入れようというように変容する
（5）
と言う。

学校現場では、「自分で考えることをしない指示待ち人間の子が多い。」と言う教師の

言葉がよく聞かれる。この例を顕著に表しているのが塾での子どもの育ちなのであろう。

ここで、筆者は、カルト教団に走る高学歴の人々の姿や、目的の達成のためにその方法

の善悪を判断せずに社会問題を引き起こす人々の姿を思い出さずにはいられない。

このような「やり方」暗記主義に欠落しているのは、「なぜならば～」という理由の世

界である。思考の過程がなく、すべてが「手続き」の「問題→答え」の直線的なつながり

になっていることである。

すべてを「もしも、～ならば、～せよ」という「やり方」に還元してしまうと、コ

トの真実性や妥当性というものは、自分で判断することではなく、「売れているか否

か、「何が今、一番人気か」に根拠を求めるしかない。
（6）

流行に乗り遅れまいと都会のファッションを真似る高校生、テレビの新製品を追い求め

る子どもたち、人気商品を競って子どもに買い与える親、一つ何かが売れ出すと、全国一

斉に広がっていく。その中にある「自分なりの判断基準」の薄さ、個性消失に、日本の社

会全体を言い得ているように感じられるのは筆者だけであろうか。

佐伯は、「人工知能化」は、子どもたちが「学校」に行き、「勉強」という作業を課せ

られたころから、自然に身につけてしまう発想であると言う。

子どもたちは、ものごとの意味を自分で探求するというよりも、手っ取り早い「ｉｆ（パ

ターン），ｔｈｅｎ（実行）」のルールを頭の中のデータベースに貯蔵し、それを適宜、

必要に応じて引き出すことで、「問題」に対処するのが最も効率的であるという処世術を、

かなり早い時期から身につけてしまうようである。（7）

受験勉強で失われる思考として、佐伯は次の４点を指摘している。
（8）

①思考の持続性

②思考の共感性

③「わかる」と「できる」の違い

④思考の身体性

興味深い指摘であるが、これらに関しては本論のオープンエンドの学習の成立に大きく

関わることであるので、第３章以降で実践に即して述べていくことにする。
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すべての知識を「ｉｆ～，ｔｈｅｎ～」の「やり方」の問題に還元してしまうという

考え方を、佐伯は、もともと私たち日本人がもっている根強い「勉強」観、あるいは、わ

が国の「勉強」文化が生み出す根源的な思考法である
（9）
と言う。

日米の知識観の違いを例にして次のように述べている。

日本………知識は自分と離れた別の世界にすでに「ある」ものであり、すでにこの私と

は無縁の「権威者たち」によって確立されたものだという考え方をしてしまいがち。

アメリカ……知識は誰もが「本当か」と問いただせるものであり、納得できなければ誰

もがいくらでも異論でも反論でも提起してよいもの。
（10）

明治維新以来日本の文化は、そのほとんどが外国文化の輸入で成り立ってきたという事

実がある。そのものがもつ意味合いよりも、そうあることへの暗黙の崇拝意識が強かった

のである。

佐伯は、次のようにまとめる。

「なぜそうなのか」とか「そもそも、それはどういうことか」という WHAT や WHY

よりも、HOW TO が優先するのである。「なぜ」とか「どういうことか」を探求するよ

りも、「どうやることになっているのか」という方法、手続き、やり口の方に関心が向い

てしまうのである。つまり、研究（真実の探求）というものを、一定の手順に従って執り

行う儀式にしてしまうのである。
（11）

こういう、真実を「手続き」に置き換えてしまういわば手続き的知識観というの

は、「エライ人が言っているから本当だ」とする知識の権威主義と互いに依存しあい、

また強めあう関係にあるように思われる。

つまり、WHAT や WHY を問わずに HOW TO にのみ関心が向くということは、

WHAT や WHY については「疑う必要のないこと」とみなしているわけで、一種の

権威主義的知識観を前提にしている。また、「どうやるのか」を何らかの WHAT

や WHY から導くのではなく、「こうやることになっている」ということとして、無

条件に採り入れ、そのやり方を忠実に踏襲する人びとというのは、結局は「派閥」や

「教派」をつくり、信棒者を増やすことになり、当初のやり口の提唱者をかつぎ上げ

て権威づける働きをもつのである。
（12）

知識観から日本の社会の仕組みに視点を広げる佐伯の考え方は、我々に改めて知識観を

根本的に問い直すきっかけを与えていると言えるのではないだろうか。

日本の集団主義から起こる「違うやり方」の差別と排除を次のように述べている。

すべての知を「やり方（手続き）」として見る考え方は、「同じやり方をしている

人」の集団の大きさ（＝人気）をその正当性の根拠とする。「どうして、そういうや

り方がいいのか」という問いへの答えは、「だって、みんなそうやってるから」とい

うことであり、それしか根拠がないのだ。



- 5 -

第１章 現代の子どもを取り巻くもの

当然、「小さな集団（マイノリティ）」は、差別され、排除される。

「大集団（マジョリティ）」は一種の「権威」となって、わたしたちに「こうやらね

ばいけない」という指令を、まるで「天の声」のように押しつける。そこでは「違う

やり方」をする人は目障りであり、邪魔である。「違っている」ということは、「認

められない」のであり、「許せない」のであり、「あってはならない」ことなのであ

る。

「いじめ」の流行の背後には、日本人の「集団主義」が指摘されているが、筆者は

そのまた背後には、きわめて根強い「やり方」還元主義があると見る。「やり方が気

にくわない」、これだけで問答無用、ともかく許せないのだ。
（13）

幼い頃から「勉強」文化の中で育ってきた私たちは、「やり方」主義での処世術を通し

て、権威主義、集団主義をますます強固なものにしつつ、それらによってますます強固な

「やり方」主義を身につけるという悪循環を繰り返してきたようである。

知識に権威づけを行い、それをもって完成品として扱う日本の知識観は、思考をも暗記

するものに変えてしまった。今日私たちが目にする社会現象は、それらがもとになって引

き起こされているといっても過言ではない。

第二節 キレル子どもたちの背景

①ストレスの中で暮らす
筆者（小学校教員）は、夏休みなど生徒指導の一環として保護者と一緒に街頭指導を行

ってきた。大型店や公園など、子どもたちのいそうな場所を手分けして回ったが、ほとん

ど子どもの姿は見つけられなかった。時間帯によるものかと年毎に回る時間帯を変えてみ

たが、子どもたちの姿はほとんど見つけられなかった。「今の子どもたちは、どこで遊ん

でいるのだろうか。」「昔は大きな空き地に集まって遊んだものだ。」「塾に行く子が多い

からなあ。」保護者とともに時代の移り変わりを感じ、昔を懐かしんで街頭指導は終わっ

た。

現代の子どもたちの遊びの対象は、ブロック、人形、ゲームなど自分で操作しようとす

るとできるもの、つまり、自分の思い通りになるものが多い。

人数も少人数化し、固定化しやすい。それ故に個々のつながりが深いかというと、そう

でもない。一緒の場所で遊んでいるというだけで、一つの物で遊んでいるということでは

ない場合が多い。友達の家に遊びに行き、それぞれがマンガ本を読んでいたり、ゲームを

していたりして、時間がくると三々五々帰っていく。それでも一緒に遊んだという意識を

持つようである。

これに対し、昔の遊びの対象は自然や多くの友達の中で、自分の思い通りにいかないも

のばかりであった。

つまり、今の遊びは、自分の思う通りに対象物を操作する技術的なもので、昔の遊びは、

思い通りにならないことが前提としてあり、その中で悪戦苦闘し、時には堪え忍び、時に

は達成感に満たされるものと言える。

自分の思い通りに行かないことに出会う、そういう場面が現代の子どもの生活の中に少
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なくなってきている。過保護もあって、子どもたちは、生きていくということは自分の思

い通りになることと意識づけられている。例え出会ったとしても、そこからの回避が「自

由」や「個性」の名の下に容易に行われているのが現状である。

子どもは、友達と一緒に過ごす中で、その力関係を意識しながら２つのストレスの中で

格闘している。

自分の思い通りに友達を動かそうとするストレス

友達の思い通りにしないといけない自分のストレス

友達関係はストレスの中でできあがっているのである。

②規準不足
対象物を思い通りに動かすことによって得られる自分を中心とした規準、それを変更す

ることに子どもたちは慣れていない。

自分の判断で規準を作り直すことができる子を育てていかなければならない。

これらは、大人の子どもへの接し方に起因するところが大きい。

子どもの行為 → 善悪

という直線的な指導によるしつけで、子どもに大人の価値規準に合う行動をとらせようと

する。子どもの中では価値規準がつくられないまま、行動の変化だけを迫られる。

また、過保護社会の常として、子どもの「自由」という名目でしっかり注意されるとい

う場も少なくなってきている。

自分の行為に対する注意を受け、自分の中で価値規準をはっきり育て、価値規準の編み

直しをすることができないのである。

柴崎正行は、子どもたちの心の叫び、すぐキレル、すぐ暴れる原因として、次の２つを

あげている。
（14）

ａ．「価値をはっきりさせてくれなかったり、注意されていない幼稚園時代を過ごした結

果、小学生になって、してはいけないことははっきりしているが、注意される自分を受け

つけられなくなっている。子どもの中に規準づくりをしていかなければならない。」

ｂ．「してはいけないことはわかるけど、柔軟に対応できない。知恵を働かせられない。

規準がはっきりしているときはいいが、規準がはっきりしていない場面では、どうしたら

いいかわからなくなる。みんなが静かにしているときは自分も静かにする。しかし、うる

さくする子が出てくるとどうしたらいいかわからなくなる。」

ａは、行為の結果としての判断でなく、「どうしてなのか」という判断する過程での規

準を身につけさせることの大切さを述べている。

子どもの行為 → 善悪 ではなく、

子どもの行為 → 規準 → 善悪

ｂは、その規準は、固定されたものではなく、絶えず自分の判断によって作り直してい

くことの大切さを述べている。

第一節で述べた「ｉｆ－ｔｈｅｎルール」が諸問題の原因となっていると言い換えられ

よう。つまり、子どもの身の回りで思考を暗記に変える作業が行われているので、規準へ

の自己吟味がまったく欠落しているということである。
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③自己愛への欲求不足
自己中心的な行動、友達を意識しない行動を目にすると、私たちは、

「友達のことを考えなさい。」「自分だけではないんだよ。」

と必要以上に他者を意識させてしまう。

「自分のことばかり考えるな。」という言葉の背景に、自分を大切にすることへの偏見が

ある。つまり、自分を大切にするということは、自分以外のものや人を大切にできるとい

うことより低次元のことで、自分→他者へと成長していくという見方である。

岡村達也は、「自己愛としつけ」という題の論文で次のように述べている。

「自己愛から対象愛へ」「依存から自立へ」ではなく、「未熟な自己愛から成熟した

自己愛へ、未熟な対象愛から成熟した対象愛へ」「未熟な依存から成熟した依存へ、

未熟な自立から成熟した自立へ」である。自己愛と対象愛、依存と自立は、それぞれ

前者は未熟、後者が成熟ではなく、四者それぞれがそれぞれ未熟な形態から成熟した

形態へのスペクトルをもつという認識である。（15）

「ひとは生理的生存のために大気中の酸素を当然のこととして当てにする。同様に心理的

生存のために環境からの応答を当然のこととして当てにする。従来の自己愛として観察さ

れてきた現象は、この当て込みに答えてくれ、あたかも自分の一部と感じられるような対

象（自己対象）と自己との関係のことであり、これによって自己の安定と自尊心がもたら

される。」
（16）

岡村によると自己対象には次の三種類が認識されているという。
（17）

鏡映自己対象………「ママー、見て！ 見て！」という誇大感を受け入れ、すばらし

い自分を賞賛してくれる自己対象。

これによって自己の中に自己主張、野心、力と成功への志向が育つ。

理想化自己対象………「パパはすごい！」という理想化、すばらしいと賞賛する自分

の受け皿になる自己対象。これによって自己の中に理想、目標への志向が育つ。

双子自己対象………「パパやママと同じだ！」という自分はほかのひとたちと同じ人

間であり、同じ共同体の一員だと感じる体験をもたらす。

これによって自己の中に才能や技能といった現実的な執行機能が育つ。

こうした自己と自己対象との関係は自己の安定のために、発達段階に応じて親・教 師

・友人・恋人・配偶者・恩師などのひと、あるいは勉強・趣味・仕事などのものやことと

の間で、生涯を通じて必要である。

これが満たされなかった時にキレルのだと言う。

「キレル。現れは同じように見えても、自己愛・自尊心の傷つきによる反応として起こる

自己愛憤怒と、目標に向かう際の障害を除去するための攻撃とは決定的に違う。前者は情

け容赦なく残忍だが、後者は敵を不必要に傷つける要求はなく、目標が達成されれば静ま

る。前者は怒りを引き起こす人に対する対応が成功しても満足されず、傷も怒りも癒えに

くい。昨今の耳目をそばだてる少年事件の底には、深い自己愛の傷つきが見える。それは
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対象に向けられた攻撃ではなく、自己愛の傷つきに駆動された対象なき攻撃だから、被害

者に対して罪悪感もない。それがひとびとには不可解であるし不気味である。自己の修復、

自己愛の成熟がはかられねばならないのであり、成熟した自己愛が育つ土壌が準備されな

ければならないのである。

自己愛に対する偽善的な態度の克服こそ現代の課題のひとつであり、自己愛への欲求を

否認せず、むしろその正当性を認めることこそ必要だろう。それは親とても教師とても同

じである。」
（18）

キレル、という言葉で表現されている現代の子どもの行動を、岡村は、自己愛への欲求

不足という視点でとらえている。ここであげている「自己愛憤怒」こそ一連のナイフ事件

・いじめ事件を的確に表している。

④「燃え尽き症候群」
子どもが子どもらしさを失い大人化している、アダルト・チルドレン。日々の子どもの

精神的緊張・精神的な疲労が「燃え尽き症候群」となって現れ、さらには感情や衝動の抑

制ができなくなる状態、キレる現象につながる。三好邦雄は遊びの必要性を訴え、ある種

の適当さが子どもを助けることを「子どもたちよ、頑張ってはいけない」という言葉で語

りかけている。（19）

第三節 生きる力

①自己教育力と生きる力
情報化社会の中、子どもたちの身の回りには日々刻々と様々な情報が飛び交っている。

学校で学習したわけでもない「オゾン層の破壊」「ダイオキシン問題」などが、低学年の

会話の中にも登場して驚かされる毎日である。

しかし、その実、詳しく聞いてみるとほとんどが曖昧な知識だけである。言葉を知って

いるというだけで、内容まで理解しているかのような誤解をしている子どもが多い。

「知っているようで知らないこと。」に囲まれて子どもたちは生活しているのである。

これは、実に不安定な状態で生活していると言える。

この不安定な状態にある子どもたちに自信を持たせるにはどのようにすればいいか。

澤井昭男は、「自信を持たせるには、自分の五感を働かせること。つまり、自分の体で

体験させることである。しかし、学校の生活体験だけでつけた自信の一番が、社会の中で

の一番ではないということを自覚させなければならない。」
（20）
と言う。安易な体験でわか

ったと言わせてはいけない。学校での体験は社会の中のほんの一部分であるということを

示唆しているのであろう。

今の学校は子どもたちのどういう資質を育てていこうとしているのか、に対する答えが

「生きる力」である。この生きる力を、澤井は次の２つにまとめている。
（21）

・自分で課題を見つけ自ら学び考え主体的に判断し行動し、よりよく問題を解決

する能力 （課題解決学習）

・自らを律しつつ他人と協調し他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間

性とたくましく生きるための健康や体力 （協調性）

生きる力を課題解決学習と協調性でまとめている。
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澤井の指摘する課題解決学習を、筆者は大きな意味で問題解決学習と受け取り、以下の

章で論じていくことにする。

教育の場の拡大について澤井は次のように述べる。

「平成４年度から実施された学習指導要領における自己教育力と、平成 14 年に施行され

る学習指導要領における生きる力も、思考力を大切にしているということにおいては同じ

である。

これは、古くから言われる形式陶冶にもつながる。昔から、教育において大切にされる

ところに変わりはないのである。その場において、家庭・地域社会が言われ出したのであ

る。教材を中心とした学校教育だけの狭い範囲でなく、子どもたちの体験・思考の場を広

く学校外に向けなくてはいけないことが叫ばれているのである。」（22）

生きる力と言われているが、これまで言われてきた自己教育力との違いは、それを育て

る場が、学校教育の中から、家庭・地域社会へと広がったとみればいいのであろう。

「生きる力を育む」という場合、絶えず家庭、地域・社会を視野に入れて考える必要があ

るということであろう。

それでは、家庭・地域社会と共に子どもの体験を増やすにあたって学校でできることは

といえば、それらを別々に体験させる（つまり家庭・地域社会にある部分を委ねる）ので

はなく、それらと連動して、

①学校での教材の

②追究の場として家庭・地域社会に子どもたちの活動を広く求める。

家庭・地域社会で学校の学習の継続をはかることができるはずである。

これは、完全週休２日制を子どもの活動の良き機会とすることにもつながる。

本論文で主張していく「授業のオープンエンド化」がこの形式に最も適すると考え、第

３章より詳しくその構造や特性を示していく。

②中央教育審議会報告に対する私見 理科を取り上げて述べる。

教育課程の基準の改善の基本方向（中間まとめ）＜ 1997年度＞より

イ 改善の内容

現行のねらいや基本的な枠組みは維持しつつ、自然体験や日常生活との関連を一

層重視し、児童生徒がゆとりをもって観察・実験に取り組み、自然に対する知的好

奇心や探求心を高め、問題解決能力や総合的なものの見方を一層培い、創造性の基

礎を育てる観点から、例えば次のような事項について内容の改善を図る。

（ア）小学校では

身近な自然について児童が自ら問題を見出し、見通しをもって解決していくこと

が行えるようにするとともに、実感を伴った理解を図るために、例えば、ものづく

りや自然災害に関する内容を充実し学習内容を生活経験と関連付けるよう内容を見

直す。また、中学年では生活科との関連を考慮し直接体験を一層重視するとともに、

高学年を中心に児童が主体的に学習課題を選択できるようにする。
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教育課程の基準の改善について（審議のまとめ）＜平成１０年６月２２日＞より

④理科 ア 改善の基本方針

（ア）小学校、中学校、高等学校を通じて、児童生徒が知的好奇心や探究心をもっ

て、自然に親しみ、目的意識をもって観察、実験を行うことにより、科学的に調

べる能力や態度を育てるとともに、科学的な見方や考え方を養うことができるよ

うにする。

（イ）そのために、自然体験や日常生活との関連を図った学習及び自然環境と人間

とのかかわりなどの学習を一層重視するとともに、児童生徒がゆとりをもって観

察、実験に取り組み、問題解決能力や多面的・総合的な見方を培うことを重視す

る。

上記の内容は当然生きる力を育てるという視点に立って書かれていると受け取る。

イ 改善の内容 では、「創造性の基礎を育てる」を中心に書かれているはずである。

筆者は、様々な事象（社会の変化など）を帰納的にとらえ、自分なりの統一した見方を

もち、それらに自分なりの工夫をもって対応していくことを創造性と考える。しかし、今

までの学校教育は知識・法則を子どもに与え、演繹的に活用させ、より早く答えを求める

ことばかりを重視してきた。第一節で言及したように全てがそうであった。部分に詳しい

子はいても、総合的にものをみる力は弱かった。全体像は自分の思考を通して受け取るの

ではなく、いつも授けられたものであったからである。

（ア）小学校では の「学習内容を生活経験と関連付ける」「直接体験」

生活科のことを言っているようにも受け取れる。また、生活科での

「教えることは良くない。支援です。」

「活動が大切です。」

という大きな誤解が生まれそうである。（総合学習もこの危険性が高い）

生活体験と関連づけるのは、子どもに、より問題を具体的に把握しやすいようにして、

その学習の必然性を高めるためである。直接体験を重視するのも同様である。だから、も

のを預けて体験させていればいいというのではない。それらを通して知識を身につけさせ

ることは当然のことなのである。教師の指導で子どもの視野が大きく広がるのであれば、

支援という言葉に誤魔化されることなく指導してもいいのである。いや、すべきである。

主体的と自由勝手を混乱している現場の教師が多い。

学習技能・知識の定着のない子ども達の活動は悲惨である。

④理科 ア 改善の基本方針 については異論がある。

（ア）科学的な見方や考え方を養うことができるようにする。

（イ）そのために、自然体験や日常生活との関連を図った学習及び自然環境と人間と

のかかわりなどの学習を一層重視するとともに、児童生徒がゆとりをもって観察、実

験に取り組み、問題解決能力や多面的・総合的な見方を培うことを重視する。

これは逆なのではないかと思う。

学ぶことは生きることであるとすれば、物を見る目を養うために、物を見るのではない。
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物を見るために、物を見る目を養うのであろう。

③対象との対話
知識のない問題解決学習は意味がない。はい回るだけとなる。

知識は、覚えるだけでは、自分の中の一部が増えるだけである。

それを通して自分の中での組み替えが行われなければならない。自分の中に今まであっ

た知識と新しい知識をつなげる直線的なものだけでなく、２つを比較しながら自分の中の

様々なものと絡み合って自分自身をかえていくことにつながらなければいけない。

対象を通して自分がかわる。自分をかえる。

この一連の流れを自己教育力、生きる力といっていいのではないだろうかと筆者は考え

る。

理科教育における生きる力と社会科教育における生きる力が根本的に違うはずはない。

理科教育においては、子どもの生活の内外に対象となる自然現象がたくさんある。

社会科教育においても、子ども達は社会現象・事象に囲まれて生活しているのであるか

ら対象となるものはたくさんある。

各教科、対象の違いだけで、方法に違いはあっても、最終的なねらいに違いがあっては

いけないと思う。

「私の目指す社会科教育は………。」などと声を高めて主張して自己満足に浸っている

実践は反省されなければならない。

様々な学習を通して、自己変容の方法、柔らかい物の見方、豊かな思考力をもった子が、

「川」という対象に出会った時、

その流れに音楽を感じるか、絵で表現するか、中で泳ぐか、文で表現するか、速さに関

心を示すか、そこでの人々の暮らしを見るか、そこで生きる生物を見るか………それによ

って、教科の勝ち負けが決まるはずがない。

「川」という対象を前にして、何を考え、そこから何を取り入れ、自己を高めていくこと

ができるか。

そこでの対象との対話が生きる力だと考える。

そのための方法を身につけるため、子どもたちは様々な学習を行っていくのである。
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