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第２章「問題解決学習」に迫られる問題点
古くからその有効性について高い評価を得てきた問題解決学習にも、様々な問題点が指

摘されてきた。社会科に代表される這い回る経験主義への批判も問題解決学習への批判と

兼ねて主張されてきた。

今日、社会の変化、それに伴う子どもたちの変化、学習観の転換に伴って、問題解決学

習への期待が高まってきた。前にもまして、生きる力を育むための学習形態として問題解

決学習の実践は全国至る所で行われている。それは、問題解決学習と表すことはなくても、

多くの授業の指導案に単元全体や一時間の学習を、

・課題づくり

・調べる・検証する（個別・グループ別）

・まとめる

・広げる （発表会などを行う）

と定型的に定めていることからも分かる。知識の定着を重視し系統性だけを主張したもの

は、筆者の教員生活の中では記憶にない。意識するとしないとに関わらず、教育現場では

あたりまえの様に取り入れてきているのである。

また、最近の総合的学習には課題をつくった後、調べ学習から以降を複線的にグループ

学習として追究させる場面も多く見かけられるようになった。

では、今日行われている問題解決学習に対する問題点はどのようなものがあるのであろ

うか。

第一節 藤井千春による「問題解決（的な）学習」の問題点
問題解決学習の有効性を主張し、多くの学校現場に足を運び授業実践を踏まえながら提

案をしている研究者の藤井千春は次の様に問題点を指摘している。

①グループごとでの「お調べ発表学習」にとどまっており、「かかわり合い」ながら

「事実」の持つ意味についての考えを深めてゆく学習活動がなされていない。
（１）

藤井は次のように説明を加える。

つまり、教師は子どもたちに、「事実」を調べさせるだけではなく、それについて「自

分はどのように考えるのか」を問うことが不可欠なのである。その「事実」の意味につい

て「自分なりに考える」ことにより、さらに追究を深める糸口となる「問い」が出現する。

また同一の「事実」の持つ意味をめぐって、友だちの「考え」との「対立」が生じる。

そして教師は、そのような「問い」や「対立」を切り込み口として、その子を粘り強い

追究へと立ち向かわせてゆくのである。（２）

「問題解決学習」のねらいは、「自分なりに考える力」を育てることであると主張する

藤井は、学習活動に対する次のようなポリシーが必要だと言う。

調べる。そしてそれについて考えることから学習は始まる。
（３）

「問題解決学習」を、たんに楽しく「事実」を調べさせて知識を習得させるための手段に
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矮小化してはならない（４）と言う主張は、現場での多くの授業を参観した上でのことで、

的を得た指摘と言える。

筆者は、実践の中で次のことを大切にしてきた。

「調べ学習で得た事実を、答えという終点とせず、その事実に対する自分なりの問いと他

者の問いとの関わりを生むスタートとする。そこにこそ調べ学習の意味がある。」

オープンエンドの学習には不可欠なことである。

藤井千春が述べていることは、まさにこのことなのではないだろうか。

②「学習問題」の設定から解決に至るまでの段階をたどらせること、つまり学習活動

の展開の形式的なまとまりが重視され、子どもたちそれぞれの内面での追究の連続性

に配慮が向けられていない。（５）

藤井は、一般的には「問題解決学習」は、次のような段階を子どもたちにたどらせる学

習活動であると理解されていると言う。

i 問題に直面する、

ii 解決のための計画を立てる、

iii 必要な知識を集める、

iv 有効と思われる仮説を立てる、

v 仮説が確証されて解決が遂げられる、
（６）

子どもたちの追究の現実の発展ではなく、学習活動の展開の形式的なパターンが重視さ

れがちになり、このため、結局は教師の予定した路線でのお仕着せ的な学習活動に陥って

しまうと言う。

「問題解決学習」においては、学習活動の展開の形式的なパターンではなく、子どもたち

それぞれの内面における、「自分なりの追究」の連続的な発展が尊重されなければならな

い（７）、とまとめている。

③「学習問題」が、比較的初期の段階で、浅い次元で固定的に設定されており、この

ため学習活動が、その「学習問題」の枠内に拘束され、子どもたちが柔軟に追究を発

展させてゆくことができない。
（８）

つまり、このために、子どもたちの追究の発展に柔軟に対応することができず、浅い次

元での「お調べ発表学習」にとどまることになる
（９）
と言う。

追究の深まりとともに「学習問題」も発展的に変容してゆく。つまり、「調べて考え、

考えて調べる」ことを繰り返してゆくうちに、しだいに「本質に迫る」ような「問題」や

切り込み口が見えてくるのである。だから「学習問題」を比較的初期の段階に固定的に設

定するのではなく、追究の深まりに応じて、しだいに次元の深い「学習問題」へと変容さ

せてゆくことが重要なのである。（１０）

藤井のこの主張は、②とも関連し、子どもを見ずに教材・学習段階で凝り固まった教師

の実践に多く見られる。つまりは、①の友との関わりに重点をおいていない、おくことの

できない教師の姿がそこにあるのである。
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藤井の指摘する３点は、彼の言うところの「問題解決学習」の学習活動の目標に大きく

関連している。藤井は、次の二つの「経験」を子どもたちにさせることを「問題解決学習」

の学習活動の目標としている。

①「自分なりの考えを粘り強く深める」という「経験」

②友だちなどの他者とよりよく「かかわり合う」という「経験」
（１１）

「問題解決学習」は、学習活動を通じてこのような「経験」をさせることによって、子ど

もたちに「自ら学ぶ意欲と力」を育てようとするのである
（１２）

という考えが藤井の指摘の

根底にある。

藤井千春の指摘から、現在の「問題解決（的な）学習」における課題は以下のようにま

とめられる。

①自己の「問い」と、かかわり合いによる友との「対立」

子どもに自分なりの「問い」をもたせ、友だちの考えとの「対立」を生じさせ、

かかわり合いをもたせながら考えを深めさせていく。

②子どもの追究の連続性

形式的な学習パターンの追従ではなく、子どもの「自分なりの追究」の連続性を

大切にする。

③学習問題設定の柔軟化

固定化された学習問題ではなく、追究の深まりに応じて次第に次元の深い「学習

問題」へと変容させていく。

第二節 筆者による今日的な「問題解決（的な）学習」への疑問
現場での実践を踏まえ、筆者なりの疑問点をあげる。

④グループ学習重視などにおける「個」の消失への疑問 個人調べの意義

調べ活動＝グループ学習という安易な発想。総合学習に多く見られる複線型のグループ

による調べ学習。クラスでなく、学年全体で行えばより子どもの活動が活発化するという

願い。

そこに教師の誤解はないかと疑う。

グループ学習をすれば、子ども同士の意見が出され、関わりが深まり、多様な追究方法

が出され、生き生きとした活動になるであろうという誤解である。

私は、そこに子ども個人の集団への依存・埋没が見えてしまう。

佐藤学は、次のように述べている。

教育の実践（授業と学習）とは、

「世界づくり（認知内容の編み直し＝対象との対話）」
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「仲間づくり（対人関係の編み直し＝他者との対話）」

「自分探し （自己概念の編み直し＝自己との対話）」

の３つが総合された複合的ないとなみなのである。
（１３）

つまり、対象との関わり→仲間との対話→自分との対話 で授業が流れていくことにな

るというのである。

個から出発して、互いに影響し合い、自己変容を導いていくということである。

個から出発するものを受け止めることなく、仲間との互いに影響し合うことことの大切

さを気づかせることもなく、まとめたものや作品・発表でピリオドを打って安心している

ような授業を多く目にする。問題解決学習の形だけを真似しながら本来の意味からかけ離

れたものとなっているのである。

あくまでも学習は、個が出発点であり、終着点なのである。どんなにすばらしい活動を

行っても個々の内面に自信や変容が生まれなければ意味をなさない。

藤井の指摘①にも関連することであるが、個の変容のためにグループ学習・話し合い活

動など友とのかかわり合いの場面をどこに位置づけるかが問題となる。

⑤単元構成・複線型に対する疑問 活動の課題・場面設定を流動的に

一単元一サイクルなど、スパンを長くするとゆっくりと時間をかけて追究することがで

きる。一時間毎にていねいにまとめていく従来の授業に対し、子どもの自由な追究を保障

し、ダイナミックな活動が生まれるという利点が生じる。確かに子どもたちの活動の幅は

広がり、息の長い追究が可能となる。

しかし、グループの中に埋没してしまい、自分の活動を振り返ることのない思考停止状

態の子が存在しているのも事実である。複線型の多様な追究方法は、一見子どもたちの自

由な選択による自主的な活動に見えるが、自分の能力以上に広がり、薄い調べ学習になり

目標を持てず困り果てている子どもの姿を目にすることが多い。子どもの成長・能力に合

わせた段階を踏んだものでなければならない。無作為な自由時間（野放しとも言える）の

与えすぎととれる場面もある。

これは、従来の細切れのまとめ・評価から知識の定着を図ろうとする狭い活動・薄い思

考を否定したものであるが、あまりに極端に走っている反動とは言えないだろうか。

グループや追究テーマ・方法の変更など、もっと子どもの動きに合わせて流動的に行わ

れるべきである。グループで活動することが目的なのではない。問題は、そこで個が何を

つかむかなのである。子どものつかみによって軌道修正が図られる自由は当然あってしか

るべきである。子どもの動きを機敏に読み取り支援にまわる教師の存在がなくてはいけな

い。子どもが自由に活動できるときこそ、その動きの把握が重要かつ不可欠となってくる

のである。

⑥試行錯誤・「這い回り」に対する疑問

価値づけることによって失敗から学ぶ余裕が生じる
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ゴールへ向かう効率の良さよりも、試行錯誤の重視。一見聞こえは良い。が、試行錯誤

をさせれば良いというものではない。

子どもの活動には無駄が多い。調べ学習の最初の段階においては無駄なことばかりであ

る。しかし、無意味ではない。無駄でない方法に気づくためには、無駄な活動を意識する

という経験がどこかで必ず必要なのである。

無駄な活動に如何に気づかせていくか。

それは体験を通して気づかせていくしかない。まず、やらせてみるしかないのである。

最初から効率の良いものだけをやらせようとするところに無理がある。

無駄の意味に気づいた子は、同じミスをおかさない。そして、次の活動には応用する。

無駄と思われる活動（失敗・間違い）に、その原因を捉えさせ、失敗を学びの共有財と

して学級の財産としていくことで、子どもたちは無駄や失敗に対する安心感を得、幅広い

追究をすることができるようになるのである。それらを土台として、意味のあるものに気

づき、追究方法・技能を身につけていくのである。失敗や間違いを罪と受け取る集団の中

では、失敗は学びの共有財産とはならない。いつも答えに向けて一直線という幅の狭い追

究となってしまう。

筆者は、這い回ること、そのこと自体を大切にしようと言うのではない。それを意味づ

けることによって次なる過程への出発の礎を築かせたいと考えるのである。這い回る過程

・結果の意味づけがなければ、這い回ること自体は何の意味ももたない。子どもたちには

無駄な疲労感だけが残り、意欲が失われていくばかりである。

しかし、限られた時数の授業時間の中では、子どもたちにゆっくりと活動させる余裕が

ないのも事実である。教師がより効率性を重視しがちなのも理解できないことではない。

ここに大きな問題があるのであるが……。（そこで、子どもの活動の場を授業と授業の間

に導く視点が生まれてくるのである。）

失敗過程の意味づけと、失敗の共有化を学級経営に如何に生かしていくかが問題となる。

以上の筆者の「問題解決学習」に対する課題をまとめる。

④「個」の捉え方

友とのかかわり合いを通して自己変容を導き成長していく「個」を如何に捉え、支

援することができるか。

⑤子どもの動きを捉えた流動的な場面設定

教師が一方的に活動場面を設定するのではなく、子どもが動きをつくり活動を引き

起こすように導く。そのためには教師の子ども理解が何よりも重要である。

⑥失敗過程の意味づけと、失敗の共有化

失敗や間違いを学びの共有財産と価値づけるには自由で温かな学級づくりが必要で

ある。自由な発想で生き生きとした追究はそこから生まれる。
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第三節 現代の学びに対する指摘
問題解決学習の問題点を指摘する以前に、「現代の教育」についての根本からの指摘も

多い。

①上田薫「わからないことからわからないことへ」
「人間は教えることができるか」という題で、上田薫は次のように述べている。

人間的社会的な理解となれば、その子の個性的な考えかた生きかたの全体とうまく

結びつかないかぎり、理解は浅薄皮相だし働きも貧しい。そもそも部分も生きている

以上、つねに個性的な全体のなかで働くのが当然である。となれば万人共通の動かぬ

知識を授けることが教えることと考えるかぎり、人間は教えられぬというのが厳密な

把握であろう。知識を生かすのは全体的な人間なのだから、いくら共通度が高いもの

でも、個性をゼロにして用いることは不可能である。同じ内容を受け渡したつもりで

も、真実には微妙な、そして重要なくいちがいが生じているのである。

教師が十分わからせたと思っても、学ぶ側も十分わかったと思っても、両者が同じ

わかりかたをすることはない。そこを甘く考えるのが間違いの本だ。人間が人間を教

えることにははっきり限界がある。その限界の自覚があってはじめて、すなわち教師

は決して学ぶ者を自分の思うままに導くことはできず、望ましい影響を与えることの

みが可能かつ正当だと認識できてはじめて、教育は成立することができる。そこで教

え教えられる者は、ともに正真正銘なま身の生きた人間である。不完全な個性的存在

である。
（１４）

知識は、万人共通のもので、切り取られてその子の部分として固定的に身に付いていく

ものではない。その子が本当に自分のものとしたのならば、その子の内全体が影響を受け、

その子そのものが変わっていくはずである。つまり、教師はその子の部分としての知識の

定着をはかるのではなく、常に子ども全体の捉え直しを行い、知識の与え方をその子に合

わせてかえていかなければいけないというのである。上田は、「個的全体性」
（１５）

という

言葉で表しているが、その意味するところは大きい。あくまでも子どもの個性を尊重して

いる。

ほんとうにわかるとは、たんに正確に記憶するなどということではなく、自分の

流儀によって個性的に位置づけ、わがものにすることである。個性的であることは不完

全だということと矛盾しない。いや結びついている。（１６）

剣術道場の師匠が高弟に奥義をつたえる一巻を与えたところ、そこには実は一文字

も記されていなかったという物語があったが、真に深く理解させるべき貴重な内容は、

かえって直接には与えぬという機微がそこに示されていると解してよいであろう。片

々たるさまつのことはどんどん教えてもよい。しかしかんじんのことは、弟子みずか

ら辛酸して個性的に会得すべきである。それは師の意地が悪いためではなく、そうし
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なければ真にわがものとしてつかみとり生かすことができぬのが明白であるからであ

ろう。まさに人は直接には人に教えることができないのである。（１７）

子どもが、自分の個性で、つまり自分の全体で消化するのを待つということである。知

識を身につけさせるのではなく、知識を通して変容する、変容しうる自分の存在に気づか

せるということである。

「知識の２つの相対性」と題して医学と教育の２つの視点から、上田は次のように知識観

を述べている。

世の中は動く。新しい病気も生まれる。教えられたことをただ忠実に守っていても、

かならず成功する保証はない。

いやそれだけではない。生きた社会では、ある人には適しても他の人には適さぬと

いうことも少なくない。ゆえにたとえば、患者によって処方は違わざるをえぬという

ことである。となれば、一律に考えれば失敗が生じうる。むしろ厳密にいえば失敗す

るのが当然である。人間の心身のありようは、同一であるようでいてそれぞれ微妙に

異なっている。

この２つのことを、すなわち科学は現在到達している線をさらに越えて進まずにいな

いということと、どんな知識もそれを使う人間に即さねばならぬということを、わた

くしは知識の相対性とよぶ。
（１８）

絶え間ない既存の知識の問い直しと、個に即した知識の捉え直しの必要性を述べている。

第１章で引用した佐伯の日米の知識観の違いと似ている。

効率のよい手続きで知識を自分のまわりに身につけるのではなく、知識を自分の力で消

化し、自分自身を変えていくのである。

先生や他の人と、そして教科書と寸分違わぬわかりかたができたと考えるのはまさ

しく速断いや間違いで、これでいよいよ普遍的な知識を獲得できたと安心していても、

それは実は単純で表面的、ごくおおまかな把握にすぎないのである。
（１９）

わかったと思うこと自体は無意味ではないが、そこでもう心を安んじて追究を打ち

切ってしまうと、理解が不正確なままになるだけでなく、その後の発展も阻まれるか

ら恐ろしい。実はわかるということはわからない状態のなかの１つの姿で、「わかっ

たと思う」ことを踏台にして“わからないことからわからないことへ”進んでいくのが理

解の真実なのである。すなわち、わからなさが新しくなり深まっていくのが、真の進

歩なのである。となると、ふだんわからなさに悩む子も大いに胸を張ってよい。

どんな理解も孤立して存在することはなく他の理解と密接につながるのが普通だ

から、１つのことがわかるとそれが他の理解に影響し、そこでまた新たに納得や疑問

が生まれる。しぜん視野が広いほど、その働きもいちじるしい。だから少しむずかし

い言いかただけれど、“わかればわかるほどますますわからないことがふえる”ことに
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なるのである。なにか１つわかると２つも３つも疑問が出てくるということ、これこ

そ理解発展のほんとうの姿だといってよい。（２０）

本論文のテーマ「授業のオープンエンド化」の根底の理論がここにある。有田和正の授

業の終末を「はてな？」で開いて終え子どもに追究を導く授業理論は、まさにこの論を具

現化しているのである。

②佐伯胖「真実性の実感」

考えることが本来当然であるときに考えさせ、また、いくらでも考えを深めていけ

るような教材を用意した上で、考えることのすばらしさを教師も子どもと共に体験し

ていくとき、問いに対する答えを得ることよりも、もっともっと大事な、もっともっ

と楽しい世界があることに教室中が気づいていく。こういうことを中心にすえた教育

のあり方をさぐりたい。
（２１）

吟味という心的操作を、先生に教えられた定形に従うものとして、いわば「正解を

出すこと」として行うことと、学ぶ者自身の自由で好き勝手なこととして行うことの

ちがいである。「公式を覚えろ。公式を使え」という先生の要求に答えるように、「こ

の吟味方法を覚えろ。この吟味方法を使え」という要求に答えるのではなく、自分自

身が自由な決定として、ただ吟味してみることがそれ自体楽しみだからやってみると

いうことのちがいである。言い換えると、「吟味」という操作を「外発的動機づけ」

の結果として行うことと、「内発的動機づけ」の結果として行うこととのちがいであ

る。
（２２）

調べ学習などにおいて「～を調べてこよう」と決められるのではなく、「私は～を調べ

てみたい」というスタートが大切だということである。つまりは、

教師と子どもは「要求し、要求される」関係ではないし、「観察し、観察される」

関係でもないはずである。「吟味」そのものの楽しさを共に味わう関係でなけ

ればなるまい。先生自身が、まずいろいろ自由に吟味して、吟味の網目をはりめぐら

して、ものごとの意味を深く理解して楽しみ。その楽しさに引き込まれ、誘発され、

触発されて子どもも仲間に入ってくる。そして、互いに吟味ごっこの楽しさに我を忘

れる。
（２３）

教師の役割について大きな示唆を与えられる。「吟味」そのものの楽しさをともに味わ

うとは、過程を重視するということである。前述の上田薫も、「もし、底力のあふれる発

展を望むのならば、プロセスが目標と結果に劣らぬ権威をもつようにしなくてはならない

のである。」
（２４）

と述べている。第１章で述べた「if－ then」の打破なのである。
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「考えること」イコール「答えを出すこと」とみなしている場合は、答えが出れば成

功であるが、出なければ無惨な失敗となる。しかし、自らが「オヤッ」と思うことや、

それにもとづいて吟味を始めることは、吟味していること自体が楽しいのであり、吟

味の結果どうなるかはそれほど重大ではない。ほんとうに「考える子」というのは、

このように結果の成否に依存する心から完全に独立し、考えること自体の楽しさを知

っている子どもであろう。

結果（コタエ）を出そうと努めることが考えることではない。また、考えさせよう

として、「考えるスジミチ」を示し、それをたどらせるのも、またどこかおかしい。

子どもは「考えさせられて」いるが、いまだ「考える子」にはなっていない。

「考える子」を育てるには、考えるということの豊かさ、深さを味わうことから始め

たい。人が自発的に行う吟味によって、どれだけ知識のもつ真実感、ひろがり、他の

ことのつながりがわかってくるものか。このことを大切にした授業、この人間の営み

を大切にした心理学や教育学が、世の「考える人々」の中から生まれ育つことを祈る。
（２５）

「結果の成否に依存する心から完全に独立し、考えること自体の楽しさを知っている子ど

も」と佐伯の言うこの子ども像を筆者は長く追い求めてきた。「考えること自体の楽しさ」

を子どもに身につけさせられれば、それこそが生涯教育であり、生きる力の礎となるので

はないだろうか。

「わかる」ということに対して、佐伯は次のように述べる。

真実性が有効性を生み出したり、有効性が真実性を生み出すキッカケとなることは

真実であるにちがいない。しかし、真実性ということと、有効性ということとは、ど

こまで行っても同一とはならない。「わかった！」ということと「うまく行った！」

ということとは、最後まで異なった認識である。

ところが、わたしたちはいつの間にかこの両者を混同してしまう傾向がある。
（２６）

真実性の実感というのは、実験事実をつきつけられれば自然に生まれるとはかぎら

ないのである。一つのことがらの深い底知れない意味のひろがりを実感するとき、わ

たしたちはナルホドと納得する。

真実性の実感というのは、「答えの発見」にあるのではない。そうではなくて、「可

能性のひろがり」の実感である。（２７）

事実を見て、そこから真実を学ぶというのではない。それは「答えの発見」にはなって

も、佐伯の言う真実性の実感とは違う。これは、現場で授業をする者にとっては極めて重

要なことである。

調べて答えを導き出せた、うまく行ったと、調べてわかったとの違いである。うまく調

べられたという有効性の実感と、わかったという真実性の実感は別次元のものである。
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一事例で直線的に分からせてはいけない。そうしているからこそ真実性の実感を得るこ

となく子ども達の思考が固められてしまうのである。

友達との会話などを通して、多くの事実から多様な見方を通して知識の再構成を繰り返

す中で、１つのことがらの深い底知れない意味のひろがり、可能性のひろがりを実感させ

なくてはいけない。その場こそが教室なのである。友達の存在なのである。佐藤学の言う

「仲間づくり」の大切さなのである。

また、佐伯は、思考の技能説・活動説について、次のように説明する。

技能説に立つならば、「正しい考え方」なるものを示し、練習させ、ムダを省いて

効率的に思考する方法を身につけさせることになる。他方、活動説に立てば、考えや

すい場面や雰囲気づくりが大切になり、多様な考え方が触発されるように工夫するこ

とが大切とされるであろう。（２８）

活動説については、次のように述べている。

「思考の手順」や「論理的ステップ」は、考えた結果の整理のしかた、あるいは、

伝達のためのルールのようなものであり、考えること自体がそのようなステップにし

たがっているわけではないとするのである。
（２９）

本章で引用した藤井千春の指摘(p13)は思考の技能説の問題点を指摘したことになる。

つまりは、藤井も活動説の立場に立っているのである。

筆者は、公開授業研究会などで、子どもの思考をいわゆる問題解決型に当てはめて進め

ていく授業を多く見てきた。

子どもは、いつも仮説→調べる→検証→反省のような段階を踏んではいない。教師がそ

うさせようと問題解決学習を組んでいっても、子どもの自由な発想を生かせば生かすほど

そうはならないのが現実なのである。柔軟な発想であればあるほど、断片的なものと大人

の教師には受け止められる。しかし、子どもにはそれなりの整合性があり、理由があるの

である。自分なりの全体像を得ているのである。

厳密に問題解決の段階を踏んで学習を進めている子は少ない。いや、ある教材を目にし

て仮説………検証などと段階を踏んで捉えられる子がいたら恐ろしい。友達との関わりの

中で、それぞれがある部分を受け持ちながら、全体として流れていく。最初は、各段階で

気づきの多い子が疑問を提示し、調べることが得意な子が先頭になって調べるなど、場面

場面で活躍する子の登場があって、学習が進んでいく。友達の学習の結果まねから始まり、

やがて原因まねに進み、お互いに影響し合いながら、みんなで可能性の広がりを実感しな

がら、物事の真実性を実感していくところが教室なのである。最初から、学習の仕方はこ

うであるとばかりに、問題解決型を意識させるところからスタートするから、子どもの自

由な発想、登場場面は押し殺されてしまうのである。そこに真の真実性の実感などあろう

はずがない。

子どもが活動していれば子ども中心の授業と誤解する向きもある。
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「寺子屋方式」だろうと、「発見学習」だろうと、子どもがやること自体が大切なの
、、、、

ではなく、子どもの活動全体との斉合性と、子どもの自己原因性の文脈の保持が

大切なのである。この二つがありかぎり、単なる物真似ではなく、きわめて創造的な、

教育的な物真似になっているのである。（３０）

教育活動には、多かれ少なかれ「まね」が存在する。子どもは、教師を、そして友達の

真似をしながら成長する。しかし、「まね」の中に個人としての斉合性と自己原因性がな

くてはならない。筆者は、子どもの活動に自己原因性の重要性を強く感じる。つまり、子

どもが自分はみんなに大きな影響を与えたという意識、自分の存在感を持たせたいと考え

ているのである。第１章で岡村論文を引用して述べた「自己愛への欲求不足」が今日の授

業の中に充満していると考えるからである。しかし、子どもに自己主張させればいいとい

うものではない。無意味な自己主張は集団の中で淘汰され、その中でも認め合いながら個

と集団が成長していかなければならないのである。

開かれた結果主義へと題して、佐伯は次のように述べている。

あらかじめ設定された結果、すなわち「ことば」と「手続き」に収束させるのでは

なく、多様なことば、多様な手続きの試みをうながし、それらがすべて同一の真理を

めぐる多様なとらえ方であることを容認するような結果主義――すなわち、開かれた

結果主義――へと発想を転換するのである。子どもたちひとりひとりが、自分のこと

ばで言い直し、自分なりの工夫による手続き、教えられたもの以外の手続きを自分で

発見させ、それらがやはりそれなりに意味のあることだと評価してあげるのである。

学習の「おさえ」を定型化するのではなく、学習の最終段階を開かれたものにし、ほ

んのわずかでもよいから、どこか「教えられていないこと」、「自分がひとりで工夫

したこと」、「自分の身近な体験とむずびつくところ」を明らかにし、もっともっと

深められることに気づいた状態にしておこう、ということである。
（３１）

佐伯のこの指摘、とりわけ「学習の最終段階を開かれたものにし」は、授業のオープン

エンド化について述べているのではないかと思えるほど、筆者の学習観を表しているよう

に感じられる。

問題解決学習のあり方は、オープンエンド化という試金石で、絶えずその意義を問い直

すことができる。
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