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第３章 オープンエンドの授業
第一節 授業を「開く」とは
有田和正は、これまでの授業を次のように述べている。

「未知（わからない）を、既知（わかる）に変えるもの」であった。

つまり、「教え・わからせ・理解させる」授業であった。一時間の終わりには、問題

が解決し、「なあんだ！ こんなことだったのか」と、安定した状態で終わるものであ

った。

これは、クローズドエンドで、閉じられた終わり方で、子どもが自らの力で調べるこ

となどを期待するものではなかった。

しかし、これでは、今日の授業から明日の授業へ続かない。間が生きない。子どもた

ちの希望もない。（１）

そして、有田が主張する新しい授業については次のように述べている。
（２）

子どもたちが「既知（わかっている・理解している）」と思っていることが、実は、

表面的なことで、本質的には何もわかっていない（未知）のだ、ということに気づかせ

ることにならなければならない。

教え・わからせ・理解させるのではなく、わかっていると思うことをネタでゆさぶり

をかけ、子どもたちに、「あれ！」「わからないや」といわせるようにするのである。

わかるかわりに、疑問を持たせたり、問題を引き出したり、追究しようという意欲を

引き出したりする授業を志向するのである。子どもたちに「あれ！」といわせ、「調べ

てみたい→どこで、どのように調べたらよいのだろうか」と考えるように指導する授業

である。
（３）

有田和正による新しい授業のあり方
・新しい授業（Ｂ）

・これまでの授業（Ａ） ・個人研究（Ｃ）

ゆさぶり
未 知 既 知 未 知 追究意欲 追究

（わからない） わかる （わからない）

<なあんだ！> <あれ！>

教える 疑問をもたせる 「はてな？」

わからせる 授業 問題を引き出す 授業 「みたこと」

理解させる 追究意欲を引き出す 「わたしの考え」 などで個人

「研究文」 研究をさぐる

＜受身の授業＞ ＜能動的な授業＞ 「お話の文」

第３章 オープンエンドの授業



- 26 -

有田は、「わたしのねらっている新しい授業」を、一口で言えば、次のようだと言う。

…（子どもが）新しい問題を発見し、追究意欲をもやし、開かれた状態で終わる授業
（４）

有田は、小学校現場において授業者として授業のオープンエンド化の実践を長らく主張

し続けてきた。オープンエンドの授業を通して生き生きと追究する子どもを育て続けてき

た。今日、多くの実践者・研究者にとって、社会科授業のオープンエンド化といえば、有

田の実践を一番に思い浮かべる者が多いはずである。

筆者は、３回、合計６日間による公開研究会での授業参観、筆者のクラスでの有田の飛

び入り授業（２回）を通して、有田の指導による子どもの姿を目の当たりにしてきた。有

田の主張する新しい授業を、筆者はオープンエンドの典型とみなす。

ところで、授業のオープンエンド化の基本原理を、片上宗二は次のように述べている。

ここでいう「オープン」とは、簡潔に言えば、考えることを閉ざさない、という意味

である。子どもたちが考え続けられるようになる、ということである。

したがって、社会科授業の場合は、子どもが社会的事象について、もっと考えてみた

い、もっと考える必要があるというような状態になれた時に、オープンエンド化が成立

する、と受け止めていただきたい。
（５）

オープンエンド化とは、形式的には、授業の終末を開くことを意味する。しかし、終

末を開くという授業の形式そのものが、重要なのではない。子どもが考え続け、問い続

けられるようになること（「学び」の生成・発展）こそが目的であり、そのためにオー

プンエンド化という形式が求められる、ということなのである。（６）

以上のことを、少し観点をかえて、まとめると、次のようになる。

「授業のオープンエンド化とは、子どもにとって切実な追究に値する問題の成立を促す

学習である。」

注意してほしいのだが、授業のオープンエンド化は、いわゆる「問題解決学習」とい

う発想に立っていない。また、問題発見学習という考え方とも同一でない。

今日、一般的にみられる問題解決学習には、大きな問題点が存在するからであり、問

題発見学習では捉え方が狭すぎるからである。

もちろん、具体的な問題解決や問題発見を伴わない「問題成立」はありえない。その

意味でいえば、ここでいう「問題成立学習」とは、いわゆる問題解決学習や問題発見学

習を包摂したものだ、と考えていただきたい。（７）

これを、片上は次のようにも述べている。
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内容的に言うと、授業の終了時点で、子どもの学習意欲が持続発展しうるように、

また彼らの知識が成長しうるようにしよう、ということである。

だから、授業の組み立て方も、従来型の教師が学習問題（課題）を設定し、それを

子どもに把握させて追究させ、解決させて、その結果を教師がわかりやすくまとめて

終わりとする「問題（課題）解決型」を転換しようということになる。

「問題（課題）解決」から「問題成立」へ、である。
（８）

片上は、授業の終末を開く、というのは、あくまでも必要条件にすぎないと言う。

重要なのは、子どもの学習意欲や知識が持続発展し、あるいは成長しうるようにな

っているかどうか、である。ということは、子どもを単にわからなくさせて授業を終

わるか否かがポイントではない、ということになる。そうではなくて、何としても追

究したいと思えるような切実な課題が、授業での内的成熟をへて、子どもの中に成立

しうる形で授業を終えることができるかどうか。それこそがポイントだ、ということ

になるのである。

授業のオープンエンド化の必要媒介十分条件

〇必要条件……導入段階にこだわらず、しかも、授業の終末を開く。

〇十分条件……子どもの知識や学習意欲の持続発展。

〇媒介条件……子どもにとっての切実な課題の成立。
（９）

片上の論と有田の実践は、一致するところが多い。片上の言う必要媒介十分条件を満た

しているのが有田の実践であると筆者は考える。

オープンエンド化方式は、問題成立学習なので、これまで当たり前とされてきた

導入→展開→終末 という手順での授業設計のストラテジーは、終末→展開→導入 とい

う手順に転換されることになる。

その際のポイントは、どのような学習課題が最終的に子どもに成立してほしいかを見

通す、ということになる。換言すると、学習課題を終末段階に位置づけられるかどうか、

である。

ただ、そうはいっても、授業の出発時点での学習課題が全く不要だというわけではな

い。そこで、導入段階には、子どもたちが迫りやすい課題を位置づけることになる。当

然、その場合の学習課題は、「解決」を求める性格のものではない。学習のとっかかり、

学習を広げ深めていく契機となるもの、といった意味づけなのである。（１０）

終末→展開→導入 などは、前述した図、有田の新しい授業のあり方、まさにそのもの

である。また、次のことは、藤井千春のいう課題のあり方をよく説明したものである。

終末部の学習課題を「大きな課題」、導入部のそれを「小さな課題」と呼ぶが、ごく

常識的に、導入部に設定した「小さな課題」をクリヤーさせることで、その授業で考え
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られる基礎的な内容をつかませ、それを踏まえて、「大きな課題」に挑戦させられるよ

うな授業の組み立て方、と考えてもらってもよい。（１１）

筆者は、これについては、多少異論がある。

つまりは、授業の終末段階における「大きな課題」についてである。筆者は、授業の終

末段階においては、解決すべき課題を残すことと、追究すべきものへの方向づけの二面が

あるのではないかと考えている。つまり、子どもの追究を、課題解決に重点をおくか、対

象に接しそこで考えさせることに重点をおくかである。強く課題意識を焦点化させてもた

せることと、とりあえず対象に接することを目標とするかの違いは大きい。片上は、後者

を「拡げる方向のオープンエンド」とし、有田の実践をこれに位置づけている。片上は、

「オープンエンド化は、毎時間必要なのではない。重要な部分を時間をかけて追究させ、

オープンエンド化をはかりたい。」と述べている。有田の実践は、毎時間の授業をオープ

ンエンドにすることを基本としている。授業とは、そうあるべきだと主張している。そこ

の違いであろうが、現場で授業をする筆者は、有田の主張に賛同する。これについては、

後に述べていくこととする。

片上と研究を共にしている加藤寿朗の次の言葉も意味深いものがある。

授業をオープンエンド化することによって、子どもは主体的に学習でき、学習意欲

を持続させながら考え続けることができる。授業のオープンエンド化とは、そのよう

な問い続ける力をもった子どもをいかに育てるか、ということである。
（１２）

なぜ学習が閉じてしまうのであろうか。

・授業の終末が開かれていないため、子どもが考え続けていけない。

・活動、体験が「させられている」ために、主体性が育っていない。

・授業を通して、問い続ける力そのものが育っていない。

授業のオープンエンド化は、子どもが問い続けられるように、授業の終末段階が開

かれていることが必要である。しかし、授業を通して、子ども一人ひとりの主体性や

問い続ける力そのものを育てておくことを忘れてはならないだろう。

オープンエンドな授業は、これらを克服することによって、可能になるのである。
（１３）

活動は、そこに新しい発見や発展的要素が加わらない限り、持続のパワーを失って

しまう。惰性に流される。

とすれば、そこに、教師の目に見えない「しかけ」が必要になる。その「しかけ」

の最も大きなものが、授業のオープンエンド化だと、考えていただきたいのである。（１４）

以上の指摘からして、オープンエンドの授業においては、その形態で従来の授業と区別

はできても、それだけですべてを語ることはできないのである。その授業において、子ど
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もの主体性、問い続ける力を育てることなくしては、形式倒れに終わってしまうというこ

とである。

形態を支える様々な教師の手だてが必要になってくるのである。

これまでに引用してきたものは、すべて授業場面でのことである。現実には、授業のオ

ープンエンド化は、授業場面以外にも大きく関わってくることになる。これについては片

上や藤井の理論で語る以外の、より現実的な部分であり、現場で実践を通してきた筆者に

課せられたものかと思う。これについては、第６章で述べていくことにする。

生活科授業のオープンエンド化は、生活へ、そして後の学習へ開かれるべきだとい

うことになろう。

何に向けて開くのか 生活へのオープンエンド

後の学習へのオープンエンド （１５）

加藤寿朗のこの言葉に、筆者は授業のオープンエンド化の本質を見い出せると考える。

これは生活科の授業について語られた言葉であるが、筆者は、どの教科にも言い得ている

ことではないかと思う。付け加えるとすれば、「後の学習」は、例えば３年生で学習した

理科と４年生で学習した理科という同一教科だけではなく、３年生の理科と４年生の社会

科というように他教科とのそれである。

有田の言葉を繰り返す。

これ（これまでの授業）では、今日の授業から明日の授業へ続かない。間が生きない。

子どもたちの希望もない。
（１６）

「間を生かす」というのは、授業と授業の間、つまり家庭での学習を生かすということで

ある。有田の授業は、子どもの家庭での追究がもととなっている。生活を土台とした子ど

もたちの活動が授業を作り上げていくのである。

筆者は、これまでに有田の実践を参考に授業づくりを行ってきた。

有田の言葉、「授業の連続性」「間を生かす」を念頭において取り組んできた。

筆者は、次のように考えている。

授業のオープンエンド化は、学習の生活化であり、教科縦断の学習化である。

その意味で言えば、総合学習にもっとも近いものということができる。

事実、オープンエンド化で育った子どもたちの学習は、生活を通して学習し、総合的に

教科の域を超えて広がっていくのである。

第二節 片上宗二によるオープンエンド化の類型
片上宗二は、社会科授業のオープンエンド化を、次のような四類型で表している。
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Ａ 問いかけ主導型で拡げる方向のオープンエンド化

Ｂ 問いかけ主導型で深める方向のオープンエンド化

Ｃ 対象受容型で拡げる方向のオープンエンド化

Ｄ 対象受容型で深める方向のオープンエンド化
（１７）

「問いかけ主導型」とは、子どもが学習対象に問いかけ、疑問を沸き出させる形での授業

の出発のさせ方のことであり、「対象受容型」とは、教師が学習対象を子どもに受容して

やれるような形での授業の出発のさせ方のことである。

一方、「拡げる方向」とは、授業の最後に成立する子どもにとっての切実な課題が、子

どものそれぞれに多様に成立する場合をさし、「深める方向」とは、その切実な課題が、

ほぼ一つに共通化されるような場合をさす。（１８）

片上はこれらをさらに２つの視点から述べているが、筆者はその２点目を２つに分け３

つの視点として捉えた。以下に取り上げていく。

①授業の出発の仕方から 「問いかけ主導型」か「対象受容型」か
片上は、オープンエンド化を類型化する一つの指標として、授業の出発の仕方で「問い

かけ主導型」と「対象受容型」に区別している。

「問いかけ主導型」のイメージ（片上宗二による）
（１９）

（子ども） （対象）

わからな 問いかけ ←わからないこと→ ←わかること→

いこと 対
問い

わかった 答え 答え
こと 問い
わからな 問いかけ 答え
いこと 問い

答え
わかった 答え 問い
こと 象 open-ended
わからな 問いかけ
いこと

「子どもが対象に不十分ながらも問いかけ、何らかの答えを引き出してはまた問いかけて

いくという、そのような形での思考の往復運動が一つの頂点に達する時にオープンエンド

化する、というイメージである。

このオープンエンド化の類型は、子どもが学習対象に興味関心をもっていた場合、対象

に問いかけやすい場合などに有効であろう。」（２０）と片上は言う。また、

「対象受容型」は、「問いかけ主導型」とは逆になる。だから授業は、「わかる」ことか

ら「わからないこと」へ、「答え」から「問い」へ、という形になる。授業の出発の仕方

は、学習対象についての「足掛り」となる知識を提供する、という形をとる。
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例えば、教師が縄文時代の生活を４枚の絵に表現し、それを子どもに提示し、「わかる」

ことを保障しつつ、もっと知りたいこと、もっと調べてみたいこと（「わからないこと」）

を引き出す、といったことになる
（２１）

とも言う。

②問いのもたせ方から 「拡げる方向」か「深める方向」か
オープンエンド化を類型化するもう一つの指標として片上は「拡げる方向」か「深める

方向」かを上げ次のように述べている。

「拡げる方向のオープンエンド化」とは、子どもが学習の対象に対して多様な視点からの

問いをもつことができ、しかもそのいずれかの問いについて追究を継続できるようになる

ことである。

「深める方向のオープンエンド化」とは、文字通り、質の高い問いをもって追究を深めて

いけるようになることである。

これを「知識」の観点から言えば、知識を拡充する方向か、それとも新しい見方・考え

方を求める方向か、ということになろう。（２２）

③授業設計から 「漸進型」か「跳躍・挑戦型」か
②を、授業設計の観点から「漸進型」と「跳躍・挑戦型」に分け、「跳躍・挑戦型」の

場合の方が、教師の指導性がより高く求められることになり、授業の終末には子どもに挑

戦させる「壁」＝「大きな課題」の設定が要請される形になりやすい（２３）と言う。

往復運動としての思考の発展を捉えるモデル

片上は、

授業のオープンエンド化をはかるためには、「問題解決」としてではなく、「問い」と

「答え」あるいは「答え」と「問い」を学習対象に即して往復させてゆく運動として、思

考を捉えることが必要である。往復運動として思考を捉え、その活発化を促すことが授業

のオープンエンド化につながるという意味である。（２４）

と言う。その場合に、往復運動として思考が発達するということについて次のようにモデ

ル化している。

往復運動としての思考の発展を捉えるモデル
（２５）

問いのレベル 事象の要素を問うもの 因果関係を問うもの 構造を問うもの

＜低 次＞ ＜高 次＞

知 識 構 造 点的／線的知識 面的知識 立体的知識

＜記述的＞ ＜説明的＞

学習の視野 日常的視野 特殊限定的（特定の 一般的（国内的・
側面・視点）視野 国際的）視野

＜浅 い＞ ＜深 い＞
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往復運動としての思考が発展していくとは、

①問いのレベルが上がることだ ②知識の質が深まることだ ③学習の視野が拡大する

ことだという具合に考えてみることだ。
（２６）

と片上は述べている。

片上は、オープンエンド化の授業パターンを以下のように整理している。

オープンエンド化の授業パターン （２７）

漸 進 型 跳躍・挑戦型

オープンエンド化の類型 拡げる方向 深める方向

（「問いかけ主導型」が多い） （「対象受容型」が多い）

知識の成長方向 面的知識の拡充・緻密化 立体的知識の芽ばえ

学 習 課 題 挑戦する壁としての

「大きな課題」の設定

だから、「漸進型」の授業は、どちらかと言えば学年最初の「大きな授業」や単元レベ

ルでの導入段階や展開段階の授業に向いている、ということになろう。

それに対して「跳躍・挑戦型」の授業は、単元レベルでいえば終末段階の授業に、さら

には「深める方向」の授業に、向いていることになるのである
（２８）

と言う。

第三節 授業の連続性を重視したオープンエンド化
片上宗二のオープンエンド化の類型についてまとめてきた。片上の論理をふまえつつ筆

者なりのオープンエンド化の定義を試みる。

オープンエンド化の四類型については、明確に表されてわかりやすいものとなっている。

授業のオープンエンド化についてこのようにはっきり類型化した片上の研究方向につい

ては参考になるところが大きい。

しかし、類型が、すべてこれに限定されるというものではない。

「問いかけ主導型」か「対象受容型」かという類型は厳密には難しい。片上は授業の出

発段階と場面を区切って述べている。そうでなければわけられないものである。

多かれ少なかれ、授業の導入は「対象受容型」である。

筆者は、子どもの追究過程においては「問いかけ主導型」になることが望ましいと考え

ている。

片上は、有田との対談で「思考の往復運動」について次のように述べている。

単純に言っても、何回、対象との間を往復するかですね。往復するたびに知識も思考

も深まる、と考えられますから。ただ、Ａ君の往復運動と、Ｂ君のそれとは同じ往復運

動でも、細かく見ると中味は違う。つまり、ズレは必ず出るわけですね。ずれているか

らこそ、といってもずれっ放しではなく共通のものもあるし、ずれてもいるんですが、
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そこで本当の討論ができ、問題を深めることができる。

ところが、そういうことが、実際の授業ではあまりなされていない気がしてなりませ

んね。ポストならポストを一遍見たらあるいは見せたら、それで終わりとか、文章でも

一度読んだら、あるいは一度読ませたらそれで終わり、みたいなことが多すぎます。私

は、そんなわけで、どうしても社会科の授業には、「思考の往復運動」という言い方が

いいのかどうかはわかりませんが、それが必要だ、と言ってるわけです。

有田先生が、子どもの問いが深まっていくとおっしゃる場合には、先生の授業が、子

どもをして、学習対象との間に何度も何度も往復運動をせざるをえなくさせているとい

いましょうか。あるいは子ども自らが往復してしまうと言いましょうか。そういう具合

になるように、先生は授業をされているし、またそうなるようにうまく「ネタ」を位置

づけている。だから、他の先生にはなかなか真似できないネタ論になっているんじゃな

いだろうか、と思います。（２９）

片上の言う「思考の往復運動」は、子どもを育てる学習で重要なものではないかと筆者

は考える。オープンエンドの授業は、まさにこの「場」を保障しているのである。

子どもが対象に不十分ながらも問いかけ、何らかの答えを引き出してはまた問いかけて

いくという、そのような形での思考の往復運動が一つの頂点に達する時にオープンエンド

化する、という片上の図には誤解がないだろうか。筆者は、必ずしも頂点に達する必要は

ないと考える。そこには、子どもたちの問いを焦点化して授業を終えるという片上の意識

が表れている。

授業後の子どもたちは２つに大別される。

１つは、ある特定の学習対象・内容に対する個々の問い。

（ポストの仕組み、ポストの場所、ポストの色、ポストが開かれる時間………）

１つは、ある特定の問いに対する個々の追究。

（ポストはだれが開けるのだろうかに対する追究。電話・聞き取り・調査………）

片上は、後者への思い入れが大きいのである。

「対象受容型」が、「わかる」ことから「わからないこと」へという形になるのであれば

片上の主張そのものにはまったく同感である。しかし、この場合の「受容」を「わかる」

ととらえるのであれば、それは大きな誤解をまねく。子どもが教師の提示した学習対象に

ついて「わからないこと」を導きだすためには、少なくても対象に対する自分なりの対話

がなければならない。第２章で述べた佐藤学の教育実践における「世界づくり（認知内容

の編み直し＝対象との対話）」である。また、前述した「ある特定の学習対象・内容に対

する個々の問い」である。この部分が曖昧だといけない。

『教師が縄文時代の生活を４枚の絵に表現し、それを子どもに提示し、「わかる」こと

を保障しつつ、もっと知りたいこと、もっと調べてみたいこと（「わからないこと」）を

引き出す、といったことになるのである。』（３０）と片上は述べているが、ある事柄を学習

し、そこから引き出す、つまり更に他分野に、もっと詳しくというように高度なもの（遠

く先にあるもの）を求める姿勢がそこに感じられる。子どもの思考とは、そうそう高度に

展開するものではない。十分育った子どもたちの一部であれば可能か、というレベルであ
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る。

片上の言う「わかる」こととは、対象すべてであり、「わからないこと」とは、その対

象の外にあること、または、他のものとのつながりであろう。筆者は、子どもに対象その

ものにある「わからないこと」を追究させようとしている。より具体的なものを通してと

考えるのである。

それでは、学習が低次なものとなりはしないかと問われるであろう。そんなことはない。

学習対象のわからないことを追究していくうちに、その過程や周辺にあるものを通して、

まわりのものが見えてきて、関連付いてくるものなのである。最初から、遠くを見せよう

と目の前のものを安易にわかったと思わせることはいけない。じっくり目の前の対象を捉

えさせるべきである。

「拡げる方向」か「深める方向」か、についても同様のことが言える。

新しい見方・考え方とは、どのような時に生じるのか。

大きな壁を前にして、それを解決するための前提としてだけ出てくるものであろうか。

多様な視野からの問いを追究するうちに、軌道修正しながら生じてくるものもあろう。

時には、あまり意味のない（と思われる）問いから生まれることもあるだろう。

多くの事実を関連づける中から生まれることもあるだろう。

つまり、「拡げる方向」が低次であり、「深める方向」が高次であるという一面的な捉

え方はできないということである。筆者は、実践を通してきて、むしろ拡げることによっ

て新しい見方・考え方が生じてくることの方が多いと実感している。

オープンエンド化の授業パターンについて

知識の成長方向は、このように単純に割り切れるものではないと考える。面的知識

の拡充なくして立体的知識を目指すことが、その結果だけを追う佐伯の言う「if ー

then」型になるのではなかろうか。

生活科と社会科について片上は次のように述べる。

「生活科の学習は、方法論的に言えば、子ども一人ひとりが直接体験的な活動を通して、

身近な事柄や事象の中に入りこみそれを自分に引きつけて、自由に、思い思い意味づけし

ていく性格のものであった、ということになろう。

その生活科の学習から、今度は、身近な事柄を含めたより広いさまざまな社会的事象を

対象化し、そこに働く社会的な意味や傾向性等々を追究していく学習への発展、転換が求

められてくるのである。」
（３１）

「両者の違いは、主体に中心をおくか対象そのものに中心をおくか、つまりはものごとへ

のアプローチの違い、というべきだからである。」（３２）

実に明確な論である。その通りだと思う。しかし、次はおかしい。

当然、生活科で学んだ、対象に入りこみそれを自分に引きつけるという方法は、社

会科でも、特に開始期の社会科では大切にされなければならない。しかしそれと同時

に、それとは別の、社会的事象を対象化し、そこに社会的な意味や傾向性等々を見い
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出させていく方法がより重視されてくる、ということを言いたいのである。（３３）

片上は、ここを強く意識しているため「深める方向でのオープンエンド化」に重心をお

いているのであろう。これは、どちらが高次かという問題ではない。その兼ね合いが問題

とされることはあっても、成長段階で順位づけられるものではない。片上の言う「拡げる

方向でのオープンエンド化」の実践を積んできた筆者にとって、ここだけは譲れない点で

ある。

拡げることは事象の要素を問うものばかりで、因果関係を問うものや構造を問うものは

ないと誤解してはいないだろうか。そんなことはない。

また、単に要素を問うものを繰り返していれば、やがて構造を問うものに発展すると考

えているのだろうか。まったくもってそんなことはない。

非常に直線的に捉えられていることが残念である。

したがって問題は、どうすれば子どもが、この二つの方法になじみ、それを生かし

て、社会的事象と自分との間を少しずつでも往復できるようになれるか。どのような

活動を組めばそのことが可能になるか、なのである。
（３４）

これについてはまったく同感である。

オープンエンドでの子どもたちの追究にあっては、

答えと直結するものを

一つの疑問を解くものを もってくる（調べてくる） のではなく、

その周辺にありそうなもの

何か関係しそうなもの

あまり関係ないかもしれないけど、おもしろいもの

そういうものをもってきて（調べてきて）

みんなで検討し合い、つながりを話し合い そこで「見えてくる」過程を楽しむ

筆者が目指すものは、そういう方向である。

まず事象・自分（の生活）を見つめさせることから始めさせたい。

まず、問題解決ではない。結果としての問題解決なのである。

筆者は、授業内では対象受容型（これには調べた内容・事象だけでなく、友人との話し

合いによるつながりも含む）であり、家庭での追究では問いかけ主導型を目指している。

片上の類型で言えば、筆者の目指す授業のオープンエンド化の実践は次のように言える。

Ｅ 単元の最初は対象受容型（教師の提示、子どもの発見）で始まり、

問いかけ主導型（子どもの追究）で拡げる方向の授業の連続性を重視した

オープンエンド化
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