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授業を開いて終えるにあたって、筆者が一貫して取り入れてきたことに次の２つがある。

Ａ．日記

Ｂ．学級通信

筆者は、授業を開いて終えるには、この２つは不可欠であると考えている。筆者の実践、

授業づくり・学級づくりは、この２つを抜きにしては考えられない。

片上の言うオープンエンドの実践にはこの部分は語られていない。授業時間以外の部分

であるからであろう。

授業を開いて終えるためには、この「授業時間以外の部分」が大切であり、不可欠なの

である。

どちらも授業を支えるものである。

「生活科と共に総合学習を創る」９月号（明治図書）の往復書簡で、筆者は「有田先生の

授業から学ぶもの」と題した往信に、「有田先生の授業は、はてな帳（日記）を書か

せるために行うとさえ感じています。」（１）と書いた。これに対して有田からの返信には、

授業は、「個人の追究を深化させるインパクトを与える時間」なのです。結局は、

それぞれの子どもが、調べ・考えて出すものです。

そのプロセスを「はてな帳」に書くように指導したのです。先生が、「有田先生の

授業は、はてな帳（日記）を書かせるために行うとさえ感じています。」と書かれて

いますが、ピタリその通りだと言ってもよいと思います。
（２）

とあった。子どもの生活全体を捉え、それを大切にしながら授業づくりを行っている有田

ならではの言葉である。

教師は、学校は、授業を中心に子どもを育てている。しかし、授業は多くのものに支え

られているのが現実である。学級担任として、日々の子どもたちを見ている者として、筆

者は子どもの生活全体を通した授業づくりを行いたいと考える。

この面から言えば、片上の主張する「授業」と有田の主張する「授業」には、根底にお

いて大きな違いがあると言える。

以下にオープンエンドの授業において、日記、学級通信の果たす役割について述べてい

く。

第一節 日記の書かせ方とその役割
授業を開いて終え、意欲が高まった子どもたちは、授業後に調べ学習などを行う。

授業のオープンエンド化は、それが大前提となる。授業はまとめでなくスタートなので

ある。そのためには、授業のオープンエンド化は、授業形態そのものを支える多くの部分

が必要となる。

筆者は、長年日記指導を行ってきた。当初は、家庭での生活を書いてくるものとしてい

た。それなりの意義は感じていた。しかし、授業と日記がつながった時の大きなパワーを

感じるに至って、その方向性を強く意識することとなった。

追究するべき疑問をもった子ども。その子どもの考えを受け止めたい。過程を見守りた
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い。そう思ったとき、「書かせること」の意味を見直すことになったのである。

有田和正は、授業のオープンエンド化にあたって、授業と授業の間を生かすということ

を長く主張してきた。つまりは、家庭での追究である。

「拡げて終える」ことは、行き先不明の無責任な指導とならないか、という不安がいつも

つきまとう。

つまりは、子どもを見守る「場」が必要となるのである。有田は、それを「はてな帳」

においている。それがあるからこそのオープンエンドなのである。

片上の実践にはそれが見られない。故に方向が曖昧となる。

筆者は、授業のオープンエンド化と日記は、両輪と捉えている。どちらが欠けても、ど

ちらの存在も薄くなる。

授業のオープンエンド化を主張する有田は、追究の鬼を育てる条件として、次の４点を

挙げている。

第１に、問題発見力をつけることである。いろんなことに好奇心をもち、「はてな？」

を発見できる「見る目」（着眼力）を育てる。

第２に、問題を発見したら、必ず調べるように導き、調べる力を伸ばす。多様な調

べ方、情報の入手のしかたを身につけ、それを検討して判断できる力を育てる。

第３に、調べ、考え、判断したことを、必ず書くようにさせる。表現力がなければ

追究の鬼とはいえない。豊かな表現力をつけたい。

第４に、以上のことを「楽しむ」ようにしむける。学習しているつもりではなく、

「遊んでいる」気持ちで調査活動ができるようになったとき「追究の鬼」といってよ

いだろう。
（３）

有田の挙げた条件の１と２は、３のはてな帳の実践で表されるところが大きい。

授業を開いて終えるためには、子どもの追究の場である家庭での記録を記す日記の大切

さを、有田は特に力説している。

授業のオープンエンド化は、授業と授業の間を生かす。子どもの追究の場面を保証する。

であれば、個々が記録を記し教師がその追究を見守る日記指導は必然なのである。

学習において、およそ子どもが嫌うものといえば、作文である。多くの子どもにとって

文を書くということは、苦痛以外の何者でもない。そういう現実がある。

オープンエンドにおいて不可欠な日記指導をどのように行うかである。

授業のオープンエンド化においては、その授業づくりとともに、日記指導、つまりは書

く指導を行っていかなければならないのである。

①最初の一ヶ月の日記の書かせ方 （４）（５年生での実践から）

まず、生活日記から入る。

広く呼ばれる日記から始める。最初は、学校での出来事、家での出来事、何でもいいか

ら書いてくることを宿題とする。

すると、多くの場合、家庭生活の記録的なものが大半をしめることになる。学校から帰

ってからの時間を追っての記録、「今日～～をしました｡｣である。

ここでは、書いてきたもの全てを受け入れる、子どもをまるごと受け入れることが大切
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である。

この時期は、書くことが楽しいことを気づかせることが重要なのである。みんなで笑い

あえるもの、大声でおなかを押さえて笑えるもの、そういうものを多く見つけて認めてい

く。

これは、４月の学級作りにも、最適である。

また、この時期の日記は、児童理解的な要素も多い。教師は、日記にコメントを書くこ

とによって、個々とのつながりを深めていくという重要な役目も日記にはある。子どもた

ちの家庭生活の様子を知る意味も大きい。

この時、教師の指導として大事なことは、

書き方をとやかく言わない。雑な字、漢字の間違いも同様。そんな小さな事にはこ

だわらない。

これは、国語を専門とされる先生方には、耐えられないことと思われる。しかし、文を

書く時に子どもたちが嫌がる理由として、

「ていねいに、はっきりと書きなさい｡｣

「習った漢字は使って書きましょう｡｣

という教師の指導がある。活動的な男子児童にとっては、苦痛以外の何ものでもない。

ていねいな字を書く練習は、書写の時間に、漢字は漢字練習の時に頑張れば良いのであ

る。まず、文を書くことを目標にすれば、たいていの場合、楽に書くことができるのであ

る。

良い見本をクラスの中から見つけていく。

間違っても、こういう日記が良いのだと、見本を見せたり、読んで聞かせたりしてはい

けない。力がついてからなら子どもたちは受けつけるが、最初から、「これがお手本です｡｣

とやってしまっては、やらされているという意識が強くなってしまう。

既成の良い日記、上手な作文という子どもたちの意識を壊す。

成績上位の子・作文力のある子には、先生受けの良いものを書こうとする特徴がある。

上っ面だけの文章も多く見られる。この時期に目指すものは、どれだけ自分の気持ちを素

直に表すことができるかである。だから、こういう子の日記は、量の多さをほめても、文

がうまいなどとは決してほめてはいけない。でないと、その子の成長が止まってしまうこ

とになる。

書くことがおもしろいと気づかせることが大切である。

そのためには、

おもしろさと量で勝負させる。

ともかく書いてきたものの良い所をほめ、クラスの中に学級通信を通して広めていく。

ユ－モアのあるものをどんどん認める。

多少、ふざけたようなものでも、その楽しさを認めていく。子どもから、「そんなもの

でもいいの？」という言葉が出るくらいでいい。

遊びの延長で書かせることができれば、それが最高なのである。

授業とのつながりをもたせたり、はてなの追究をさせたりするのは、その後である。

きょう、新しい先生がきまった。家へかえって、おばあちゃんからきかれた。

「先生、だれだっけ｡｣ときかれた。
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ぼくは、わからなかった。

そのとき、家の中が、シ－ンとした。ぼくは、ぶきみにかんじた。 4/6（工藤大貴）

この日に行われた新任式で、筆者は自己紹介で自分の名前を言うのを忘れ、教室での自

己紹介でも自分の名前を言うのを忘れた。それを受けての飾りのないユ－モアである。こ

ういう素直な日記を賞賛した。「先生の名前を覚えていないとは何事だ～｡｣と叱ってしま

っては、大貴君のユ－モアは、これから二度と生きてこない。

そもそも、子どもたちは、大人以上のユ－モアを持っている。しかし、学校というもの

の中で、してはいけないことの一つになっているという誤解を持っている。その概念を壊

すことが、子どもらしいユ－モアを育てることになるのである。それが、豊かな発想につ

ながると筆者は信じている。

お母さんのわすれもの

うちのお母さんは、すごくわすれものが多いです。このあいだは、ＣＤを会社にも

っていくのをわすれて、ぼくがとどけました。また、金曜日には、ぼくをむかえにく

るやくそくをしていたのに、そのぼくをわすれて買い物をしていました。じゅくで一

時間いじょうまたされました。

ぼくのそそっかしいのは、お母さんゆずりかな。 4/12 （有路 司）

今日、子どもの日なのに、ぼくのうちでは、お母さんから草むしりをしろといわれ

たのでやりました。どうしてこんなあつい日に草むしりをするのだろうかと、ぼくは

思いました。ずうっとやっていると、こしがいたくなりはじめて、ぼくは、家にはい

ったら、お母さんが、

「毎年５月５日は、草むしりにする｡｣

といいました。ぼくは、じょうだんじゃないと思いました。でも、夕方には、温泉に

つれていってくれました。とても気持ちがよかったです。 5/5 （有路 司）

司君は、無邪気な、本当に素直な物の見方ができる子である。これは、みんなの爆笑を

よんだ。こういう日記は、学級をなごやかにしてくれる。

司君の日記は４月からの学級作りに大きな影響を与え続けてくれた。

ぼろを出さずに、カッコいいことだけ書こうとする子が多い中、こういう素直な物の見

方ができる子を前面に立てて学級作りをしていきたい。それがオープンエンド後の多様な

追究への大きな土台となっていくのである。

ユーモアは、教師から！ コメントをおもしろく、楽しく！

教師が肩ひじ張っていては、子どもたちのユ－モア感覚は育たない。

＜＞内が、学級通信での教師のコメント

くらすがえをし、あたらしい先生がきた。５年４組の先生は、沼ざわ先生だ。あた

らしくきた先生。見た目はこわそうだったけど、教室に来て話してみると、おもしろ

い先生だった。あとは、すぐおこらない先生だといいと思った。 4/6 （高山正樹）

＜みんなも楽しくてとてもいいクラスだと思いました。あとは、すぐおこらなければなら

ないようなことをしてくれないといいなあと思いました。

‥‥‥‥ あれ？ 楽しくしていきましょう！＞

今日、ゲ－ムボ－イをしていたら、鼻血が出た。その鼻血は運が悪くなかなかとま
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らなかった。数分後、やっと、鼻血がとまった。安心して夕食を食べていたら、また

鼻血が出て、はしや入れ物についた。今日は、本当に運が悪かった。

でも、バスケの５年生のキャプテンになった。運が悪かったり、良かったり、不思

議な日だった。 4/9 （新田久美）

＜うんがついていなくても、血がついてた。ひょっとして、うんもついていたら大変なこ

とになりましたよ。うんと血‥‥‥キャプテンがんばってください＞

クラスの子どもたちに慣れてくると、次のようなコメントも安心しても書ける。

私の家のボブは、お手をおしえていないのにします。私は、かしこいなあと思いま

す。あと、下品ですが、うんちをして、おしりにうんちがついていたら、おすわりを

して、手を前へ前へとだして、草にうんちをつけるのです。

やっぱり、家の犬は世界１かしこい犬だ。かい主に似るのかなあ～

11/21 （横尾亜由美）

＜かい主に似るの？ え？ え？ 亜由美さんもそうやってうんちをふくの？ え？

知、知らなかったなあ。＞

日本語とは難しいものです。同じようで違うことの多いこと‥‥‥‥

「先生、シップ臭いです｡｣と「先生、臭いです｡｣との違いは大きいです。

日々シップを愛用している私にとっては、とっても敏感に感じます。

「けが、大丈夫ですか？」と「頭、大丈夫ですか？」

これには、何か深い意味があるのではないかと考えてしまう今日この頃です。

筆者が交通事故で休んでいた後の学級通信の書き出しである。

教師が肩ひじはっていて、子どもにユ－モアを求めても無理な話である。

②日記に授業のことが書かれるようにしむける （５）

授業で学習したことが日記に表れる。日記の深まりとともに授業も深まっていく。日記

と授業が結びつき、多面的な広がりが出てくる。

１つ１つの授業が、日記でつながって、連続性を持ってくる。

授業を開いて終えることができるためには、不可欠なことである。

日記を書いているうちに、自然とそうなることもある。しかし、最初は、教師からの意

図的な働きかけが必要である。

子どもたちの日記での追究は、書きたくなるような授業・追究したくなるような「はて

な？」のある授業から生まれる。

つまり、子どもが日記に授業内容の追究をするようになるのは、書きたくなるような授

業を教師がしなければいけないのである。

最初は、「～について調べて書いてきましょう」それでも良い。しかし、そればかりで

は、書かせられているという意識が強く、長続きはしない。

子どもが、追究を書きたくなるような授業は、おもしろい教材を使った「はてな？」の

あるオ－プンエンドの授業である。

この場合、授業での「はてな？」の見つけ方において、学級集団型と個人型の２つの方

法がある。
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ａ．学級集団型

授業中、または、授業後、みんなの「はてな？」を一つに絞って、集団で追究していく

方法。調べる物が明確でテ－マがはっきりしているため、取り組み易い。

学級全体のパワ－をそのテ－マに向けて、全員で追究することの楽しさを学ぶことがで

きる。また、友達の様々な追究方法を知り、まねしながら学ぶことができる。追究が学級

の財産となっていく。

一方、日記の内容（テ－マ）が限られ、個性的な「はてな？」の追究が少なくなるとい

う欠点もある。

ｂ．個人型

授業中に出た「はてな？」や、自分の関心のある「はてな？」を個人的に追究していく

方法。自分の一番関心の深いテ－マで追究していくため、深いところまで広がり、発展し

て行く。

個々の追究を授業に登場させて、生かしていくと、授業に広がりが出てきて、おもしろ

くなってくる。

片上の問いのもたせ方の類型で考えれば、ａは「深める方向」、ｂは「拡げる方向」に

近いと言える。

筆者は、ａの学級集団型のはてなの見つけ方を４月の最初の授業で行う。

（第５章で示す「だいこんの種はどこになる？」の実践がこの典型である｡)

１つの「はてな？」を全員で追究することによって、追究の仕方・楽しさをみんなで確

認していく。

これを何度か繰り返して学級の中に定着させてからでないと、②のような追究はできな

い。授業で多くの「はてな？」を子どもたちに与えてオ－プンエンドで終わる有田式の授

業を追試しても、この段階を踏んでいないと、教師だけの空回りに終わってしまう。すば

らしい授業を追試しても、子どもたちを育てていなければ、子どもたちは動けない。筆者

は、多くの失敗を通して学んできた。

ただし、ａの学級集団型で追究しているうちに、力のある子たちは、知らず知らずのう

ちに、ｂの個人型での追究を始めることもある。その時、そのすばらしさを認め広めてい

けば良い。しかし、焦ってはいけない。いきなり学級全員の子を②ｂ個人型に変えようと

思ってはいけない。

多くの子は、１時間完結型の授業を受けて育ってきている。オ－プンエンドの授業に慣

れ、日記による授業の連続性が身につくまで、習慣化するまで待つことが大切である。

４月の段階では、この学級集団型で追究することが、学級作りに大きな影響を与える。

知的な追究集団の波に乗せられ、いつの間にか調べることが好きになってしまっている子

も出てくるのである。

③年間の見通し （６）

ａ、ｂを繰り返し、または、組み合わせながら、一年間通して授業を行っていく。筆者
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は、多くの「はてな？」を与えて、オ－プンエンドで授業を終えても、子どもたちが自由

に追究できるようになるまでの目安を２学期においている。３学期には、子どもたちの日

記は、授業の先を行ってしまうことが多い。逆に、１学期に学習した内容（米など）を追

究し続ける子もいる。個性を生かした多種多様な広がりが出てくる。

４月から、徐々に②の割合を増やしていく。

そんな中で、①の生活日記から、なかなか抜け出せない子もいる。

しかし、そんな子も、友達の追究する姿を肌で感じて生活しているため、あるとき急に

伸びる。小さなきっかけを通して大きく成長することがある。

時間をかけて、長い目で育てて行けばいいのである。

実践を重ねる度に、そう思うようになってきた。

急に子どもを変えようとするから無理がくるのである。

第二節 日記の発表の場としての「学級通信」 （７）

「はてな？」を追究した日記には、発表の場を与えなければならない。

発表の場が与えられることによって、１人の追究が学級全体に広がり、共有されること

になる。個人の成就感、または、追究方法への点検など、他者と接することによって得ら

れるものもある。

それは、最終的には授業の場で行われるべきであるが、授業以外での発表の場として、

筆者は学級通信を利用してきた。子どもたちの書いてきた日記を中心にして学級通信を作

り、活字による発表の場を取り入れてきた。

学級通信に子どもたちの日記を載せる利点

(1) 授業のちょっとした合間、朝の会や終わりの会などで読み合わせをすることがで

きる。

理科の授業のない日に理科で勉強した内容を書いてきた日記を読むための工夫である。

社会、その他の教科も同様。通信を読み合わせることのできる朝の会や終わりの会は貴重

な時間である。

(2) 家庭にも子どもや学級の学習の様子が伝わる。

これは、時として大きな効果を発揮する。家族そろって追究をするような家庭も登場し

てくるようになる。また、授業に必要な教材（手に入りにくいようなもの、例えば原油や

種のついただいこんなど）が手に入る。子どもの追究は、多くの場合家庭をも巻き込む。

(3) 記録として残る。

友達のまねがしやすくなる。友達の追究に対する感想や追試も見られるようになってく

る。

(4) 教師が日記をワ－プロで打ち直して印刷するため、子どもたちは字の間違いや雑

な字を気にぜず、安心して日記を書くことができる。

日記をワ－プロで打ち直すのは、多くの時間がかかる。家庭での仕事時間が多少苦しく

はなるが、三か月もすると、子どもたちの目の付け所、関心の変化、さらには、文章の癖
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までが、手に取るように分かるようになる。これを、楽しいと思うか、苦痛と思うかだけ

である。

子どもたちが成長してくると、子どもたちが調べてきた「はてな？」を載せた通信だけ

で授業を進めることができるようにもなる。

発表の場を与えることは、

日記の追究の評価をきちんとする

ことにもなるのである。

日記のコメントに、子どもを認め励ます言葉を書く。それは、子どもたちの追究への教

師の支援であり、評価でもある。教師から子どもへの個人的な評価は、それだけで十分で

ある。しかし、追究する集団を作っていくには、全体の場での評価を通す必要がある。

学級での発表の場を与えられた子には、学級全員からの評価の場を与えられたこと

になるのである。

通信に載った文を読みながら、教師が「～君のここが、このようにすばらしい」と具体

的にほめる。ほめられた子は、学級全員の中で認められたことになる。ほめられた子は、

大きな自信とともに、さらに喜んで書くようになる。

この過程を繰り返していくと、子どもたち同士で良い所を指摘し合えるようにもなる。

また、友達とのつながりを大切にして、集団を育てていくためには、次のような指導も

大切である。（私は４月から何度も繰り返して話す｡)

良いことをまねすることが勉強だ。自分がすばらしいと思った友達の良い所は、ど

んどんまねしよう。また、友達にまねされるようなすばらしい人になろう。

「う～、○○君のまねした～｡｣

子どもたちからそのような言葉が出る前に、確認しておく。

学校生活において、まねすることは、その友達の良い所を認めることになるのだ、とい

うことをしっかり教えておかなければならない。これは、日記での追究に限ったことでは

ない。学校での集団生活の根底をなすものである。

一人のすばらしい追究が行われたとき、それが学級集団に広まるかどうかは大きな問題

である。広まるということは、つまりは、良い所をまねすることなのである。

今日の夜に、資料集の下の方に「もっとしりたい」とかかっている、電気製品をつ

くっている工場に手紙を出した。いつ返事がくるのかな。はやくこないかなとわくわ

くした。ぼくは、先生から教えてもらったように、すぐあっちで出せるようにと、切

手と紙とふうとうをふうとうの中に入れた。１日でも、１分でも、１秒でもはやくつ

いてほしいよ～ 10/6 （高山正樹）

手紙を出して聞きたいことがあるというので、高山君に書き方を教えた。この日記を通

信に載せ、みんなで読んだとき、その方法を、高山君に説明してもらった。１人への指導

を全体に広めるためである。その時は、できるだけ子どもの口からがいい。

今日は、高山君が以前やったように、ぼくは、水俣病について手紙を書きました。

明日、切手をはってだします。高山君がやったときのように、資料を送ってもらえる

といいなあと思います。あ‥‥‥お返事用の封筒に切手をはるのを忘れた‥‥‥どう

しよう。どうしよう。 11/5 （向田貴良）

高山君の方法が広がった。良いことはまねしよう、が広がった。
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第三節 日記への赤ペンの入れ方
教師が日記帳への赤ペンをいつ、どこで、どのように行うか。どうすれば効率よく効果

的に行えるか。問題とされるところである。

結論から言えば、子どものノートを一晩かけてじっくり読んでていねいに返事を書くこ

とが最高ではないということである。ある時期、そうすることには意味がある。しかし、

毎晩それだけに時間をかけることは無理である。

赤ペンを入れるときの注意を長岡文雄は次のように述べている。

子どもは、作品について、教師の評価を期待している。教師から正当な評価があれ

ば、子どもは、書くことに張りをもち、生活にも活気が出る。

日記についても、書くときには、大体において、読んでもらえる教師に対して書い

ていることが多いので、教師の赤ペンが大きな関心事になる。教師の赤ペンは、子ど

もの書く意欲を左右する。

また、教師の赤ペンは、子ども自身についてだけでなく、保護者に対しても大きな

影響を及ぼす。
（８）

一般に「赤ペンをたくさん入れる先生は熱心な先生」とされやすい。ときには、子

どもの文より教師の赤ペンの量が多いというものもある。もちろん、そんなものが、

あって悪いことはないが、真に「この子」の成長に、今、その赤ペンが必要であるか

どうかという検討の目を欠いていることも多い。

私は、「教師の赤ペンによって、子どもがだめになっていることも多い」と考えて

いる。第一に保護者の人気とりの赤ペンなど、専門職のやる営みではない。また、機

械的に、マルをノート一ぱいに書き入れるだけの赤ペンもどうかと思う。

要は、「この子」の努力を認め、その伸びる芽を見つけだし、明日に向かう元気を

出させるものでなければならない。
（９）

日記指導をしている教師、自学指導をしている教師、同僚の中にも様々な方法で子ども

に力を付けようと努力している人がいる。

日記指導をしている教師の中には、子どもが書いてきた内容に対して、先生からの言葉

をたくさん書いてあげることが仕事と思いこみ、長々と返事を書いている人がいる。それ

でいて、「日記指導は大変よ！」と言っている。２年生の子どもの「～はどうして～なる

のですか？」という数行の質問にたくさんの説明を書いて「これ大変なのよねえ」と言い

ながら繰り返している教師がいた。勿論、休み時間はノートの返事を書くだけで精一杯。

（職員室で書いていた。）休み時間での子どもとのつながりは、当然少ない。問題・疑問

を発見するための一時期の指導としては意味のある指導かもしれないが、何か勘違いして

いるように感じられた。そこには、答えは教師が書いて教えてあげるものという姿勢が強

く感じられた。当然答え待ちの子どもが育つことになる。几帳面な教師に多い傾向である。

だから、やがて、面倒だという理由で日記指導を続けようとしなくなる。

また、逆に、長岡の言う「マルをノート一ぱいに書き入れる」だけの教師もいる。極端

な者になると内容も見ないででかでかとマルを書くために忙しそうにページをめくってい

る。そういう時間を過ごしても何とも思わないのである。その子がどういう思いでそれを



- 46 -

第４章 授業のオープンエンド化を支える条件①

書いてきたのか等ということについては何も考えないから、「沢山書いたね」という量的

な誉め言葉や、「また忘れたの？」という機械的な見方しかできなくなってしまう。やが

て子どもも教師の姿勢を見抜き、無意味な内容を繰り返し書いてくるようになる。

大体において、子どもの書いてきたノート（日記）をどのように活用すべきか、その方

針を確かに持っていない人が多い。

長岡の言う通り、「要は、「この子」の努力を認め、その伸びる芽を見つけだし、明日

に向かう元気を出させるものでなければならない。」のである。

教師の赤ペンは、子ども自身についてだけでなく、保護者に対しても大きな影響を

及ぼす。自分の子どものノートに赤ペンが入っていないと、父母は、「今度の先生は、

不熱心だ」と、単純に決め込んでしまうこともある。教師が保護者の目や人気にとら

われすぎると、その教育がゆがみ、子どもを見る目が衰える。保護者には、ＰＴＡの

会などで、教育方針をよく理解してもらい、赤ペンについても、信頼のうえで、教師

の教育的配慮による自由な営みをわかってもらえるように努めなければならない。
（１０）

筆者は学級懇談会や学級通信を通して、保護者に次のように呼びかけてきた。

私が子どもたちの日記を読む時間は一日 20 分くらいしかとれません。それ以上に

ていねいに読むと、子どもたちといっしょに遊んだりお話をしたりする時間がなくな

ってしまいます。出来る範囲で行います。

子どもたちの書いてきた内容で、おもしろいところやここをもっと考えてもらいた

いというようなところには赤ペンで線を引いたり、一言言葉を書き込むくらいです。

学級通信で詳しいコメントを加えます。

大概の保護者の方には理解を示して頂ける。

長く続けることに意味がある。教師に無理があっては続かない。「子どもの日記を読む

ことが楽しい。」教師のその姿勢が続ける原動力になるのである。子どものためにと義務

感を持って行っては続かない。私の経験からその一点だけは確信をもって言える。

マルや赤線を書き込むとしても、「よく自分のものを出しているところ」「新しい

発見、視野の開きの見えるところ」などを容認することを主にする。子どもに寄り沿

い子どもの目の高さで、「ほう、なるほど」と書き込んだり、「こんなことは、どう

なってたの」と質問を書いたりする程度にとどめる。一歩進めて、「こういうことに

ついては、どう考えるの」というように話題を提供することもあるが、考える自由を

制限し、固定させていくことがないように極力注意をはらう。
（１１）

多数の子どもの作品に目を通すという負担からいっても、赤ペンは少な目にし、要

点にふれるものがよい。

国語の指導（言語事項）として、誤字を直したり、句読点を正したり、ゆがんだ字

を注意したりすることを多くしていくと、子どもの書く勢いをにぶらせ、楽しむこと

を失わせやすい。

この種の赤ペンや、表現技法についての指導は、適期を見定め、計画的に集中して

行うのがよい。ある期間は、おかしいところがあっても、そのままに書きひたらせる

ことが大切である。
（１２）
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長岡のこれらの日記指導は、筆者が実践を通して身につけてきたことと全く同じである。

筆者は、年間数回、学級全員で感想文を書く時間をとってきた。集中して２週間行い、

どの子も３度以上は書き直し、ていねいな清書を行った。この時に集中して言葉遣い、表

現技能を鍛えた。その結果として、感想文では県のコンクールで毎回のように学級賞に選

ばれることとなった。
（１３）

表彰後に子どもたちの企画したパーティーを行い、子どもたち

に自信を持たせながら、書くことを通した学級づくりを行ってきた。

第四節 日記帳 （１４）

筆者がクラスで使用してきた日記帳は、２種類ある。

①Ｂ６サイズのもの。

正確には市販のＢ５で上下二段になっている日記帳を、中央で上下２冊に裁断したもの

である。（極東ノ－ト株式会社、Ｌ－ 44～２）

縦欄 13 行になり、書きやすいし、持ち運びも便利である。子どもたちにとって、手頃

で書きやすいサイズである。（逆に、二学期の後半になると、物足りなさを感じる子もみ

られるようであるが‥‥‥）

これを、２冊預け、一日おきに提出させる。

朝に提出された日記帳を、朝のうち、または、あき時間や休み時間を利用して、授業前

に読み終えて、授業に望む。しかし、その日のうちに日記帳は返さない。理由は、家に持

ち帰り、

・じっくりコメントを書くため

・ワ－プロで学級通信に載せるため

である。私は、日記帳を家に持ち帰り、じっくり読み、コメントを書くことを喜びとして

生きてきた。発表が得意でなく授業で活躍できない子や、個人的に指導の必要な子には特

に念入りに書いてきた。

終わりの会に前日提出された日記帳を渡す。渡された日記帳の最初の１～２行に、子ど

もたちは宿題等の連絡を書く。つまり、日記帳は連絡帳も兼ねている。日記帳・連絡帳・

自学帳と３つに分けて書かせる人もいるが、書く方も大変だし、確認する方も大変になる

のではないだろうか。

②市販のもの（自由）

前述の方法を長年とってきた後、現在は１冊のノートで、朝に集め、その日のうちに返

している。当然のことであるが、この方が（１冊の方が）昨日の続きを書くことができる

など、子どもの思考が継続しやすい。

そのためには、教師が日記をいつどのようにして見るか、ということが問題となってく

る。現実問題として、40 冊の日記帳をいつどのように点検し、前述のように学級通信に

載せていくか。

修正を重ねた結果、現在実践している方法が、朝一番に出勤し、子どもたちを教室で待

ち、登校してきた子が日記帳を提出するとすぐに読むということである。朝の時間は結構

長い。現在の勤務校では、玄関のカギが解除されて子どもが教室に入ってきてから、職員

打ち合わせが始まるまで 45分間はある。その間に赤ペンを持って読むのである。
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現在は、20 数分あれば学級全員の日記帳を読み終わることができる。全員分の子ども

たちの昨日の授業後の追究を確認したうえで、その日の授業を行うことができる。給食時

間や休み時間などに、追究方法などについて直接コメントすることができる。また、個々

の追究を朝の会や帰りの会などの話題として話すこともできる。

この方法では、家で学級通信に日記を載せるときに困る。そこで、子どもの日記をコピ

ーすることにした。しかし、職員室までの往復の時間は貴重だ。例え足を運んでも順番待

ちに時間がかかることもある。そこで、教室内にコピー機をレンタルすることにした。給

食後や後かたづけのちょっとした空き時間などを使ってコピーすることができるようにな

った。現在は、コピー機を購入して教卓脇に置いている。

学校現場は急がしい。いつ子どもが怪我をしたり具合が悪くなったりするかわからない。

業間の休み時間は、子どもの側に寄り添うことのできる時間としなければならない。

日々 20 枚近くのコピー用紙が自宅のパソコンの脇に重ねられる。時間と経費をかけて

行うこのような実践には様々な見方がある。しかし、要はそうしている自分が楽しいかど

うかである。子どもの成長記録を日々目の当たりにし、それを楽しみに授業づくりをする

こと、子どもの発見をみんなに知らせたくて学級通信を書くこと、それに喜びを感じ得る

かということである。
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