
- 49 -

第５章 授業実践から
筆者の目指す授業を、

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

と定義づけた。これは、筆者なりの実践を踏まえて、現段階で行き着いたものである。

ここに至るまでの経過がある。３つの実践を通して述べていく。

①５年生での実践＜教材が子どもを動かす＞……………………… 1993年度

②３年生での実践＜思考の往復運動の意義＞……………………… 1995年度

③４年生での実践＜話し合い活動を取り入れることの意義＞…… 1996年度

第一節 教材が子どもを動かす

だいこんのたねはどこになる？

５年生の理科の授業は、「植物の成長」から始まる。教科書では、トウモロコシとイン

ゲンマメのたねを使った観察・実験が中心となっている。市販の実験セットを与えれば、

子どもたちは喜んで取り組むが、それだけで終わってしまう。子どもたちの頭の中を、ト

ウモロコシとインゲンマメは、あっという間に通り過ぎて行く。

筆者は、単元全体でもインゲン豆、トウモロコシの観察を中心にはおかない。種を植え

る時は、できるだけたくさんの種類を植えることにしている。季節はずれのものも植えて

みる。出てこない→植える時期がある、の確認になる。（社会科の産地が季節によって違

うことへとつなげる）

たねとは不思議な存在である。

単なる知識として教えるだけではおもしろくない。もったいない。

生物の不思議、たねの不思議―――――その真実性を実感させたい。

①授業から（1）
（４月８日） ５年生・理科「植物の成長」の導入 1993年度

『たねを、食べたことのある人？』

と挙手をうながす。ほとんど子どもたちの手は上がらない。

なぜか？

子どもたちは、たねという意識で食べ物をみることは少ないからである。子どもたちに

とっては、花壇や畑に植えるものがたねなのである。

「料理をしたものでもいいですか？」

「どんなのでもいいの？」

という声に、『昨日の給食にも出ていたなあ』と、食べた事実を指摘する。

すると、一斉に手が上がる。そして、トウモロコシ、ひまわり、米、麦、大豆、ピ－マ

ン、シシトウ、トマト‥‥‥と、たくさんのたねの名前が出てくる。中には、りんごや梅

干しのたねも食べるという子も出てきて、笑いに耐えない。
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最後には、かきのたねというおかしの名前も登場し、大笑いとなった。

次に、原形のままでなく、材料として使われているものへと話を進める。

たねのもとの形をこわして食べているものもあります。何でしょう？

『例えば、トウモロコシのたねから作られているものは？』

「ポップコ－ン」

「とんがりコ－ン」

スナック菓子につながると、子どもたちは強い。聞いたことのないようなお菓子の名前が

出てくる。

『米から作られるものは？』

「もちかなあ｡｣

「もちはもち米から作るんだよ｡｣

「もち米も、米の一種だよ｡｣

「せんべいかな‥‥‥｡｣

『麦から作られるものは？』

これは、なかなか答が出ない。しかし、子どもたちの記憶とはおもしろいもので、

『麦から作られるジュ－スは？』‥‥‥「ビ－ルです｡｣

『米から作られるジュ－スは？』‥‥‥「お酒です｡｣

と聞き方を変えると、意外にすんなり答が出る。

『麦から粉を作ります。』

「あっ、小麦粉だ｡｣

と料理が得意な女子が自慢げに発表すると、すぐ「パンだ。」と出てきた。そして、うど

んにたどりつくと、お好み焼、たこやき、アメリカンドッグ、大判焼き、あじまん、たい

やきと、どんどん出てくる。

『みんなは、いろんなたねを食べて大きくなっているようですね。』

もっと、他に、たねを食べていませんか？

たねを身近に感じてきたため、発表しやすくなってくる。食べられるものをどんどん発

表し出す元気な子も出てくる。

「じゃがいもです｡｣

「じゃがいもは、たねじゃないよ｡｣

「えっ？ でも、じゃがいもを植えるよ｡｣

『じゃがいも君は来年勉強するので、その時までとっておきます。』

「チュ－リップは‥‥‥。｣

『食べる？』

「食べません｡｣

『チュ－リップも来年だなあ。』

ここで地下茎を取り上げてしまうと、６年生での感動がなくなってしまうので、あえて

切っておく。

すると「だいこんは？」という子が出てきた。

「にんじんは？」「ごぼうは？」

「たねなんかないよ｡｣
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「それじゃあ、何を植えるの？」

「ピ－マンみたいに、中にたねが入っているのかもしれない｡｣

するどい意見が出てくる。真実はともかく、発想のすばらしさをほめる。

『だいこんのたねを見たことある人？』

「はい！」元気に手が上がる。

カイワレ大根を家で植えているという子が、確かにたねがあることを主張する。かたわ

らで、

「だいこんのどこにたねがなるの？」

と問いかけている子がいる。

「たしか、花が咲いて、その後に‥‥。」

という子もいるが、確かなのかは自信がないようである。

「先生、知ってるの？」

『ないと思うよ。』

「ええっ？」 「…………！」

『食べたこと、ないから。だいたい、だいこんのどこにたねがついてるの？ ねえ！』

「うん。でも‥‥‥。｣

奇妙な結末をむかえ、授業が終わる。

答えによるまとめのない授業。残ったのは大きな疑問だけ。

このような授業を初めて体験した子は、戸惑いを表す。

子どもたちは、最後に教師が正しい答を教えてくれるものだと思っている。上位の子こ

そ、その傾向が強い。

『宿題の日記で、だいこんのたねについて書ける人はいないよね｡』

と終わりの会で挑発する。

「よ～し｡｣とどこからかかけ声が聞こえてくる。

②授業後の追究から （2）

授業後の日記には、たねについての子どもたちの関心がよく表れている。この日記をど

のように生かして子どもたちを育てていくか、授業を開いて終えた後の教師の腕の見せ所

である。

今日、学校で、理科の時間、先生が「大根には、たねがあるのか？」と質問した。

「あると思う人」私は手を挙げた。大根のどこにできるかは知らないが、たねは見た

ことがある。

家に帰って、じいちゃんちにいって、じいちゃんに聞いたら、

「大根の花があるべ。その花がかれたあとになるんだよ｡｣

と教えてくれた。ほんとうかなあ。そして、じいちゃんに、

「じゃあ、大根のたねある？」

と聞いた。

「ないと思うよ｡｣

と言って車庫にさがしに行った。そしたら、たった１つぶだけあった。
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そして、それをもらって家に帰った。明日、先生に見せようと思う。 （新関典子）

子どもたちには、こうやって生活の中でとらえ、自分の足でさがすことの大切さを強調

する。学級全体の中で、その行動をほめて、育てて行くのである。

ぼくは、お母さんにだいこんのことをきいた。そしたら、

「まず、たねをうめて、めがでたら、ねっこのほうにみができるよ｡｣

といいました。

「つぎに実のはんたい側に花ができて、花がかれてたねができる｡｣

といいました。ぼくは、

「たべたら、たねができなくなんの｡｣

といったら、「そうだ｡｣といいました。ぼくは、あんまりたねはできないのかなあと

思った。 （公平欽也）

たねがなっているところを見ることが少ないのは、なぜか？ その理由となっているが、

欽也本人は、まだそのことのすばらしさに気づいていない。たねについてのはてな？を追

い続けた欽也は、やがて、７月末にたねのついただいこんを教室に持ってくることになる

のである。

じいちゃんに、

「だいこんのたねがあるの？」

とぼくが聞いた。すると、じいちゃんは、

「きょ年のあきにうえたたねば、そのまんまかまねでおぐど、今年の今ころ、だいこ

んの真ん中からじぐみだいな芽が出て、それが花さいてたねになるんだ。ゴホン｡｣

と答えた。ぼくは、もしかするとじいちゃんは、やさいの天才じゃないかと思った。

（斉藤 徹）

じいちゃんとのつながりに温かさを感じる。すばらしい家族をほめ、聞く楽しさを確認

した。

じいちゃんが、毎年、畑にだいこんをうえて、山形中央市場にだします。大きいだ

いこんは、お母さんの足ぐらいです。小さいのは、ぼくの足ぐらいです。食べるには、

小さいだいこんのほうがおいしいです。花は、白とうすむらさきです。ぼくは、みた

ことがないので、ばあちゃんにちょくせつ電話して聞いてみました。 （有路 司）

山形中央市場は、社会の野菜の授業にも登場してもらうことになる。この時司に説明を

してもらったが、あいまいな答となってしまった。しかし、彼は、社会の授業までには、

しっかり説明できるようになっていた。電話をして、という調べ方のすばらしさをほめた。

かぼちゃは、大きい種がはいっている。茶、黒、白の種があるといった。なすは、

ふつうは白いけど、１週間ぐらいたつと種がくろくなる。

ピ－マンにも白い種がある。

レモンは、オレンジみたいな種がある。

すいかは、黒いのと白いのがある。

かきは、庄内かきは種はなくて、ふつうのかきはある。 （市川利之）

この日記から「庄内のたねなし柿は何を植えるか？」と話題になった。また「たねなし

スイカは？」「たねなしぶどうは？」とさらに広がっていった。

おじいちゃんに聞いた話。（大根・にんじん・ねぎ）について
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大根の中には、たねがない。 花がさかないとたねができない。

にんじんの中には、たねがない。 花がさかないとたねができない。

ねぎの中には、たねがない。 花がさかないとたねができない。

私は、おじいちゃんに聞く前は、たねはどこからできるのかわからなかった。でも

大根ってどんな花がさくんだろう？ （片桐貴京）

たねのことについて

私は、おじいさんに、だいこんについて話を聞きました。

だいこんは、花にたねがつくそうです。だいこんの実の中には、たねがないそうで

す。じゃあ、にんじんはどうかと思って聞いてみました。

にんじんも、だいこんと同じように花にたねがなるそうです。

私は、土の中になる食べ物は、全部花がたねになるのかなあと思いました。

（渋谷幸恵）

聞いて調べるてくることを中心としたが、自分なりの考えを書ける子は高く評価した。

しかし、４月の段階で、自由な発想で自分の考えを書ける子は少ない。

授業の翌日(4/9)、たねについて書いてきたこれらの日記を読むと、歓声がおこった。

どうやら、だいこんにはたねがあるらしいということになった。しかし、市川の「庄内の

たねなし柿にはたねがない」という内容にひっかかるものがあったようで、たねなし柿は、

何を植えるかということになった。（この答は、二学期にはっきりすることになる｡)

片桐貴京と渋谷幸恵の日記から、「花とたね」のつながりについて目を向けていくこと

ができた。

子どもたちの追究が、やがてまた新しい疑問へとつながっていく。

昨日の授業でみんなで考えて分からなかったことが、家庭での調べ学習を通して少しず

つ分かってきた。真実が見えてきた。その実感を十分に共感させたい。

調べてきた子には、満足感を。つまりは、自分が授業を動かしたという自己原因性の実

感を。

友達の追究を聞いた子には、驚きと可能性を。つまりは、自分達の力で調べられるとい

う事実と、自分にもできるかもしれないという可能性を。

オープンエンドの授業は、子どもたちに活動を導く。動きのある授業を作り出す。

疑問を追究する楽しさを実感できるようになれば、例え授業がクローズドエンドで終わ

っても、自分で疑問をもち追究を始められる。それこそが生きる力なのである。

しかし、そうなるまでの間には、何度も自己原因性の実感と驚きと可能性を学級全体で

体験していかなければならない。

どのような教材でも授業を開いて終えることはできる。しかし、子どもが追究しやすい

ものと、そうでないものがある。開いて終えればいいというものではない。

オープンエンドの授業においては、どのように開いて終えるかとともに、どのような教

材を扱うかが大切である。筆者は、次のような教材が適していると考える。

Ａ．意外性があるもの。つまりは、「？」をもちやすいもの。

Ｂ．おもしろく追究できるもの。
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Ｃ．継続して追究できるもの。他との関連で広がりのあるもの。

本時における「だいこんのたね」は、花とたねを結びつけて考えさせるための教材であ

る。Ａの意外性が大きく子どもたちに追究の意欲を与えている。

子どもたちの追究は「だいこんのたねはどこになる？」というテーマであったが、他の

植物へと広がっている。だいこんを入り口として、ピーマン、レモン、スイカ、柿、ぶど

うへと広がっている。個別の事例を調べているようで、実にいろんな植物へと目が向いて

いる。Ｃである。

この教材は、授業のオープンエンド化に適している。

このように、教材によっては、容易に子どもたちの追究を導くことが可能になるものも

ある。授業のオープンエンド化においては、教材が重要な要素となる。

翌日の朝(4/10)、教室に入っていくと、小林裕樹が、「先生、麦をもってきたよ｡｣と、

話しかけてきた。麦の穂ももってきてくれた。

その場で１時間目の授業を決めた。こういう機会を逃してはいけない。

子どもたちが学校へ「物」を持ってくるというのは、大きな関心の表れである。

可能な限りそれを使って授業をすべきである。

みんなで授業を作るという意識を育てる絶好の機会である。

裕樹が持ってきてくれた麦をみんなに渡して、じっくりと見て‥‥こっそり食べた。

「先生、食べた～｡｣

という声とともに、男子はうれしそうに食べ始めた。やっぱり麦であった。ちょっぴり麦

チョコ気分で、うどんの気分にもなれた。ワイワイ言いながら、みんなで食べた。

この他にも、片桐貴京がいろんなたねを持ってきてくれていた。

たくさんのたねの中から３つ選んで、みんなに回して、『何のたねでしょう』のクイズ

をした。難しい問題のようで、正解者はほとんどいなかった。

そんな中で、「しそのにおいがする｡｣ と福田耕大が言った。

『耕大君は、目だけでなく、鼻で見たのですね。こういう見方はすばらしいです。実物を

前にして、体で感じるということは、とても大切なことです。』

こういう素直な物の見方ができる子は、なかなか少なくなっている。いつになくオ－バ

－にほめた。

するとさっき渡した麦のにおいを一生懸命に嗅ぎ始める子が出てくる。

この日の授業の最後に「バナナにたねがあるか？」というのが出た。

たねへの追究は続いた！

４月 22 日、早坂正浩が、そばのたねをたくさん持ってきてくれた。みんなに渡し、小

麦と同じように食べてみた。においをかぎながら食べる子どもたち。

「そばの味がする｡｣

あたりまえのことではあるが、そばも、たねから作られるということが分かった。

体験を通して、たねへの追究は、どんどん広がっていった。
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③その後の追究から （3）

おもしろい教材は、子どもたちの追究心をかきたてる。

４月 12日（月）

庄内かきについて

種のない庄内かきは、いったい何を植えるのか、おじいちゃんも聞きたいそうです。

ただ、たねなしがきの木をふやすには、ふつうのかきの種をまいて、すこしおおきく

なったら細いたねなしのえだをつぎ木するとたねなし柿の木になるそうです。なすは、

枝につけたまま大きくすると中のたねが黒くなって、それをとっておいてまくそうです。

（市川利之）

お母さんのじっ家に行きました。そして、種まきのてつだいをしてきました。

最初なえ箱に土を入れ、ならしておいたのに、もやしたもみをまき、なえ箱をハウ

スの中に運び、土をかけ水をかけ、小さな穴のあいたビニ－ルをかけ、その上にまた

大きいビニ－ルをかぶせた。そのわけは、温度をたもつのと、暑さをふせぐためだそ

うですと、おばあちゃんに教えてもらいました。ぼくが大へんだったのは、重いなえ

箱を運ぶことでした。 （元木敦之）

様々なたねについて関心が広がってきたことがわかる。理科のたねの育て方が、社会の

稲作へとつながっていくことになった。５年生の一学期は、教科の区切りを明確にせず、

横につながった授業ができる楽しい時期である。子どもたちに教科のわくをなくした授業

を経験させるよい機会である。

だいこんには、たねがある。それは、花のあとにたねができる。（色は、外しろ、中

うすむらさき）１本のだいこんから、たねは、何百こできる。

にんじんの花は白い。１本のにんじんから、たねは、だいこんのたねより多い。き

ゅうりや、ピ－マン、ナス、メロン、トマト、スイカ、とうもろこし、かぼちゃなど

は、中にたねがはいっている。アスパラガスは、秋にたねができて、それは何十こも

できる。 4/13 （伊藤里絵）

「花の後にたねができる」そういう見方が広がってきた。

15 日（木）、公平欽也が、かぶをもってきてくれた。しっかり入れ物に入れて、水栽培

できるようにして３つも持ってきてくれた。ちょうど、花が咲きそうなかぶであった。

かぶの花。見たことのない子にとっては、それだけでも珍しいものである。

「だいこんの種はどこになるのか」……かぶを見ながら、ほぼ予想することができた。

実物のすばらしさは、偉大である。

わたしは、今日、庄内かきは最初なにからできるかお母さんに聞いてみました。そ

したら、庄内かきにたねはないけど、かきをそのままおいとくと、だいこんみたく、あ

とからたねがでるんじゃないと言われました。わたしは、本当かなあと思いました。

4/16 （武田真子）

こういう考え方はおもしろい。だいこんと庄内柿をつなげて考えている。事実はともか

く、納得させるものがある。家族でこういう会話をしている所が何とも言えない。だいこ
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んのたねから庄内柿の秘密にまで話題が広がった。

ふきのとうには、たねがあるのかなあ。

毎年畑にあるけど、どうやってめがでたりするんだろう。

不思議だなあ。 （笹原秀和）

だいこんのたねを追いかけているうちに、様々な植物のたねへと子どもたちの関心は広

がっていった。

庭の草とりをした。ぼくは、しばふの長くなったところを切った。切ってみると、

けっこうりょうが多かった。ぼくは、畑のこやしにした。ぼくは畑にしばふをなげに

行った。すると、お母さんがだいこんをひっこぬかないで、そのままにしておいていた。

ぼくは、学校にもっていこうとした。だが、お母さんが「ひっこぬいて学校にもって

いくと、花がさかなくなるかもしれない」と行った。ぼくは、ビニ－ルブクロに土ご

と入れてもっていこうと思った。 5/3 （高山正樹）

お母さんが子どもと一緒になって考えてくれている。こういう子は、どんどん伸びる。

発想が豊かになってくるばかりでなく、行動範囲が大きくなっていく。

子どもたちが家族にいろんなことを聞いて調べてくるうちに、いつの間にか、家族も一

生懸命になって追究している。正樹は、やがて、鉢に植えただいこんを持ってきてくれた。

そして、三学期の宅急便の授業では、取扱店を回ってみるだけではたりず、父親とともに

宅急便・ペリカン便・第一貨物の３つのベ－ス店を回り、資料だけでなく、大きな旗

をもらって教室に持ってきてくれた。

きょう、お母さんは、しんせきの家で、ジベレリンしょり（りゃくしてジベしょり

というのだそうです。）をしました。ジベしょりで、たねなしぶどうにするんだそう

です。小さなぶどうに、赤いえきをつけて、たねなしぶどうにするんだそうです。お

母さんは、「つかれたあ。」と言って帰ってきました。たねなしすいかなんてあるの

ですか。 6/29 （小林裕樹）

２か月もたってから、たねなし～の作り方を見つけて来た。家庭での生活の中から見つ

けている。二学期のおしべ・めしべの学習へとつながった。

４月に勉強した『たね』の話は、一学期通していろんな所で話題となっていった。

ついには、７月末、公平欽也が、たねのついただいこんを持っ

てきてくれた。「だいこんのたねはどこになる？」というはてな？

が実物を通して、目の前で解決することになったのである。

小さなはてな？がどんどんつながって、そのはてな？が解決す

る間に、たくさんのことが分かってきた。

花の後にたねが残る。

だいこんのたねを様々な角度から追究していくうちに、子ども

たちの頭の中にしっかり根づいていった。

オープンエンドは、子どもの追究と教師の教材提示、そのかね

あいによって成り立つ。

様々な教師の手だてが必要となるのである。

これこそが加藤寿朗の言う、教師の目に見えない「しかけ」なのである。
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④様々な角度からたねの追究を導く （4）

(1)白米と胚芽米の違いから、種の胚と胚乳のしくみについて

米は、みんながかう米は、うえてもみのりません。うえるには、『もみ』が米をつ

つんでいる米をうえるとみのります。どうして、『もみ』がついているときしかだめ

なんだろう。不思議だなあ。 4/8 （小川嘉文）

今日、家に帰ってお母さんに、

「トウモロコシは養分がないと発芽しないの｡｣

と聞いてみました。そしたら、お母さんが、

「養分は、発芽したたねのぶよぶよしているところにあるから、なくてもいいんだよ｡｣

といった。よくわからなかったけど、どうやって養分ができるのだろうと不思議に思

った。 4/13 （高橋美雪）

こういう何気ない疑問を授業の中に生かしていく。

トウモロコシとインゲンマメの違い、胚＆胚乳、胚＆子葉の違いにつなげる。

『稲はトウモロコシとインゲンマメのどっちの仲間？』と確認していく。

『もみは、養分か？』「そんな訳はない｡｣

米を黒板に書かせる。良く見ている子は、端の欠けた形を書く。

『なぜここが欠けているのだろう？』

「もみを取る時に、とれたのではないのかな｡｣

家庭科の教科書で稲の発芽のようすの図を見つけた子からは、「欠けてる所から芽が出

ているようだ｡｣と意見が出る。

子どもたちの机の上には、国語辞典の他に、理科・社会科・家庭科の教科書が開かれて

いる。

『芽が出る所、胚を取って食べるのはどうしてなのだろうか？』

「栄養がないから｡｣

『栄養は、ないの？』

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥＜前半略＞‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

となりのおばあさんの家では、ささにしきのはい芽米という米を食べています。意味

は、はい芽を失わないていどについた米だそうです。おばあさんは、

「胚芽米の黄色のところが、とても栄養があって、体にいいんだよ｡｣

と言っていました。私は、なぜ、そんなにいいものをわざわざとってほとんどの人は

たべているのだろうと思いました。 4/29 （矢萩 愛）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥＜前半略＞‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

玄米は、外側から果皮、種皮、澱粉層という皮がおおっていて、かけているような

ところは、胚芽というようなものが入ります。

ふつう食べるところは、胚乳といわれるものです。 4/30 （後藤千紘）
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「どうして、栄養のある胚芽米をたべないのか？」これは、食べてみるしかない。

家庭科の時間に教室で胚芽米を炊いてみた。宿泊訓練の野外炊飯の仕方もそれとなく確

認しながら。味にこだわる現代人のぜいたくさを知ることができた。

「胚芽米はおいしくない」と言わせたいのだが、みんなで食べるため、「胚芽米の方がお

いしい」と言い出す子もいる。家庭で、胚芽米を買ってもらい、食べる子も出てきた。

たねの追究を通して、理科と社会科、そして家庭科がつながっていった。

(2)トウモロコシの「お花とめ花」

「だいこんの種はどこになる？」の追究から、子どもたちは「花の後には種ができる」こ

とを学んだ。

社会科の野菜をだます方法の追究で「受粉」について学んでいる。

夏休みあけの植物の成長〔３〕では、アサガオを通して「おしべ・めしべ」、ヘチマを

通して「お花・め花」を学習する。

花粉のある方がおしべ＆お花で、実のなる方がめしべ＆め花である。

種のできない花（お花）の存在を確認する。

知っている植物を、アサガオの仲間、ヘチマの仲間に分けて、

種のならない花さがし

をする。すると、春に植えておいた「トウモロコシは？」となる。

「トウモロコシの花は‥‥‥ない！」

「花が咲くところを見たことはない｡｣

授業後の追究‥‥‥‥‥‥‥‥

実物を見ても、どこがお花で、どこがめ花かは、分かりにくい。

「さわったら、上の先っぽから、花粉みたいのがおちてきた。だから、先のところがお花

だと思う｡｣

「トウモロコシの実がなるところの近くにめ花があるはず。でも、どこだかわからない｡｣

と実物から考える子。

図鑑から、トウモロコシに迫る子からは、

「花粉は、風で葉の上に落ち、葉をすべってめ花まではこばれる｡｣

と変わった葉の役目も発表された。図鑑を見て絵を描いてきた子や、実物を引っこ抜いて

きた子など、様々であった。

お花・め花のダメ押しは、銀杏拾いをしながら行う。

『みんなで銀杏拾いに行こう』「ワ－イ！」

『で、どこに銀杏の木がある？』

「～～にあるよ｡｣子どもたちは学校の近くの場所を言う。中に知っている子もいる。

「～～の銀杏の木は、実がならない｡｣

「あそこのは、雄の木だよ。おじいちゃんが言ってた｡｣

銀杏の木の雄雌のインパクトは大きい。大きな木を見あげながら、へ～っとため息をつ

くことになる。
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「かき」のお花とめ花、「くり」のお花とめ花の追究もおもしろい。

(3)ラッカセイの不思議

節分はラッカセイで豆まきをする。（千葉産のものと中国産のものを使い産地の学習も

入れる） みんなで豆を食べながら落ち着いた頃に、さりげなく聞く。

『ラッカセイはどこになると思う？』

当然のように、「土の中だよ｡｣と言葉が返ってくる。

『ラッカセイは、たね？』 「うん｡｣「あ、あれ？」

『たねが土になる？』 「あれえ？」

『花は、どこに咲く？ 土の中？』「‥‥‥‥‥」「いや、たねじゃない｡｣

国語辞典で調べることが身に付いている子ども達は「落花生」という字から、何となく

意味づけを始める。やがて、教室の中の学級文庫の図鑑の中から説明を見つけ納得し合う。

………おかしな植物である。

この他、タンポポとひまわりの花の仕組みについても話題に出す。

６年生の４月の授業では、

『じゃがいものたねいもは、たねか？』

『球根は、たねか？』

『チュ－リップに、たねはなるか？』

と地下茎の学習につなげる。

じゃがいもや球根の他に、さつまいも、玉葱、にんにく、里芋などをみんなで植えてみ

る。

何度も子どもを揺さぶり、追究を導き、真実性の実感へと迫っていく。

実物を求めてみんなで動き出すこと。

実物を前にして、本物を前にして、みんなで驚きを共有し合うこと。

それが学級の姿であり、学び合う学級集団の土台となるのである。

⑤実践を振り返って
この実践は、学級編成後の５年生のものである。

４年間、疑問形で終えることのない授業をうけてきた子どもたちである。子どもたちに

とっては、変わった授業と受け止められたことであろう。

しかし、子どもたちの活動には活気があった。めざましい成長を遂げる子も見られた。

このことは、４年間まとめて終える授業を受けてきても、多少のとまどいはあっても、

終末段階を開いて終える授業は子どもたちに意味のあるものとなることを意味している。

この当時、筆者は、授業のオープンエンド化を意識はしていたが、すべての授業に適す

る形態とは思ってはいなかった。社会科と理科の一部の単元で行っていたにすぎない。

本実践は、年間通しての追究で、授業の連続性はあっても、毎時間の授業ということで

はなかった。かなり緩やかな取り組みであったと言える。

現在の指導法と比較して、大きく違った点はそこにある。
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さらに付け加えれば、日記と学級通信のつながりが強かったと言える。

調べてきたことを、学級通信を中心に載せてきたため、日記による追究が授業の発表に

生かされる場面が弱かった。日記の発表の場が、学級通信を中心に行いすぎたのである。

反省点が多い。

子ども同士の発表によるつながりが、現在の筆者の学級と比べると明らかに低くなって

いる。個の追究はあっても、子ども同士による練り合いが足りないのである。

藤井千春の指摘を待つまでもない。

筆者はこの後、持ち上がりで６年生を担任し、その後、３年生の担任となった。

実践の反省を踏まえながら授業の連続性を重視したオープンエンド化へと方向を定めて

いくこととなった。次節に実践を通して述べていく。

⑥教材
教師は子どもへ教材を使って問いかける。

子どもがそれを「道具」として扱うか、「学習材」として扱うか。授業形態として開い

て終えても、子どもの追究が開かれたものとなっていないと、形式倒れとなってしまう。

(1)「道具」ではなく、「学習材」 （5）

授業をオープンで終えた後の子どもたちの追究から考えてみる。

子どもたちが疑問を持って追究していく時に調べた対象が、疑問を解決するための「道

具」となってしまうことが多くある。調べ学習の対象を自分の疑問一方向から見てしまう

からである。調べ学習を終末として直線的にとらえてしまうのである。

その場合、子どもたちの追究における対象が答えを導き出すための「道具」となってい

る。

真に学習を楽しんでいる子どもたちは、自分の疑問を解決するためにいろんな対象をと

らえながら追究していく過程で、その中に入り込んでしまう。追究は終末ではなくて、そ

れ自体が楽しみのスタートであるという姿勢である。だから疑問を解決するという一面だ

けでその対象をとらえることなく、柔軟に多面的にとらえていくことができる。一度追究

の対象となったものは違う場面でも活用できる応用性を身につける。自分の中の図書館に

セットして、いつでもどんな場面（教科）でも取り出してこれるようになっているのであ

る。

つまり、調べ学習の対象・事柄が「道具」としてでなく、学び続けていけるもの「学習

材」となっているということである。

そうなれば、子どもたちは追究の過程で様々な学習材を生産し続けていくことになる。

学び続けていくことになるのである。

前述の「だいこんのたねはどこになるか」の追究は、学習材となっているか、である。

トウモロコシとインゲンマメを植えて、その成長過程を調べていく学習は、多くの場合

その固有性を確認するにとどまる。そこにおけるたねは、植えるものであり、最終的に実

が付くという事実を確認するためのものとなりがちである。教師は、その成長記録を確認

させて「植物」を教えたつもりになっていても、子どもはトウモロコシとインゲンマメの

観察をしただけにとどまっている。答えを導き出す「道具化」しているのである。
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だいこんのたねのまわりにある不思議を集めているうちに、その辺にある不思議を発見

し、いつしかその吟味を楽しんでいる。「だいこんのたねはどこになるか」という問いは、

子どもたちに様々な追究を導いた。

教材提示と子どもの追究について有田は次のように言う。

初めの教材は教師が指示しても、「はてな？」のもち方は少しずつ子どもによって

ちがいます。

個人が最も興味関心をもったところから追究していくうちに、子ども自身が新しい

学習材をつくり出していくのです。
（6）

佐伯胖は言う。

わたしたちはともすると、吟味ではなく、事実の記述や描写、いわゆる「うつし」

としてのイメージを考えてしまいがちではなかったろうか。そうではなく、わたした

ちが外界をわかろうとする中で、一つのあらわれを何かの変化の流れのうちに位置づ

けてみること、他でありうるがたまたまそうなっているものとしてとらえるときに、

イメージを考えるのである。そのことはまた、他になりえた別の可能性、これから先

なりうる可能性を読み取ることができるはずであり、無限例証的な（「例えば……」

といえば、いくらでも例示できる）概念の把握が成立しなければならないのであった。

そのような世界を味わうことが吟味であり、その世界の中でコビトを走りまわらせ、

おどらせるものでなければならないのである。その中では、問題に対する答えなどさ

さいなことであり、どうでもよいことに近い。むしろ問いをみつけ出し、自ら問い直

してみることが楽しくもある世界であるはずである。
（7）

イメージをつくり出すということは、そのような吟味あそびができるオモチャを自

分の手の中におさめことである。それは、「わかった」という実感よりも、「さあ、

こいつをありとあらゆるところから吟味してみるぞ」という武者ぶるいに似ている。

はじめて買ってもらったオモチャを手にした赤子のように。しかも、もっと素晴らし

いことに、このオモチャは、自分でつくれるのであり、世界を自分で見立てることか

ら生まれるのである。

わたしたちの教育現場の中に、このような、身ぶるいするような「吟味のよろこび」

をもう一度取りもどすことこそ、今日最も必要なことではないだろうか。「知ること」

が味けない作業と化し、労苦とさえなっているこの歪んだ社会においては。
（8）

花と種子の関係を知るために、だいこんのたねから入り、その周辺にあるかぶの花やそ

ばのたね、麦のたね、胚芽米など多方面から吟味し続けた。有田の言うとおり、個人が最

も興味関心をもったところから追究していくうちに、子ども自身が新しい学習材をつくり

出していくことになった。だいこんの花を教室にもってきた公平欽也君は、６年生になる

とたねのなったチューリップを教室に持ち込みみんなを驚かせた。まさにそれこそが個性

といえるのではないだろうか。

(2)「はてな？」の与え方

有田は子どもたちの「はてな？」をみんなの「はてな？」としては絞らない。黒板いっ

ぱいに書かれた「はてな？」は、確認はするけど絞ることはない。まとめない。
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だから、子どもは自分の経験と照らし合わせて一番ひっかかりの大きいもの、自分にと

って追究しやすいものを自分なりに調べてこられるのである。あのような自由な追究を生

み出す秘訣がそこにある。

みんなの疑問と称して、子どもたちの疑問を一般化させ、子どもの追究の意欲を低下さ

せてしまう授業を良く目にする。その後に授業を開いて終えても、子どもの追究は「道具」

探しで終わってしまう。みんなの考えを大切にしているようで、個々の追究意欲を弱めて

いる。そんな中からは個性的な追究はうまれない。

有田は、授業で子どもたちに沢山の「はてな？」を導き出させ、家庭での追究をはてな

帳に書かせることによって授業と授業の間を生かす指導を行ってきた。筆者は、有田の授

業は、はてな帳を書かせるために行うとさえ感じている。

追究のテーマの絞りこみをしないことが子どもの追究を広げている。

そこでは、教師の力量が大きく問われる。

子どもが調べたり気づいたりしたことを授業の中に価値づけていく大きな役目を背負っ

ていかなければならないからである。子どもの追究が統一テーマによるレールに乗った答

え探しであれば、教師は先が見えて安心して構えていられる。子どもも同じである。歴史

の調べ学習で参考書を丸写ししてくる子は、答えを見つけて安心している段階なのである。

教師はオープンエンドのつもりでも、子どもは家庭で閉じてしまっているのである。

家庭での追究の中から新しい「はてな？」を発見し、楽しんで追究を再スタートさせる

ことができる時、その子を有田の言うところの「追究の鬼」と筆者は捉える。そこには追

究を楽しみ学習材を開発し続ける子どもの姿がある。

その追究の導き方として有田は長年授業のネタを主張してきた。つまりは、教材論であ

る。授業を開いて終えるためには、教材論を抜きには語れないのである。

しかし、確固たる教材があればいいというものでもない。そこに存在するのが「人間と

しての教師」である。教材を提供するだけの「指導者としての教師」だけではない。

(3)教師の姿 （9）

子どもとの動きについて有田は次のように言う。
（10）

……それから一年生が信号機を調べて来た時、「～に信号機がある。」と子どもが言っ

たら、「よし行こう。」と言ってもう大抵の時はみんなで授業を止めて、みんなで信号

機を見に行きました。ほとんど行きましたね。学校の回りをくまなく歩きましたから、

そういうふうに何かが出てきたら、よしそこに行って調べてみよう。そういう動きを子

どもと一緒にやって積み重ねないとだめです。子どもが、書いたものだけを信用しない

ようにすることだと思うんですよね。やっぱり自分の目で見ないと納得できない子ども

にする……。

有田は、教師の指導として述べている。しかし、有田は、指導法と意識することなしに

誰よりも調べることを楽しんでいる。

調べることが楽しい。その姿勢は、子どもに追究過程で対象を道具としてとらえさせる

ことなく、調べること自体に喜びを与え、調べる中での新しい「はてな？」の発見を導く
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ことにつながる。

子どもの意識をそこへ向ける教師の影響の大きさを感じずにはいられない。

筆者は、有田先生と勉強する会の実行委員として一緒に行った寒河江市のバラ園、東根

市のけいおう桜の見学、また筆者の勤務校で飛び込み授業をしてもらった時の移動時の車

中で、または酒席で、有田の話を沢山聞くことができた。有田の話は豊富な話題で楽しく

て勉強になることばかりであったが、ものの見方・学び方を教えてもらえることが何より

の勉強だと感じた。

それは「こうするんだよ。」という教えではない。楽しそうに話す、興味を持ってメモ

を片手に調べる有田の姿から学ばせてもらったのである。

きっと有田学級の子どもたちは教師有田を見ながら調べる楽しさを体の中にしみ通らせ

ていったことであろう。授業中だけでなく休み時間、給食の時間、朝夕の会など、「はて

な？」を発見することの喜びを、追究することの楽しさを体全体で会得してきたのだと思

う。

奈須正裕は総合学習についての講演
（11）
の中で、

「総合学習は教師のやりたいことをやればいい。教師がやりたくないことはしない。子ど

もがやりたいからといって無理をしない。子どもと教師が一緒にやりたいことをさがして

やる。すると教師も伸びる。教科もかわってくる。」

と話した。子どもの気持ちを大切にするあまり、教師が無理をしすぎ楽しさを感じ得ない、

続かない実践では意味がないということなのであろう。

教師が身をもって追究する楽しさを子どもたちに広める。そういうことを抜きにして、

指導方法だけを考え、追究方法だけを子どもたちに教えても（気づかせても）子どもが学

習材を開発するという域には至らないのである。

教師が楽しんで追究する姿を子どもに見せないで授業のネタや技術だけを視野に入れて

授業づくりをしていては大きな部分が欠けてしまっているのである。

筆者は、1997 年度初めて１年生を担任した。楽しい一年間であった。また、子どもを

見る目を鍛えられた一年間でもあった。子どもと一緒に遊ぶことから始め、「はてな？」

探しなど楽しい授業づくり・明るい学級づくりと有田実践の追試をした。おたよりノート

の威力も十分に確認できた。日記は 10 月下旬から始めた。２ヶ月もするといろんなこと

が書かれてくるようになった。

みのむし ふかせ まい

きょう、学校からかえったら、おかあさんが、みのむしをみせてくれました。みのむ

しは、おうちのそとのかべにくっついていたそうです。みのむしはどうやってあんなに

じょうずにみのをつくったのかな。みのをきたまま、かべにのぼっていくのかなあ。の

ぼりにくくないのかなあ。せんせいは、みのむしがかべにのぼるところや、みのをつく

るところをみたことがありますか。わたしはみたことがありません。一どでいいからみ

てみたいなあ。もしかしたら、みのむしは、とってもはずかしがりやで、みんながみて

いないところでやっているのかな。

子ども以上に興味を持って「どれどれ？」と真っ先に動き出すことを目指していたら、

いつの間にか筆者の先に立って動き出す子どもたちが目の前にいた。
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子どもと教師が一緒に楽しむ中から子どもが学習材を開発するようになるという当たり

前のことを教えられた。総合学習の大きな柱ともなることではないかと考えている。

教師は、極端に引いて、子どもの活動を全面に出すという風潮がある。それが子どもを

大切にしている姿と誤解している向きもある。

子どもは、多かれ少なかれ教師のまねをする。友達のまねをしている。

佐伯胖の言う「結果まね」と「原因まね」
（12）
を通して学んでいくのである。それが集団

学習なのであり、学級で学ぶということなのである。

教師が授業の中で誰よりも生き生きとしていることを無為に妨げることが子どもを中心

とする授業になるとは考えられない。

教師のまねをしているうちに、いつしか自分らしさを発揮した子が飛び立っていくので

ある。

授業後に子どもの追究を導いた後、誰よりも追究を楽しんでいる教師。

そういう教師の姿を見ながら子どもは育っていくのである。

(４)帰納的にとらえ、演繹的に活用する

教科書だけを活用したごく一般的な授業を、

宮城教育大学の西林克彦の主張する三段論法

で表すと次のようになる。（13）

この場合、子ども達の頭の中では、「花の

後には種が残る」という法則的知識は、イン

ゲン豆＆トウモロコシに限ったものとして残

る。直線的で断片的な記憶となるので、当然、

観察段階は軽視されることになる。

言い辛いことではあるが、多くの子どもた

ちはこういう学習を行っている。

本節での実践は次のように表すことができる。

法： 植物は種をつける だいこんの種 種がたくさんつく 種は土の中

接： 花の後には種が残る 花がさくはずだ たくさんの花が集ま 花が咲いた後

っている 土に潜った

個：

インゲン豆 いろんな だいこん タンポポ・ひまわり 落花生

トウモロコシ 植物 トウモロコシ

教科書内容

「種をつけない花もある」という例外を大切にすると

思考は更に深まっていく。

法則的知識： 植物は種をつける

接続的知識： 花の後には種が残る

個別的知識： インゲン豆

トウモロコシ

教科書内容
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法則的知識に矛盾を感じたときに、子ども達の追究は高まる。

不安定な状態が子ども達にエネルギーを与える。そして、子ども達は固定概念を壊しな

がら成長していく。

このきっかけとなるもの（教材）を有田和正は授業のネタとして主張している。

考えるということは、極端にいえば、

今までまったく関係がないと思っていたことを、ある視点からみると深い関係があ

ることを発見することである。
（14）

これは、西林の言う接続的知識
（15）
によって結びつけることと同じである。

①帰納的に法則的知識を身につけ

②演繹的に法則的知識を活用していくこと

子どもたちの学習を、この２つを通して行わせなければいけない。

情報処理的には②だけでいい。一般的な受験は②で満たされている。

オープンエンドの授業後の授業研究会で、よく次のような指摘を受けた。

「子ども達の意欲は感じられます。いろんな見方が出てきていいと思います。しかし、授

業のまとめをしないで知識の定着がはかられますか？ 関心・意欲だけでは定着しませ

ん。」

教師が課題を与え、子どもが疑問をもち、解決してまとめを知って安定して終える授業

がすべてと思っておられる方々には、許せないという怒りさえ与えるようだ。そして、関

心・意欲はすべてではないと言う言葉になって表される。しかし、関心・意欲はないより

もあった方がいいのは当たり前のことである。

授業を疑問形で終えるということが理解できないようである。授業を授業そのものでし

かとらえていないからなのである。

筆者は、子ども達の家庭での追究に重きを置いている。そこまで含めての授業と思って

いる。もっと言えば、朝の会や終わりの会、給食時でも学習を行っている。知的好奇心の

高まった学級集団は、それが当たり前のことになる。疑問をもち追究することの楽しさを

覚えれば、それは休み時間でも行われる。

学力テストの結果がくると前述の言葉は聞かれなくなる。理科が平均 61 を越え、他教

科も 60 前後を示すとはじめて、知識の定着という言葉は聞かれなくなる。現場の悪い一

面である。（学力テストは観点別にはなっているが、ほとんど知識を問う問題ばかりであ

るのだから一面では言えているのかもしれないが……。）

しかし、今度は、「本当の学力は学力テストでは計れない。」という論点で語ろうとす

る。教育現場の寂しい一面である。

なのに学校では、教科書を中心に定理を教え、演繹的に法則的知識を活用していくこと

ばかりを教えている。より効率のいい法則的知識を使っていかに早く処理させていくかに

ばかり躍起になっている。

西林は、次のように言う。（16）

「未学習課題で学力を推測したい。」

「よく覚えている人ほど覚えているものは少ない。」

「同質化していく。公式を構成できる力が大切。」
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本実践で明らかなように、子ども達は様々な個別的知識を持ち寄り、意味づけを行いな

がら自分の中に取り入れて（理解して）学習を進めている。

確かに時間はかかるが、子どもの成長はめざましい。

だいこんのたねの追究は個別事例の追究であった。しかし、それが多くの植物を調べる

において帰納的な追究となり、子どもたちの自由な取り組みは演繹的な追究をも行ってい

た。

問題は最後まで解決しなくてもいい。

みんなで同一レールに乗った問題解決学習は教師の自己満足でしかない。

現場では、体験重視と叫ばれると、帰納的に法則的知識を身につけさせることばかりに

力を入れ始めている。

生活科が登場した時には、教えること・指導は良くないという間違った捉え方をして、

ちょっとの指導で子どもが大きく視野を広げられる機会をつぶしている授業を多く見せら

れた。

①帰納的に法則的知識を身につけさせ

②演繹的に法則的知識を活用していくこと

やはり、この２つが行われなければいけない。

片上の言う思考の往復運動とは意味合いが違う。しかし、大きく捉えての思考の両面か

らの往復運動と言うことはできるかもしれない。

子どもの頭の中は柔軟である。演繹的に法則的知識を活用しながら、同時に帰納的に新

しい法則的知識を導き出すことができる。

「さあ基本をやって、それでは応用をしますよ。」そういう捉え方をするのは、大人だけ

なのかもしれない。

帰納的・演繹的、その両面を自由自在にあやつって捉えることことこそ、真の応用と言

えるのであろう。
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≪注記≫

（1） 沼澤清一「５年生を追究する子に育てる」明治図書 1995 Ｐ．Ｐ．５４～５８参照

（2） 同上書 Ｐ．Ｐ．５８～６３参照

（3） 同上書 Ｐ．Ｐ．６３～６７参照

（4） 同上書 Ｐ．Ｐ．９０～９４参照

（5） 沼澤清一『有田和正先生の授業から学ぶもの』

「生活科と共に総合学習を創る」９月号 明治図書 1998 Ｐ．２０

（6） 有田和正『教師が教材開発を楽しむこと―その姿を見せる』

「生活科と共に総合学習を創る」９月号 明治図書 1998 Ｐ．２３

（7） 佐伯胖「考えることの教育」国土社 1997Ｐ．Ｐ．１１９～１２０

（8） 同上書 Ｐ．１２０

（9） 沼澤清一『有田和正先生の授業から学ぶもの』Ｐ．Ｐ．２１～２２参照

（10）第４回有田先生と勉強する会での有田の講演から 1998年１月５日村山市

（11）山形大学附属中学校での奈須の鼎談「中学校の総合的な学習をどうつくるか」から

1998年５月 28日山形市

（12）佐伯胖「考えることの教育」Ｐ．Ｐ．６６～６７

（13）西林克彦「間違いだらけの学習論」新曜社 1998 第３章理解と応用 参照

（14）有田和正『考える技能を鍛える』「授業研究 21」明治図書 1998参照

（15）西林克彦「間違いだらけの学習論」Ｐ．８８

（16）西林克彦 山形大学大学院講義「教育心理学特論」1998
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