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第二節 思考の往復運動の意義
―――――授業に連続性を。思考し続ける子どもを育てる。――――――

授業を開いて終え、子どもが追究する。

授業後に子どもに調べ活動を行わせることの難しさは、一度でも授業をしたことのある

者にとっては痛いほど分かることである。だからこそ、調べ学習を授業の中に位置づけ、

一単元一サイクルのようにクローズドエンドでしめくくる。そういっても過言ではない。

また、調べさせることはできても、それを授業の場で発表させることの難しさも、授業

をしたことのある者にとっては容易に理解できよう。

調べさせ、そしてそれを発表させることの難しさ。

強制的にではなく、楽しんでそれを行えるようにさせるためには………。

授業のオープンエンド化は、あえてその難しいことにチャレンジせざるを得ない。

極少数の卓越した子の高度な発表で授業を締めくくるよりも、極当たり前な疑問を自分

の言葉で発表できる子、調べてきたことを全体の場で表現できる子を育てようとしている

のである。オープンエンドは学習の生活化を図る。つまりは、知識を一方向から捉えるの

ではなく、自分の生活を通して自分の足で考える子を育てようというのである。

本実践は、試食の発表を通して、どの子も発表しやすいように構成している。前節の「だ

いこんのたねはどこになる？」は、教師の教材提示によって子どもを追究へ導く場面が多

くあった。本節の実践は、子どもの発表に寄り添い、そこからの「？」をもとに授業を進

めている。より子どもにそった実践となっている。しかし、授業に連続性を持たせようと

すれば、それは当然のことなのである。子どもの思考に寄り添うこと以外に子どもの追究

の連続性を重視した授業の終わり方などはできないのである。

子どもの考え方はゆっくりであり、ある時は大きな飛躍をする。

第２章(p20)で引用した佐伯の言葉を繰り返す。

「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。

授業の中ではいつもそれが繰り返されているのである。その中に、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が保持されていればいいのである。

以下に小単元全体の記録を追いながら、授業と日記の両面から子どもたちの成長を見て

いくことにする。各授業の記録では発表等の詳しい記録は省き、10時間目の一時間の全授

業記録を載せることにした。子どもたちの生の声を読みとって頂きたい。

①「スーパーのくふう」の実践から ３年・社会科 1995年度

筆者が初めて３年生を担任した1995年度（平成７年度）の実践である。

本単元は、スーパーについて知っていることを子ども達に発表させて、「スーパーの工

夫について調べてみたいことは？」という発問での導入の授業を多く目にする。または、

学年全体でのスーパー見学を設定し、その前段階としての「質問を考えよう」という授業。

「工夫を調べてみよう」と期間を決めて調べ学習を行わせての新聞づくりなど。

これを第２章の藤井千春の①～③の指摘に当てはめると、次のようになる。

第５章第二節 思考の往復運動の意義
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ａ．授業の最初の段階で、自分の調べてみたいことを決める。………………③

ｂ．それぞれ同じような課題のグループに分かれ、調べ学習を始める。……①

ｃ．問題解決学習の段階をたどらせて解決へと導く。…………………………②

ここで不足しているのは、Ｐ23で述べた通り、以下の３点である。

自己の「問い」と、かかわり合いによる友との「対立」

子どもの追究の連続性

学習問題設定の柔軟化

筆者は単元を通して次のように授業を行った。

前時からの → 話し合う → 新しい？ 家庭 前時からの

調べ学習の発表 分かる の発見 学習 調べ学習の発表

＜１時間の授業＞ ＜翌日の授業＞

有田和正（愛知教育大学教授）が主張した、

「未知から既知で終わる授業でなくて、知っていると思っていたことが、本当は良くわか

らない、で終わる既知から未知で終わる授業」

である。

授業の終末は、子どもたちに多くの疑問を導きだし、どうしてだろう？の発見で終える。

子どもたちは自分なりに調べ学習をしてきて、翌授業で発表する。友達の意見を聞きな

がら、自分の意見をまとめ直し、分かったかなと思った頃に、また新しい疑問が生まれて

くる。そして、調べ学習へと向かう。片上の言うところの思考の往復運動である。

子どもたちは、家庭で調べてきたことを、日記形式のノートに書いてくる。書くことに

よって、自分の考えを表現し、まとめることによって思考の再構築を図るのである。

毎日のようにスーパーに調べ学習に行き、実物を手にして考える子どもたち。

片上の分類によれば、問いかけ主導型のオープンエンドであろう。しかしそれは、多分

に授業後の子どもの追究を意味する。授業全体で言えば、対象受容型（この場合の対象と

は友達の発表である）のオープンエンドと言えよう。

この実践は藤井千春の指摘を意識して行ったものではない。しかし、結果として、藤井

の指摘する３つの課題を満たしている。つまりは、この形式での授業のオープンエンド化

の有効性を意味しているのである。

実践にあたって

本単元導入時の子どもたちの課題は、「試食を食べてこよう。」であった。ついでに、「ス

ーパーの様子を見てくること」とした。最初から「スーパーの工夫を調べてこよう」でも

授業は進められる。しかし、この導入の利点は、

・おもしろそうであり、だれでもできることである。

・調べてくるのではなく、見てくるのであり、より簡単である。
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つまりは、遊びの延長上にある。そして、課題の解決を求め（調べ）に行くのではなく、

疑問となるもとを見てくる（見つけに行くのではない）のである。

結果として、問題解決学習となっているのである。

子どもたちの関心は、試食からやがてスーパーの工夫そのものへと移っていった。試食

を中心にしながら、あらゆる方向へと視野が広がっていったのである。

子どもたちが放課後友達と一緒に、または、公園などで待ち合わせて始めた調べ学習、

意見を出し合って答えを導き出そうとする話し合い、資料を持ち寄り事実を指摘し合う話

し合いなどから、「みんなで調べながら分かってくる授業の楽しさ」を実感できたことが、

学習本来のたのしさ、真実性の実感へとつながったと考えている。

試食の？で子どもの連続した追究を導く

(1)単元の導入 (8/31)＜１時間目＞

単元の導入として、教科書などを使って商店と大型店の違いを確認した。そして、知っ

ていることを発表させ、板書していった。

商店街での様子を話す子。大型店で買い物をした時のことを話す子。子どもたちは、ど

こにどんな店があると楽しそうに発表してくれた。自由に話をさせるといろんなことがで

てくるものである。

本時は単元の導入であり、大型店でのいろんなことを思い出しながら、イメージをつか

ませることが大切である。授業の最後に次のように話した、

『スーパーには、やさしい人ばかりが選ばれて勤めているのです。ただで物をくれるやさ

しい人さえいます。』

すると子どもたちは、

「お店は、物を売る所だから、ただでくれる人はいない。」

「そんなことはない。」

「うそつき～。」

「それは、どろぼうになっちゃうよ。」

と言い出した。しかし、少しすると、

「おいしいですよ～と言って、食べさせてくれるところでしょう？」

「ウインナ－をくれた人がいたよ。」

「コロッケを食べさせてくれたよ。」

と楽しそうに話し始める子が出てきた。そのまわりで不思議そうな顔をして聞いている子

がたくさんいた。

「ただでくれるの？」

「先生、本当？」

『どういう所にあるの？』

「食べ物を売っている所。ヨ－クでウインナ－を食べたよ。」

「試食って言うんだよ。」

『ヨツバにもある？』

「ないよ。そこには」
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「電気を使う物を売っている店だからだよ。」

『ジャスコは？』 「○」

『長崎屋は？』 「○」

『ジョイは？』 「Х」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

板書の大型店名に試食をおいている店に○印、おいていない店にХ印を書いていった。

いろいろ意見が出るうちに、どうやら食べ物を売っている店にあるようだということにな

った。

どうしてただで食べさせてくれるのかについては、ふれない。

ここで話を出してはおもしろくなくなる。とりあえず、

【ただで食べさせてくれる所がある】

それを確認して、その場に子どもが行ってみたくなるようにすることが大切である。

終わりの会の連絡で、次のように話した。

『今日は、先生からみんなにプレゼントがあります。』

「ワ－イ。」

『すばらしい宿題です。』

「エ～～～ッ」 「いらない～。」

『試食を食べてくることです。』

「ワ－イ。ワ－イ。」

『お家の人が買い物に行く時にくっついていって、いっぱい食べてきてください』

「でも、お母さん、仕事の帰りに買ってきちゃうよ……。」

「今日、行かないかもしれないよ。」

『市内の学校のきまりで、みんなはお家の人と一緒でないと大型店には行っていけないこ

とになっていますが、特別に友達同士でもいいことにします。』

「うわ－い、ヤッタ～。」

「先生、かっこいい！」

「そんな宿題でいいの？ お母さん信用しないよ。」

「怒られちゃうかもしれないよ。」

『んじゃあ、お店の様子も見てきて日記に書いてくればいいよ。』

「いっぱい食べてもいいの？」

『これは、立派な宿題です。堂々としてきなさい。』
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「ワ－イ！」

楽しいことは子どもたちの活動を導く。木曜日という平日にも拘わらず、下校後たくさ

んの子が試食を食べに行った。

『家に帰ってから、友達同士でス－パ－に行く予定の人は後ろの黒板に行く場所と名前を

まとめて書いて行くこと。それから、お家の人に断わることも忘れないように。』

子どもたちの動きを知るためと、万が一のことを考えてみんなで確認した。幸いに、交

通事故や問題となる行動はなかった。そして、この板書によって、子どもたちの友達関係

の動きをつかむこともできた。

８月31日（木）子どもたちの追究 ３年５組学級通信ポンポコ№68より

★自分なりの追究ができている子

今日、まちがってコメリにいってしまいました。まいちゃんと妹とわたしでいきま

した。と中でセントラルの帰りのあおいちゃんとあいまして、いっしょにべんきょう

しようということになりました。かくものは、あおいちゃんはなにももっていないの

で、わたしは、メモちょうを１まいと、まいちゃんはえんぴつ１本やりました。さい

しょに、レジの人をかんさつすることにしました。まず、おきゃくさまがいるとき、

たいへんそうなかおだった。あせがたらたらではないけど、あせをかいていた。いな

いとき‥‥いないときもたいへんそうで、休むひまもなさそう。とかいてたときにめ

がねをかけたおばさんが、わたしたちのメモをみていたら、

「何年生。おべんきょう、えらいね。見がくだったら、何でもおしえてあげるよ。」

といっていました。やった－といいそうになりました。わたしと、あおいちゃんと、

まいちゃんでしつもんをききにいきました。わたしたちは、どんどんいってったら、

どんどんこたえてくれるので、やさしいなと思いました。そのしつもんは、中の人は

何人いるか－－Ａ．10人。ほかの人たちは、どういうしごとか‥‥‥じむの人、けん

しゅうがかり‥‥‥わからなかったのでくわしくききました。そしたら、もってきた

ものを、お金のかずはあっているかどうかしらべる人です。コメリは、４年前、平成

３年にできました。はたらく人は、人によってつごうで５時～９時までとかきまって

いるそうです。あと、こわれたものは、直せるものはなおして、なおせないものはす

ててしまうそうです。帰り、あおいちゃんのうちであそびました。と－ってもた－の

－し－かった－－で－す。 （武田 梢）

じっくり観察し、自分なりの考えを導き出せる子である。ユニークな発想は抜群である。

この子を前面に出すことによって、一緒に動き出す子が出てくる。

遊びのついでに調べ学習をしているところなど、なかなかのものである。

ヨ－クには、ししょくコ－ナ－があります。わたしは、とくに、かにのフライがす

きです。でもこのごろないようです。が－んと、がっかりきます。今日は、つれてっ

てくれ－ん（しごとだからしょうがない）でも、そのかわり日よう日にヨ－クにつれ

てってもらったら、かならずなにかかってもらえる－。

よるに、おかあさんとヨ－クにいきました。ししょくコ－ナ－でかにのフライをさ

がしたら、ありました。パクッ！おいしかったです。
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わたしは見た！ まえにおばさんがいました。へやに入っていました。なにしてる

のかなあと思ってみてみたら、フライをあげてたようでした。じゃあ、いまわたしが

たべたのは、あげたて～やったあ。ず－っとおいてカビないのと思ったら、おかあさ

んが、「大がた店はとりかえるのよ」といっていました。 （斉藤由加）

由加の母親は、看護婦をしている。帰宅が遅くなることがある。

この日記は、母親が帰ってくるまでの間途中まで書いて、一度ヨークに行くのをあきら

めている。その後に母親が帰ってきて、夜になってから出かけたようだ。

親子の何気ない会話から彼女は新しい発見をしている。

かげではたらいているおばさんの仕事に気づいたところがすごい。

「私は見た。」という言葉に、大きな心の動きがとらえられる。

これが授業で発表されると、☆ス－パ－には、かくれた所に部屋がある？

☆試食は、どうして作り立て？

☆古くなった試食品はどうする？

☆店員さんは、どういう仕事をしているか？

などの「はてな？」が生まれた。

今日、お－ばんとヨ－クベニマルに行ったザンス。お－ばんでは、見てこなかった

ので、わからなかったよ～～ん。お－ばんで、石川くんと会いました。ヨ－クに行く

時、あおいちゃんたちに会いました。

気づいたこと

大がた店は、ぜんぶ１つの店だけじゃあなくて、いろんな店があつまっているとわ

かった。それから、ほかの市や町からも多くの人たちが買い物にきていることがわか

りました。 （太田 剛）

さり気なく車のナンバーを見てきたのである。剛はクラスのムードメーカーである。後

につくり出す、試食のメニューの一覧（大きな画用紙に、店ごと）は剛に書いてもらった

ものである。

今日、セントラルにいった、と思ったら、セントラルはやすみでした。帰ろうとし

た、そのとたん、まいちゃんとこずえちゃんとそのいもうとののぞみちゃんが「コメ

リにいくんだよ」といって、わたしもつれていってくれました。メモちょうと、えん

ぴつは、かしてもらいました。おみせのメガネをつけたおんなの人が「何でもおしえ

てあげる」といって、色々しつもんをしました。しつもんをおわってきてから、 100

円のアイスを買いました。おかあさんが 120円をいれてくれました。まいちゃんたち

は、わたしの家にきてくれました。うらのようち園であそんできました。それからま

た家であそびました。とってもたのしい一日でした。レシ－トももっていきます。

（矢作 葵）

葵は、この時レシートの持つ秘密をとらえていた。９月８日の授業まで、黙々とレシー

トや新聞の広告（ちらし）を集めていた。学級全体のテーマとこういう個々の子のこだわ

りを並行してとらえさせていく。ここに個性的な追究が現れてくる。

★体験を通しての気づきを持つ子

しゅくだいのことを、おばあちゃんにしらせました。すると、ウエルマ－トへよっ

てくれました。そして、おかしをかってくれました。レシ－トをみると、いろいろな
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くわしいことがかいてありました。 （齋藤友里）

発想の豊かさでは素晴らしい力を持っている。しかし、如何せん調べることに対して億

劫がる面がある。この子の成長を日々願っていた。

今日、おかあさんといもうとといっしょに、ウエルマ－トにいってきました。でも、

し食コ－ナ－はありませんでした。ぼくは、なんでないとおもいました。そして、ス

－パ－にはいったら、さむかったです。 （奥山孝幸）

孝幸は、どちらかと言うと考えるよりも、こういう気づきに鋭い子。

自分の身体で体感したこと。こういう子の発表は大切にしたい。頭の良い子には、こう

いうのが見えない。感じない。

なぜ寒いのであろうか。というのは、みんなの前で発表すれば、誰かから答えが出るこ

とは予想される。事実、孝幸のこの発表の後、

「くされそうなものは、ひやしておくんだよ。」

「服がおいてあるところはそんなに寒くないよ。」

という友達の発表があった。このような身体を使っての「気づき」は特に大切にしたい。

★発表はできないが調べる子

今日、お店にいきました。セ－ブオンです。ししょくするばしょはなかったです。

うっているものは、食べるもの、生活につかうもの、マンガの本のようでした。中で

は、いつもだれかがうたっているうたが、ながれています。よくセ－ブオンにいって

いるから名前をおぼえてしまいました。 レシ－トをみてみると、１番上にセ－ブオ

ンとかいてあって、東根バイパス店、その下にでんわばんごう、その下にかったもの

合計、あずかり、おつりとかいてありました。 （井上奈美）

調べる力は抜群である。しかし、友達の前で発表しようとすると緊張して声が詰まって

しまう。まず、書いて表現することから自信を持たせようと考えた。友達とのつながりを

持ち、意欲が表面に表れてくるようになるとこの子は伸びる。そういう機会を作るのが教

師の役目である。

★家の人に聞いてみる子

ス－パ－では、カメラがついている。とくについているばしょは、ヨ－クベニマル

などは、カメラだけど、レジのところでビ－となるところなので、お金をもっていく

こと。ぜったいまもること。

① まんびきしない ヨ－クなどで、けいびの人がたっている。

② いっしょにいった人とははなれない。

③ お金をはらっていないしょうひんはあけない。

④ ほかのおきゃくさんにじゃまをしない。 （奥山貴博）

家族に聞いて書いてきた節がある。それでも良しとする。

誉めることによって、子どもたちの活動の方向性が理解されてくることになる。

★体験をせずに頭だけで考える子

今日は、ス－パ－にいけなかったけれど、少しおもいうかべてかいた。

① ものをなにかにあてて音がでると、それがいくらなのかわかるようになっている。

② おかしうりばとか、やさいのうりばとか、かいやすいようにわけてある。

③ たべたりするところは、１か所か２か所しかない。
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④ 店の人は、いつでもかいにきた人にあいさつしている。

⑤ はたらいている人みんな、レジにいる人も、ネ－ムをつけている。

（渋谷宜克）

宣克ほどの力のある子は、スーパーに行かなくてもこのくらい思い浮かべることができ

る。しかし、これを全て認めてしまってはいけない。自分の目で見た新鮮なことをとらえ

させて考えさせたい。実物を通した体験で、こういう力のある子は格段と伸びる。

お－ばん きづいたこと ① 店の中に入ると、すずしい

② 音楽がながれる ③ さかながたくさんある

④ ふくろづめにするところに、ポリぶくろやセロハンテ－プなどおいてある

（太田ちひろ）

生活力のある子で、機転も利き、意見も鋭い。しかし、実物を見る所まで行っていない。

これらは、経験から出たものである。こういう子がこの時大型店まで足を運べば、すばら

しい気づきがあるはずである。が、指導は急がない。ゆっくりでいい。

きがついたこと

さとうファミリ－では、しょうひぜいがついていた。かいものをたのまれて、オレ

ンジジュ－スとアイス２つと、いとこん２つ、チョコレ－トクリ－ムとあぶらあげな

どをかおうと思ったら、あぶらあげがどこにあるのかわからなかったので、店の人に

きいてかいました。 （後藤友美）

生活力があり素直でとても信用のおける子である。しかし、学習面で十分力を発揮でき

ないでいた。素直な物の見方は貴重な存在である。

(2)スーパーの秘密 (9/1)＜２時間目＞

９月１日は、31日に食べてきた試食品の発表から授業を始めた。（この後も、毎時間昨

日の試食のメニュ－発表から授業に入った。黒板の右側に統一して板書。）発表が得意で

ない子も自分が食べてきた物の発表ならできる！ 発表数が増えた。授業に活気が出てき

た。実物・体験を通した学習の強みである。

カニの天ぷら、にく、きのこあえ、メンタイコ‥‥‥‥

どこでどれがあったか。どのようにおいてあったか。本当にただであったか。

「あったかくて、おいしかったよ。」「３つも食べちゃった。」

「いいなあ。今日は、行くぞ～。」

試食品しか発表できない子もいる。しかし、最初はそれでもいい。スーパーへ自分で向

かったその行動をこそ認めるべきである。そうでないと、前述の体験をせずに頭だけで考

える子が活躍して、体験を通しての気づきを持つ子の活躍の場がなくなってしまう。この

子たちの存在こそが授業を活性化していく。授業と生活をつなげていくのである。

また、日記には書いてこないが見てきたことを発表することが得意な子もいる。しかし、

記憶に頼るため、曖昧になってしまうことが多い。メモをしながら聞いてきた子たちの正

確さを話題にしながら学習を繰り返すうちに、そういう技術は次第に身に付いていく。

活動を通して学んでいく場合には、まず良い方法を教えてから効率よくは必要ない。活
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動しながら友達の良い面をまねして学ばせていく方がよい。まねする方も、まねされる方

もお互いの成長を自覚することができるからである。友達から学ぶことの意味づけにもな

る。

試食の発表をしながら、子どもは、友達のつぶやきや、教師の質問を受け、スーパーの

様子を口にするようになる。

子どもたちの追究は、多様である。しかし、導入時の疑問はさほど多くはない。学習内

容そのものへの関心を早く示す子と友達の動きを見てから動き出す子と様々だからであ

る。２時間目のこの日は、試食のメニューの多さ、そして、本当にただで食べさせてくれ

たことへの驚きで、授業は活気づいていた。

この日の授業の子どもたちの疑問は、店員のつけているネームについてであった。

つまり、店員はどうしてネームをつけているのか？

「写真入りのネームをしていた」と「私が見たのは漢字だった」との違い

「私が前に見たのはひらがなだったような気がする………。」

友達との意見の違いから疑問は生まれてくる。

９月1日（金）子どもたちの追究 ３年５組学級通信ポンポコ№69より

今日、まいちゃんと、つじ村さんと、こずえちゃんとわたし、４人でヨ－クにいっ

てきました。ヨ－クには、よしかつくんと、みきちゃんがいました。お母さんときて

いました。ヨ－クの人が、わたしたちにやさしくおしえてくれました。そして、ヨ－

クの人に、こうききました。

「にんずうは、なんにんですか。」そうしたら、

「だいたい３８０人です。」といいました。わたしはびっくりしました。

つぎに、し食コ－ナ－にいってきました。そこには５つもありました。まず１つは

かに、２つ目はつけもの、３つ目はいか、４つ目はたらこ、５つ目はきゅうりでした。

でも、たらこがからっぽになっていました。

ヨ－クにはたらいている人は、ぜんいんネ－ムをしているんだそうです。それには、

小さい子もよめるように、ネ－ムはみんなひらがなだそうです。ヨ－クができたのは、

へいせい２年５月23日だそうです。

そして、かえりにアイスをかってかえりました。あとほかにもかいました。おそく

なったけど、自分ちに、ぶじにかることができました。とっても、とってもたのしか

ったで－－す。 （本間美帆）

この日の授業で出た「ネームをつけている」というのに対して、「どうしてネームをつ

けているの？」「ひらがなのネームだったよ。」「字が読めない人のためかなあ？」などい

ろんな疑問がなげかけられた。それに対する答えである。

こういう学習が楽しい、そういう雰囲気が学級全体に広がれば、子どもたちは大きく成

長することになる。

授業の方向付けは、単元の最初に行い、その後は少しずつ調べていく。そういう授業も

時には必要なのかもしれない。しかし、時間をあけると、子どもたちにとって、それは、

いつしかさせられている学習という意識が出てくる。新鮮みがなくなる。
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『体験』 → 「はてな？」 → 『追究（体験）』

この繰り返しを子どもたちの手で行えるようにさせたい。

昨日調べてきたことを発表することで、みんなで考え、新しい？が生まれ、みんなの追

究が始まる。授業を自分達で作っている。そう子どもたちが自覚し始めた時に、初めて子

どもの側に立つ指導が存在するのではないだろうか。方向づけは、毎時間、絶えず子ども

たちに意識させながら授業を進めることが大切である。

そして、そこに存在する友達に影響を与えている自分、授業を作っている自分を意識で

きたときに子どもは「自己原因性」を感じるのである。そして、それこそが子どもの活動

を活発化し、学習本来の楽しさを会得していくのである。

今日、ヨ－クベニマルにいってきました。ししょくコ－ナ－では、

つけもの、かにのてんぷら、中にチ－ズがはいっているいか、たらこ、キムチ、

ピリからきゅうり、たくあん

がありました。いかは、５～６こぐらいたべました。つけものやさんは、

「サ－ビスカウンタ－にいる人にしつもんしたら？」

といいました。そして、みんなで、

「ヨ－クベニマルはいつできたんですか？」ときいたら、

「へいせい２年の５月23日にできたよ。」といいました。

「みんなでなん人ぐらいはたらいていますか？」ときいたら、

「３８０人ぐらいはたらいているんだよ。」

といってくれました。たのしかったです。 （辻村美穂）

力のある子であるが、なかなかみんなの前に立って行動しようとはしなかった。女の子

に多い、決められたことをきちんと行うことが得意な子であった。この子が、友達と一緒

に自らの足で調べに行った。そこに大きな意味がある。

今日、おくやまたかひろ君とス－パ－たんけんにいきました。ヨ－クに行くとちゅ

う、ゆうと君と会いました。ゆうと君たちと行ったら、かんぺい君と会いました。さ

いしょ、サンワに行きました。つぎにヨ－クにいきました。そこで森くんたちと会い

ました。その後、コメリに行きました。コメリとサンワにもヨ－クのように、たの市

や町からもくる人がいました。 （太田 剛）

前日のヨークと同じように駐車場を見てきている。そこにこだわりが存在する。

子どもの調べ学習は点でいい。

教師は、多くを望みすぎる。１人の子に、多面的で深い追究を求めすぎる。点と点はや

がて線となる。これが学級に広がると面となり、立体となっていく。子どもの調べ学習と

は、このようなものである。

大事なことは、点による発表を面や立体に高められる学級集団が存在するかにある。

今日、ヨ－クにいきました。

① し食コ－ナ－は、いか、きのこいため、つけものがありました。いかは、チ－ズ

あじでした。

② 魚うりばには、テレビがおいてあった。さかなりょうりのしかたがわかる。

③ さかなうりばには、ビニ－ルぶくろがおいてあった。そのふくろは、さかなをか

っても、ほかのものににおいがつかないようにするため。
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④ あげもののうりばでは、コロッケとか、いろいろおいてありました。パックがあ

りました。かう人がいるだけとることができます。 （渋谷宜克）

前日の日記と比べると違いがはっきり分かる。「宣克くん、こういうのがいいね。」

その一言で彼には分かる。こういう子には、書いてきた内容をほめてはいけない。行っ

て見てきた行為をこそほめるべきである。

きょう、もりくんと、はやしくんと、ふじもとくんとぼくで、みせにいきました。

さいしょヨ－クベニマルにいってみました。そしたら、ほかのはんがいっぱいいまし

た。13人ぐらいあつまりました。それでししょくコ－ナ－が７人ぐらいでした。なん

とヨ－クベニマルのてんいんの人のかずは、３５０～３８０人ぐらいだそうです。ぼ

くはびっくりしました。つぎに、お－ばんにいきました。さいしょ、ししょくコ－ナ

－をさがしてたらお－ばんにはししょくコ－ナ－がないとわかりました。それで、か

えりました。たのしかったです。きづいたことは、「お－ばんにもししょくコ－ナ－

があるといいなあ。」 （大越佑樹）

１つの店に、クラスの13人が集まっている。驚いた。

どうしておーばんには試食コーナーがないのか。自分の足を通して生まれた彼のこうい

う疑問、これを大切にしてあげたい。腕白盛りの佑樹。授業をしっかりリードしている。

試食の魔力である。

今日、ヨ－クベニマルにいきました。ししょくコ－ナ－は、３つありました。

たらこ、ギョ－ザシュマイ、あと、もうなくなっているやつでした。

気づいたこと、土日のほうが、ししょくがコ－ナ－が多いと思いました。

（元木祐介）

曜日での試食コーナーの数の違い。比較をして考えることができる。しっかりした祐介

ならではである。大人の見方もでき、どこか全て知り尽くしているような存在の彼が自分

の足で行って、自分の目で見て考えることができるようになれば、鬼に金棒である。

今日、キングにかいものしにいきました。でもていきゅうびでやすみでした。てい

きゅう日は、９月２日まででした。にもつなどをおろしたりするので９月２日までて

いきゅう日になります。とかいてありました。ぼくは、ていきゅうびって、やすみな

んだけど、はたらいている人は、にもつなどをおろすので休みじゃないんだとわかり

ました。 （石川 怜）

定休日について考えている。

店で働いている人は、客のいる時だけでなく、定休日にも働いている。見えないところ

で働く人の姿をしっかりとらえている。

きょう、はやしくん、おおごしくん、もりくん、そしてぼくで、ヨ－クベニマルに

いきました。ししょくコ－ナ－が４つありました。でも、なくなってたのもありまし

た。つぎは、コメリにいきました。そしたら、ししょくコ－ナ－はなくて、たべもの

もあまりありませんでした。つぎは、オ－バンにいきました。ししょくコ－ナ－はな

かったです。 （藤本雄大）

8/31の授業で「コメリには試食はおいていない」ということになった。しかし、子ども

たちは行ってみる。本当だろうか、ひょっとしたらという子どもなりのスリルを味わうた

めにであろうか。また、行ってみて初めて実感できるというものでもあるようだ。
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３年生の子どもたちに限らず、子どもたちは大人のように全て直線的という訳にはいか

ない。しかし、だからこそ新しい発見が生まれてくるものである。

螺旋状に往復運動をくり返しながら、子どもたちの調べ学習は続いていく。

(3)子どもたちの追究 ３年５組学級通信ポンポコ№70より

９月２日（土）

９月３日（日）……運動会

９月４日（月）……運動会代休日

今日は、おかあさんがかいものがあるので、ウエルマ－トにいってきました。おみ

せにはいると、おかあさんのしりあいの人がぶどうをくれた。

① 品物のところは、かならず名前がかいてある。

② きせつのものがあった。魚では、さんま。氷がいっぱい入っていて、そこにさん

まが入っていた。それから、いもにかいのどうぐがあった。なべは、かしてくれ

る。まきは、うっていました。

③ しゅるいべつにならべてありました。 9/2

今日、ヨ－クにかいものにいってきました。

① うりだしているもののこうこくが、いろんなところにはってあった。

② リサイクル あつめているコ－ナ－がありました。そこには、白いトレ－とか、

ぎゅうにゅうパックが入っていました。

③ クリ－ニング店も、ヨ－クの中にあるのにきがつきました。

ス－パ－について考えたこと

① 小さいおみせがいろんなものを、ばしょをかりてうっていて、それが大きなたて

ものになったこと。 9/4 （渋谷宜克）

様々なことを自分の目で見て気づくようになってきた。

今日は、買い物に行けなかったので、月曜日の休みの日に友だちと行くやくそくを

しました。その時、どんなところを見てくるか、どんなことを聞いてくるか、まとめ

ておきます。

○ かいだんは、どうして何かしょにあるか。

○ 出入り口は、なぜたくさんあるのか。

○ サ－ビスカウンタ－は、どうして２かいと１かいにあるのか。

○ サ－ビスカウンタ－は、どんなしごとをするか。

そのほかいろんなことを見てきたいと思います。 9/2

今日、１組のいこまひろと君と４組の山科ゆう太ろう君とぼくとで、ヨ－クベニマ

に買い物に行きました。おこづかいで、メモちょうとおやつをかいました。100円コ

－ナ－で、お母さんにおべんとうばこを買ってあげました。サ－ビスカウンタ－で、

「学校のべん強で、いろいろ聞いていいですか。」と言ってからしつもんしました。

そしたら、係のえんどうさんという人が来てくれました。

ぼくたちを、そう庫につれていってくれました。かいだんや出入り口がたくさんあ

るのは、１か所だと、じこの時１つの場所にあつまるとあぶないのでたくさんあるそ
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うです。サ－ビスカウンタ－は、おきゃくさんがりようしやすいように１かいと２か

いにある。ぼくも、さっそくサ－ビスカウンタ－におせわになりました。それは、買

った物をわすれてきてしまいました。サ－ビスカウンタ－でうけとる時、サインをし

てとってくるんだよ。サインって、名前をかくんだよ。すごいことをおぼえたよ、先

生。そのほかにも１日5000人ぐらいの人が来るそうです。先生、物を買うときには、

しょうひぜいがかかるんだよ。それをわすれて買い物をすると、お金がたりなくなる

よ。 9/4 （板谷 翔）

理科の虫調べでは、図鑑を使って様々なことを調べてきた翔。しかし、実物の虫に触れ

ることは少なかった。彼は、この単元に入って、自分で行って調べることの楽しさを会得

していくことになる。視野が広がってくるのが目に見えて分かった。

翔は建物の仕組みから入っている。入り口は子どもによって実に個性的である。

どんなところを見てくるか、事前に考えている。こういう姿勢を大切にさせたい。なか

なか身に付かないものである。学級通信に載せ、子どもたちと確認した。

ヨ－クにいって、しょくりょうひんのところをみると、れいぞうこのところをみる

と、おんどのところがありました。わたしは、はじめてしりました。

9/2 （齋藤友里）

家で飼っている蝶々の話になると何ページも書く友里であるが、自分で行って見つける

ということになると難しいようである。子どもの得手不得手とは何とも不思議なものであ

る。

ス－パ－にいった。ごうきくんと、ゆうとくんといった。ヨ－クでは、ししょくが、

つけもの かにの天ぷら 牛肉サラダ いかしお キムチなすづけ やさいあげ

ぎょうざ ビ－ル

があった。ハロ－マックは、おととしの４月にできました。といいました。４人では

たらいています。サイフをただでもらいました。ポニ－はへいせい５年10月26日にで

きたそうです。 9/2 （石川 怜）

試食の発表に続いて「ただで財布をもらったよ。」と話していた。『どうしてなんだろ

う？』と質問すると、「う～ん………」

周りから、「また来て欲しいからじゃないの？」「一生懸命勉強しているからじゃない」

という声が聞こえてきた。

調べ学習においては、事実に意味づけをして持ってくることができれば、それに越した

ことはない。しかし、とりあえず事実を見つけてくること、それだけで良いのであれば、

もっと気楽に行ける。実物を前にすることができる。

調べ学習は億劫だ。多くの子どもたちはそう考える。１回の調べに多くのことを要求さ

れるからである。そうやって、物事を捉える機会を失っていくのである。

とりあえず行ってみて、何か引っかかりのありそうなものを集めてくる。それを授業の

場でみんなで話し合っていくうちに、その意味が見えてくる。中学年の調べ学習は、そう

いうところに意味合いをおきたい。

大上段に問題解決学習と、その形ばかりをとらえていると、そうはできない。

結果としての問題解決学習なのである。
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３人でパン屋さん見学！９月４日（月）運動会代休日
ヨ－クに、つよしくんと、ゆうすけくんと、ぼくでみにいきました。そしたら、ま

だあいたばかりなので、ししょくコ－ナ－は、ありませんでした。でも、サ－ビスカ

ウンタ－の人にたのんで、パンをつくるところを見せてもらいました。そしたら、大

きなオ－ブンや、パンをふくらますきかいがありました。ぼくは、すごいなあと思い

ました。 （高橋勇貴）

今日10時から、ぼくと、たかはしゆうきくんと、つよしくんで、ヨ－クベニマルへ

いきました。さいしょ、ししょくひんを見にいきました。でも１つもありませんでし

た。シュ－マイをうっている場所へいきました。ギョ－ザがありました。たべれるの

かなあと思いました。でも、たべれませんでした。なぜかというと、それは４しゅう

間前のもので、見本にしているものでした。

つぎに、サ－ビスカウンタ－にいって、「パンを作っているところをみたい。」と

たのみました。そしたら、マネ－ジャ－の人がきて、あんないしてくれました。そし

て、中に入ると、いいにおいがしました。つくっているのはド－ナッツ、しょくパン、

ピザでした。じゅんばんは、

形をつくる → ふくらます → かまどでやく です。

いまのじゅんばんのしゃしんをとりました。さいごに、マネ－ジャ－から、ぼくた

ち３人のしゃしんをとってもらいました。さいごに、「ありがとうございます。」と

いって帰りました。パンをつくるじゅんばんが、よくわかりました。

（元木祐介）

今日、ゆうすけ君とゆうき君とでス－パ－たんけんに行きました。ヨ－クに行った

ら、パンを作っている所を見せてもらいました。その後、元木君の妹のたんじょうび

のプレゼントをかっていきました。そしてかえりました。こんど行ったときは、いろ

んなとこを見てくるぞ～。 （太田 剛）

この３人が翌授業で「朝10時には試食はない！」と発表した。どうやら、試食はいつも

だしている訳ではないということになり、何時頃にだすのだろうかという話し合いになっ

た。

「10時にはない。」という事実を持ってくる子。

「では、いつ出すのだろうか。」と疑問を広げる子。

「お客さんの来たとき。」「たくさん来たときだよ。」と予想を持つ子。

「私が行ったときは、来たらすぐに出したよ。」と前に見た既成の事実と関連させる子。

（例えば、8/31の斉藤由加の日記）

「ぼくのときもそうだった。」と事実をとらえ直す子。

そして、その中から、

「人が多いときに出すのはどうしてだろう？」という「はてな？」疑問が生まれる。

これら一連のこと、全てに関連している子は少ない。（ほとんどいないと言っていい）

全てを体験することはできない。だからこそ友達と話し合って点を線に、そして面へと

広げていくのである。

どこかで関わり、友達の意見を通して大きな流れが見えてくる。
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子どもたちがそれぞれ持ち寄った事実、疑問をみんなで話し合い、その中からみんなで

共通となる話題、個々のひっかかりから生まれる疑問、それらが絡みあって授業は進んで

いく。

今日、ゆきちゃんと、お母さんと、わたしといくつもりが、ゆきちゃんがあそぶや

くそくをしていけなくて、友だちのえりちゃんと、ちえちゃんとで山形に行きました。

さいしょにマツザカヤにいって、入口の所にある「インフォメ－ション」という所で、

お母さんが「しょうひんけん」を買いました。5000円でした。それと、はこ代が30円

かかりました。

「インフォメ－ション」にいるおねえさんに、わたしは聞いてみました。

「しごとは、なんですか。」と、そしたら、おねえさんが、

「まいごのこどもをさがしたり、デパ－トの中をおしえたりするしごとです。」

とこたえてくれました。つぎに、マクドナルドで昼ごはんをたべました。つぎに、え

いがを見にいきました。…………………… （矢作 葵）

休日映画を見に行く途中、ふと尋ねている。葵さんの学習は実に自然で、柔らかい。

今日、お母さんと妹とはいしゃの帰りにヨ－クに買い物をしに行きました。今日の

し食コ－ナ－の数は、８つでした。ずっと前来た時はなかった物がありました。ぼく

は、おかしを買ってもらいました。そして、買い物がおわったので帰りました。ぼく

は、なんでし食がかわったのかなと思いました。 （林 幸憲）

前回はふらりと行ってみた。そして今日、比べることによって気づいた。

こういう気づきが子どもたちには多い。前回のふらりが後になって意味をなしてくる。

だからこそ教師は、前回の日記を読んで「何しに行って来たの？」「何を調べてきたの？」

などと言ってはいけない。

(4)買い物する人が多いのは (9/5)＜３時間目＞

この時間の発表は、数値が多く登場することとなった。試食のメニュー発表と並行して

試食の出る時間帯、各大型店の店員の数、曜日毎・時間毎のお客さんの数の違い、時間が

遅くなると生鮮品の値段が下がることなどへと進んでいった。

「買いものする人が多いのは？」

「試食は、お客さんがきたら？ 何時ごろに出すの？」

子どもたちの視点は客の動きへと移っていった。
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筆者は、子どもの発表を聞きながら、大まかに「？」を板書していくだけである。

９月５日（火）子どもたちの追究 ３年５組学級通信ポンポコ№72より

きょう、ヨ－クにいって、１つふしぎなことがありました。ネ－ムには何もかいて

なかったので、おかしいなあとおもいました。ししょくコ－ナ－は、まい日かわるみ

たいです。今日は、カニのフライがありました。ぼくは、だいたい夕方になってから

いくのですが、かいものをする人でいっぱいです。ヨ－クのあいているじかんは、朝

10時から、夜８時までです。 （渋谷宜克）

子どもたちの思考は絶えずくり返している。最初の時間に話題になった店員のネームに

ついての話がまた出てくる。

今日は、ぼくの家の近くのお店で、べんりなところなどをかきます。サンワは、ぼ

くの家でネッタイ魚をかっているので、ネッタイ魚のえさをかう時りようします。サ

ンワのリカワ－ルドは、おさけがやすいです。セ－ブオンは、お店のあいている時間

が長いのでべんりです。朝早い時や、夜おそい時にりようします。ウエルマ－トやお

－ばんは、ヨ－クベニマルができる前にりようしていました。ヨ－クベニマルは、１

つのお店で、くすりや食りょう、日用ひん、いりょうひん（きるもの、シャツ）文ぼ

うぐ、レストラン、目がね、バッグ、スポ－ツようひん、くつや、かさ、おもちゃな

ど、１つのお店でまにあう。多くの人が来ても、ちゅう車場が広くてべんりです。

（板谷 翔）

コンビニの利点、そして大型店の利点、それぞれをとらえている。２つを比較したとこ

ろはさすがである。

今日、ごうきくんと、ふじもっちゃんと、ゆうとくんと、ぼくで、ジャスコにいき

ました。ししょくは、 ぶどう つけもの ポテトチップ がありました。ブックバ

－ンにいって、きいてきたけど、かいてくるのをわすれました。でも、10年前にでき

たということはおぼえてます。セ－ブオンにいって、１日おきゃくが１５０人ぐらい

くるということがわかりました。10年前にできたといってました。デンコ－ド－にい

ってきたけど、きいてくるのをわすれました。 （石川 怜）

授業で出たお客さんの数について各店で調べようとしている。

２人の成長

ししょくは、いなごのにもの かにの天ぷら キムチ たくあんづけ かぶのつけ

もの なすのつけもの

パンやの中にいれてもらって、さいしょかたちのできたパンをこなとあわせて、38

どではっこうさせて、大きくふくらませて、オ－ブンでやいてさまします。さまさな

いとかたちがくずれる。

へいきんで、パンやに人は 700人くる。日ようび1000人。はたらく人25人。ふつう

の日、パンは2500こつくる。日ようび5000こつくるそうです。（佐藤美香）

お－ばんに行きました。

はたらいている人 19～20人 １日30人ぐらいくるそうです。休みにはいると

20～22人。しょうがつの１月１日だけ休み

サンワ はたらいている人 30人 休みなし 日ようびにいっぱいくる
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ウエルマ－ト かいそういかをたべました。休みはないそうです。

はたらく人 30人

コメリ はたらく人 11人。１日に 100人いじょうくる。土よう日はいっぱい

くる。火よう日は休み。 （後藤友美）

授業でみんなの話題となっていることについて調べてきた。

どんどん先に進んでいく子。自分なりの追究をしている子。みんなの話題となっている

ことを調べ、授業の中に参加することができる子。そして、みんなの流れよりも遅くなる

が、後からついていく子。授業の全体像が見えずうろうろしている子。それぞれである。

同じことをしていても、認めてあげて行動を価値づけてあげなければいけない子がいる。

子どもの様々な姿を長い目で見ていくことが教師に要求される。

更には、教科学習という一面からでなく、友達づくりという面からの生徒指導も加味し

て子どもを立体的にとらえていかなければならない。

９月６日（水）

きょう ウ にいきました。（ししょくコ－ナ－）

スイカ、すじこ、チ－ズかまぼこ、ビッグカツ

とびらの中に、サラダのししょくがありました。

わるいものがあるとわるいから、てんけんにきている人がいた。その人のかずは５

人でした。

きづいたこと てんけんする人がいて、すごいなあと思いました（大越佑樹）

何度も行っているうちにこういう鋭い発見をするようになる。一度きりでは分からない。

きょう、おばあちゃんといっしょにヨ－クにいって、ししょくひんをみてきました。

そしたら、かにの天ぷらと、いなごしかありませんでした。

ぼくは、なんですくないのかなあと思いました。 （高橋勇貴）

曜日毎の試食の量の違いに気づいてきている。しかし、彼の中ではまだはっきりとして

いない。

おーばん ししょくはない。１週間に1200から1300人。40人はたらいている。

せ プリン、ジュ－ス、バタ－は、れいとうされてうられている。はたら いている

人は８人。１日で 600人くらいきゃくがくる。本 300くらい。へいせい６年８月26

日。へいじつは６人。日が10人。

ヨーク きゅうりのつけもの、キムチ、いなごのにもの、きんぴらごぼう、牛肉サラ

ダ、わたりがにのてんぷら、パンやではたらいている人12人。だいたい3000こつく

る。 （大類勝幸）

勝幸のこの日記は、前述の２人の成長に並ぶものである。

家庭に帰ってから、追究しようとする活動が彼の中に芽生え始めようとしている。

学級の大きな流れの中に前述の佐藤、後藤、そして貴博、勝幸が自分で行動を起こすよ

うになってきた。

課題解決学習とまではいかないが、学習姿勢は育ってきている。
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(5)ヨークのひみつ (9/7)＜４時間目＞

いつものような発表の後、

「ヨークのはてな？」の発表

の時間をとった。

黒板いっぱいに「はてな？」

の発表があった。

授業後背面黒板にまとめて

板書した。その後、分かった

ものを記入していった。

９月７日（木）子どもたちの追究 ３年５組学級通信ポンポコ№75より

きょう、もりくんと、ふじもとくんと、はやしくんと、ごうきくんで、ス－パ－た

んけんにいきました。さいしょウにいきました。つぎに、セにいってきました。

セーブオン おきゃくさんは 800人。３年前にできた。こうかんでしごとをしている。
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こうかんは、８じかん。いちばんくる日は、火・金です。

つぎにポニ－にいきました。はたらいている人は、15人でした。みせにくる人1000

人でした。アルバイト０人。２年前にできました。

つぎにヨ－クにいきました。まずかいにいって、ゲ－ムのところにいきました。そ

れで、こういうゲ－ムですと、やらせてくれる。つぎに本やにいきました。いちばん

くる日は、日ようです。下のレジは31こ。まいごはおおい日で10人。ヨのアルバイト

は50人。出入り口は４つ。本は、1000さつぐらい。パンのきかい２つ。ク－ラ－みた

いなのが５こあった。パンのしゅるいは40こぐらいでした。パンやにはたらく人、４

人、レジ１こ。 （大越佑樹）

いつものメンバ－で楽しそうにがんばっている。ずいぶん詳しく見てこれるようになっ

た。『セーブオンの土日はどうしてこまないの？』と佑樹に尋ねた。

きょう、まいちゃんと、エミちゃんと、ヨ－ク、ポニ－にいきました。ヨ－クにい

って、ジュ－スをかってのみました。と、そのまえに、りょうがえをしました。 100

円コ－ナ－でりょうがえできるかと思っていったらサ－ビスカウンタ－でおねがいし

ますといわれました。サ－ビスカウンタ－って、りょうがえをできるんだ－－ところ

で、かんじんのししょくは、

① かにの天ぷら ② 牛肉サラダ

そして、しつもんコ－ナ－ のこったものはすてるそうです。もったいな－い。

アルバイトはいます。（高校生と大学生がやっている。）ひじょうぐちは４つで－す。

いじょう （斉藤由加）

放課後集まって、何やら相談して、仲良くス－パ－に行っている。中には見学に行かず

に遊ぶ約束だけで終わっている子もいる。それでもいい。

今日は、ス－パ－ではたらいている人をかきます。

レジではたらいている人 そうじをする人

サ－ビスカウンタ－の人 けいびいんの人

しなものをならべる人 あげものを作る人 魚を切る人

いろいろな人がいるんだなあ （板谷 翔）

彼の目は、建物から働く人へと移っていった。

いろんなものを並行して考えていける子

１つ１つ視点を定めて考えていく子

どちらが良いとは言えない。このあたりは個性ではないだろうか。

お－ばんに行きました。レジが６つぐらい。レジではたらいていた人は２人。お－

ばんは、今日もししょくがなかったようです。こんど、しつもんしてみたいこと、

どうしてキャベツはキャベツの所におくか。

おかしやヨ－グルトなどのねだんは、だれがきめるか。 （後藤友美）

ヨ－クの２Ｆのサ－ビスカウンタ－にききました。ししょくは、くされたものはぜ

んぶすてる。アルバイトは、高校生と大学生がいる。ひじょうぐちは４つある。ヨ－

クはいつできたか。平成２年５月29日で～す。ししょくコ－ナ－は、にかにの天ぷら、

牛肉サラダ、とうふです。 （天野まい）

自信を持った子はどんどん書いてくるようになる。
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（６）レシートから学ぶ (9/8)＜５時間目＞

葵が前から関心を持って集めていたレシート。それを使って授業を行った。

たった１枚の小さな紙から何が分かるか。資料の読み取りと言えば教師の言葉となる。

子どもたちにとっては、意味のない物ととらえていたものが、不思議なおもしろいものへ

と変わっていく過程である。

多くのレシートを比べながらみんなで解読の努力をしてみた。

葵は、翌年の４年生の水道の学習では「水道のレシートがあったよ！」と使用量の請求

書を持ってきて、そこから下水道を使用しているか（料金請求で分かる）を判断すること

になった。子どもたちの発見は、多くの場合直感的に応用へとつながる。そこに確固たる

ねらいや予測が存在しないことが多い。いや、内面では言葉にならない理由が存在するの

かもしれない。

９月８日（金）～10日（日） ３年５組学級通信ポンポコ №75・76より

今日、ジャスコに行きました。し食を見てから、

サ－ビスカウンタ－の人にたのんで、そうこを見

せてもらいました。まず、ジュ－スなどをおいて

ある所を見せてもらい、つぎに、すしを作ってい

る所を見せてもらいました。それで、すしを食べ

させてもらいました。わさびがきいてて、なみだ

がでました。さいごに、魚をさばいている所を見

せてもらいました。そこでシ－ルをもらいました。

（太田 剛）

こういう子も出てきた。質問の仕方が上手になり、大人との接し方が上手になったとい

うことであろう。

この話題は、教室で爆笑となった。一緒に行った貫平が店員に「何がいい？」と言われ、

「僕、たまごやき」と答えてしまったそうだ。「折角だからもっと高いのにしとけばいい

のに！ 貫平ちゃんは～。」と剛と一緒に行った祐介が言ったところから始まった。どう

いう寿司が高いのかと話題が広がった。
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こういう楽しい話題が子どもたちの追究の意欲を高める。

そして、こうした話題には、必ず子どもたちの生き生きとした生活場面が含まれている。

笑うことの大切さ
「～し合う場面」の中で一番大切なことは、みんなで一緒に笑い合うことだと思う。

作り合う、読み合う、歌い合う、話し合う………。何でもそうであるが、その中に、そ

の根底となる所に、みんなで一緒に笑い合える雰囲気がいつも準備されている集団となっ

ているかが大切である。

ここで言う笑いとは、俗に言うふざけや中傷、冷めたものではない。

本物の笑いは、小さな失敗や間違いを認め合える温かさ、豊かな発想を生み出す余裕、

心と身体の一体感、を生むものである。

学問的にどんなに高い作品、音読、合唱、討論となっていても、それがみんなを高め合

うものであるためには、友達との強いつながりがなければいけない。そこが「芸術」と「学

級文化」の違いである。授業者は、個々の子どもの力を高めようとするのと並行して、学

級集団の高まりを意識する。そうでなければ本物ではない。

みんなでお腹を抱えて笑い合えるようになったとき、クラスは個性的な生き生きとした

集団となる。

かなり極端な表現ではあるが、筆者の教職経験を通じて確実に言えることである。

真剣な話し合いができるクラスは、間違いなく大口を開けてみんなで笑い合えるクラス

である。

きのう、コメリにいってきました。コメリでは、とけいをなおしてもらいました。

とけいは、２じかんい上、くるくるパ－になっていました。レシ－トの下の方には、

№1408とかいてありました。そのばんごうって、なんのばんごうなのかな？

サンワにもいきました。レシ－トには、7466とかいてありました。ヨ－クは､3709､

7045とか4220、7045とありました。ジャスコにもいきました。レシ－トには、ばんご

うがかいてありませんでした。 （辻村美穂）

レシート番号のかいてないものを見つけ困っている。

きのう、ヨ－クに、ちひろちゃんといきました。牛肉サラダ、わたりがにのからあ

げでした。つぎに、パンやさんにいって、中をけんがくして、パンのしゅるいはぜん

ぶで40しゅるいあるそうです。上のサ－ビスカウンタ－でふくとかほうそうしている。

（岡崎 綾）

いっしょに行ったちひろが写真をたくさん撮ってきてくれた。

14日の放課後に、ちひろ、綾、宣克が、色画用紙に説明を書いてきれいに写真を貼って

くれた。

今日、お母さんと買い物に行きました。さいしょ、ポニ－に行ったんだけど、ぼく

は、車の中でまつことにしました。お母さんは、ティッシュとかを買ってきました。

つぎに、すぐ近くのしまむらに行きました。しまむらでは、服とかをうっていました。

そして、ヨ－クに行きました。やっぱり、かにの天ぷらがありました。牛肉サラダも

ありました。レジは、いつもとちがって、２人でしていました。たぶん人が多かった
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からだと思います。いろいろな物を買って帰りました。 （林 幸憲）

２人でしているレジの仕事に気がついた。

ス－パ－は、しょうてんがいより広くて、いろいろなしなものをうっている。ヨ－

クベニマルなどは、テナントりょうというものをはらって、ヨ－クの中にお店をだし

ているのもある。

がっこうの帰り道、トラックでやさいをうっているのにあったときがあります。ト

ラックでものほしざおをうっているのをみつけたこともあります。スピ－カ－で音楽

をながしながらでした。トラックがお店のようでした。 （奥山貴博）

みんなと違ったことを調べたいという意志が強く、お家の人の協力を得て、自分でも分

からないような難しいことを書いてくることもあった。しかし、段々と自分の言葉になっ

てきている。「トラックがお店のようでした。」というような個性的な表現が見られるよ

うになってきた。彼のように時間をかけてゆっくり着実に成長していく子もいる。

店の中には、たくさんのしなものが、しゅるいごと、きちんとならべられています。

いろいろなしごとをしている人がいました。

店長さんの話

この店では、わたしたちの生活にかかせない食べもの、着るもの、すまいにひつよ

うなものを売っています。入口には、きせつにあわせたしなものをならべておきます。

ちらしでお知らせしたしなものは、目につきやすいところにおくようにしています。

（後藤友美）

店長と直接会って話を聞いてくることができた。話の中から２つのことを書いてきてい

る。その視点が実に的を得ている。大きく成長している子である。

きょうよるこうこくをみていたら、おかあさんが、こうこくは土日はいちばんス－

パ－にきやすいから、金よう日にこうこくがいっぱいくるといったので、ほんとかな

あと思いました。あと、たまに日がわりにして、やすいものがきまっているところも

ありました。ぼくは、すごいなあと思いました。 （奥山孝幸）

レシートを授業で扱うと、新聞の広告へと視点が移る。孝幸は、広告を見ていて、母親

との会話から気づいたのである。こういう何気ない会話が生まれる背景には、今学習して

いることが家庭の中で話題となっているという毎日の生活がある。意識するしないに拘わ

らず、子どもたちの学習は生活体験の中にある。

伸びるとき！

今日、ヨ－クベニマルにいきました。１かいは、すずしかった。２かいは、あたた

かでした。そして、おかいものにいきました。ししょくコ－ナ－が４つありました。

①やさいあげ、②つけもの、③かにの天ぷら、④牛肉サラダ、でした。歩いている時、

生さんま１ぴき80円でした。はこにいっぱい水が入っていました。コマ－シャルでや

っていました。わたしは、見ていたらおいしそうだなあと思いました。また見つけま

した。小さいバナナもありました。色はみどり。茶色のバナナもありました。かって

かえりました。 9/6 （小野智美）

今日、かなえちゃんとわたしで、ヨ－クベニマルにいきました。ヨ－クベニマルの
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まとめをかきました。サ－ビスカウンタ－に聞きました。

① なん人はたらいているか。 Ａ 350 人

② ネ－ムをつけるのはなぜですか。 Ａ 名前がわかるように

③ レジはなん台あるか。

Ａ ２かいは10台、１かいは17台。あわせると27台です。

④ お昼ごはんはどうするか。 Ａ こうたい

⑤ ひじょう口はいくつあるか Ａ ４つ

⑥ しょうひぜいは、つかないものはあるのでしょうか。

Ａ たばこ、しょうひんけんはつかない。

⑦ なん年、なん月、なん日にできたか Ａ ２年５月29日

⑧ サ－ビスカウンタ－は、いくつあるの Ａ ２つ

⑨ サ－ビスカウンタ－は、なにのしごとをしているのか。

Ａ ほうそう、まいご、しょうひんのおとりかえ、つつむ、たくはいびん、

⑩ 体のふじゆうな人のトイレはいくつあるか。 Ａ ２つ

ヨ－クベニマルのパンや

① パンのしゅるいはいくつある Ａ 40しゅるい

② いっぱいこむ日は Ａ 土・日

③ はえがパンにくっついたらどうする Ａ たたく

④ パンは１日なんこやく Ａ 2500こ

⑤ おきゃくさんがなん人ぐらい１日くるか

Ａ 300～500 人くる 多い日は1000人

ヨ－クベニマルの本やさんにききました。でも、だめといわれました。

今日のかんそうは、サ－ビスカウンタ－はやさしいでした。でも、本やさんは、し

んせつじゃなかったです。 9/8 （小野智美）

９月７日の日記で自信をつけた智美は、こんなに頑張って書いてくることができた。

調べ方の１つの方法を身につけるとそれを一生懸命に活用して取り組むことができる。

持っている力を如何に表現していくかは、その子の意欲に関わるところが大きい。

(7)レシートとちらしから分かること (9/11)＜６時間目＞

前回の授業の後、子どもたちはいろんなレシートを集めてきた。本時は、たくさんのレ

シートを比べながら話をした。

新聞に入ってくるちらしもたくさん集まった。「毎日同じようにちらしが入ってくるん

じゃないよ。」「じゃあ、何曜日にちらしが多いんだろう？」などの疑問が出された。

「お客さんが一杯来る日。土曜日と日曜日だ。」

「その前じゃないとだめだ。ちょっと前。」

ちらしの曜日を見比べながら、木曜日・金曜日・土曜日にたくさん入ってくることが分

かった。

客の流れに合わせた店側の工夫が見えてきた。

各店の試食メニュ－表を作り教室に掲示して、毎日子どもに書いてもらった。
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試食は何曜日に多いか。

どの店が多いか。

どういう試食が多いか。

この辺までくると、その一覧を見ただけでいろんなことが見えてくるようになっていた。

９月11日（月）子どもたちの追究

今日、レシ－トのことできがついたことを書きます。レシ－トには、店の名前と電

話番ごう、せんでん（夜８時までえいぎょう、９月15日けいろうの日、おじいちゃん、

おばあちゃんへのおくる物はとうてんで）と書いてありました。日にち、何だかわか

らない番ごう、たんとうの人の名前、買ったしな物の名前、ねだん、お店には、しな

物にはしゅるいべつに番ごうをつけてある。たとえば、せんざい、肉、魚、つけもの

など、番ごうでわけてある。買ったねだんの合計、しょうひぜい、きゃくがだしたお

金、おつりがいくらかまでのっている。レシ－トを見ると、いつ何を買ったかすぐわ

かります。 （板谷 翔）

今日、ゆかちゃんと、しとサンワとヨにいって、いろいろきいてきました。さいし

ょ、何かかって、それから色々きこうとしたんだけど、いそがしくてきけませんでし

た。しかたなくてサにいって、色々きいて、１日のおきゃくさんの数は3000人、１週

間で 21000人。下のレシ－ト番ごうは、レシ－トのでた番ごうだそうです。どうして

そうゆうことがわかるのかときいたら、コンピュ－タ－でインプットされているそう

です。あとは、おきゃくさんがきたからきけませんでした。つぎに、ヨにいって、

わたりがにの天ぷら 中かくらげ いかにんじん

むらさきづけ マヨネ－ズたこ ずわいがにのフレ－ク

つぎにパンやにいって、パンをゆかちゃんがかって、おおいそぎで家にかえりまし

た。 （矢作 葵）

きょう、あおいちゃんと、サンワ、ヨ－ク、しまむらにいったのよ－。サンワは、

１日におきゃくは3000人。下のばんごうは、レシ－トの出たかいすうだそうです。で

きた日は、４年前だそうです。つぎは、ヨ－クに行きました。ししょくは、いかにん

じん、中かくらげ、むらさきづけ、かにの天ぷら、たこのマヨネ－ズと、ずわいがに
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のフレ－ク、あっそう、牛肉のやいた物。パンやにいったら、もうおわり。くそ－。

でも、パンはかってきたもんね－よかった。 （斉藤由加）

ぼくがおもうのは、メロン、スイカ、みかん、それから、パンとかのし食コ－ナ－

があったらいいなあ

サ－ビスカウンタ－というところがあった。わすれものや、おとしものをあずかっ

ていることもあるとおもう。いつも１人とか２人とかいる。

みせのしなものは、いろいろなところから、おくられてくるとおもいます。みせで

かいものをすると、どうしていつもレシ－トをくれるのかな。ちらしは、きょうなに

をうっています、とおしえるためにあるとおもいます。 （渋谷宜克）

今日、ベニマルに行きました。ふくやけしょうひんがたかかったです。したに行っ

て、ししょくを見に行きました。４つぐらいありました。さいしょ、いなごを見つけ

ました。でもたべませんでした。つぎに、ゆかちゃんと、あおいちゃんにあいました。

そのまわりにあるししょくは、からっぽ。パンやに行きました。はたらいている所を

見ました。いいにおいでした。中には入りませんでした。 （後藤友美）

自分なりの見方で、自分の行動をしている。

(8)みんなでヨークベニマルの見学 (9/13)＜７・８時間目＞

３年生は毎年学年でヨークベニマルにお願いして見学させてもらっている。

学年５クラス170人近い人数で見学するため、どうしても見学会という意識で、質問も

代表で数名と堅苦しいものとなってしまうことが多い。筆者は、こういった見学で子ども

が発見したり気づいたりすることも大切だとは思う。いつもは入れない専門の部屋に入っ

たりすることもできる。表からは見えないところも見せていただけるからである。しかし、

日々子どもたちが店に立ち寄ってした質問や発見を大切にしたいと思うのである。子ども

が自分の足で見に行くこと、そちらをより大切にしたいと思っている。

９月13日（水）

説明をしてくれるヨ－クの担当の方は３人であった。我が５組は、幸運なことに１クラ

スで説明を聞いてまわることができた。担当の方は女の方で、実に親切にいろんな所を説

明してくれて、また、たくさんの質問にもていねいに答えてくれた。

筆者は、倉庫前でヨークに荷物が運ばれてくるのを子どもたちと一緒に見ていたとき、

意識的に運ばれてきた山崎パンを見せた。

『パンは、ここでは作っていないんだ。』

「先生、入口の所に有名なパン屋さんがあるんだよ。」

「僕たちが食べさせてもらった所だよ。」

９月４日の３人が言った。すると、驚いたことに他にも何人か食べさせてもっらたと言

う子がいた。

『じゃあ、どうして運んでくるのだろう？』

ここまで投げかけておいた。これは、試食から学ぶことと近いものがある。

この時点で、「焼きたての方がおいしいからじゃない。」という子もいた。
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説明をしてくれる担当の方に、入口すぐにあるパン屋にも寄ってもらうようにお願いし

た。予定のコースにはなかったようで、担当の方は一瞬迷っていたが快く引き受けてくれ

た。

裏の通路からパン屋を覗いていると、できたてのほかほかパンの匂いがしてきた。

「また来たか。」という温かい言葉をかけられている子がいた。もうすでに常連さんのよ

うになっている子がいた。「食べていくか？」「はい！」「わーい！」子どもたちは喜びな

がら焼きたてのパンを食べさせてもらった。数種類、申し訳ないくらいたくさん食べさて

もらえた。

体験のすばらしさはここである。

物を通して人とのつながりが生まれてくる。

「焼きたてのパンを食べたの初めてだ～。」

「熱くておいしい！」 「ホカホカだあ。」

『買うんだったらさっきのパンとどっちを買う？』

そういう言葉がいらないくらい、あたたかいパンは子どもたちを説得した。

後から、パン屋によったのは我が５組だけだったと聞き、貴重な体験をさせてもらえた

ことに感謝した。

＜９月12日＞ ききたいこと

① ス－パ－の品物は、どこからくるのか。やさいとか、くだものはまい日くるのか。

② さかなをうっている所のちょうりばがみえるようになっているのはどうしてなの

か。

③ 品物をならべるのは、きまりがあるのか。

④ ちらしをだすのは、だれがきめるのか。 （渋谷宜克）

今日、３年生ぜんたいで、ヨ－クにいきました。あんないしてくれる人がいました。

ようふくのところにテレビがあります。ときいたら、おこさんたちがたいくつしない

ようにしているとこたえてくれました。そして、ずっと２かいをみて、そうこにつき

ました。そうこは、２つありました。１つ目のそうこは、ようふく、おもちゃとかが

ありました。２つ目のそうこには、ジュ－ス、のりとかがありました。あと、そこで、

トラックからにもつをおろしていました。つぎに、パンをつくっているところにいき

ました。そこで、パンをもらいました。あと、パンをみにいったときに、やくところ

は１つだとおもっていたら、２つか３つありました。つくるときは、てぶくろをかけ

るだけじゃなく、てぶくろにしょうどくをつけるそうです。つぎに、しょくどうにい

きました。そこで、コ－ヒ－ぎゅうにゅうをもらいました。あと、しつもんをしまし

た。しつもんをしたあとにかいものをして、げんかんにあつまりました。そして、「あ

りがとうございました」といって、ヨ－クのまわりを１しゅうしてかえりました。

（渋谷宜克）

前の日に質問することをしっかり考えていった。しかし、その場に行ってみると、目の

前のものを見て、それへの質問となることが多い。

質問をしっかり考えて行き、その質問をしてくる。それもいい。いや、大人の考えでは

そちらの方が良い、となりやすい。ところが、子どもは「今」自分の目の前にある物への

関心が優先する。日々刻々と成長しているのである。
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こういう子どものとらえ方は場当たり的ととらえられるのであろうか。

課題解決型学習をしっかりとしたレールの上で行おうと、段階毎確実に進めていこうと

すると、それは子どもにとってお仕着せのさせられている学習となってしまう。子どもに

よっては感覚で、直感で捉え、やってみてから考えるという子が多い。学年が下がれば下

がる程、答えよりもやっている過程を楽しんでいる子が多い。大人がそこに答えを導き出

すことを要求しすぎるため、いつしか子どもたちは過程を楽しむことを忘れて、答えが当

たっていたかはずれたかだけに関心を持つようになるのである。

子どもがその教材にのめり込めばのめり込む程、身体が発する疑問が優先される。

今日、ヨ－クのけんがくに行きました。まず、２かいに行って、レストランに行き

ました。入口には、おいしそうなのが、たくさんならんでいました。先生は、たべた

がっていました。でも、あれは見本で、ロ－でできているので、食べられません。次

は、赤ちゃんが休む所を見ました。そこには、ベビ－ベットがおいてあり、おむつを

かえたり、ミルクをのんだりする所です。ぼくも赤ちゃんの時、つかったことがある

と、お母さんが言っていました。２かいのそうこも見ました。ロッカ－がたくさんな

らんでいました。そのほか、にもつせんようのエレベ－タ－がありました。人がのる

エレベ－タ－よりも広かったです。１日に多く売れるしな物は、牛にゅう、なっとう、

とうふなどです。新聞などに入っているちらしは、大きいので40万円、小さいもので

８万円ぐらい。コマ－シャルは、１千万円ぐらいかかる。すごいお金をかけて、おき

ゃくさんをよんでいるんだあなあ。 （板谷 翔）

このような何気ない最後の一言は、子どもの口から出させたい。

大人が呪文のように唱え、子どもに暗唱させるものではない。知識の定着としては、そ

の方がより効率的な学習になるのではあろうが。過程があっての言葉である。

今日、ヨークにいってきました。みてきたこと、きいてきたことをかきます。まず

さいしょに、いろいろなところをみました。ヨークの２かいにいきました。洋服をう

っているところにいきました。ねだんがかいてあるところに、赤でねだんがかいてあ

りました。品物がはこばれてくる所にいきました。そしたら、レジがありました。そ

のレジは、ねだんをはかるレジだそうです。ヨークには、品物についているシ－ルが

でるきかいがあります。

１かいのパン屋さんでパンをたべました。おいしかっ

たです。そして、おみせの人がたべてるしょくどうで、

しつもんをききました。あおいちゃんが、こうこくのこ

とについてききました。こうこく４千～５千まい。40万

くらいかかる。へやは、10か所あるそうです。ヨークは、

虫が中に入らないように「かんきせん」みたいなので、

まもっていました。レジにお金がなくなるとわるいので、

りょうがえできるきかいがありました。そのあと、300

円でおかいものをしました。いろんなものをかいました。

百円コ－ナ－は、レシ－トが赤と白のしましまもようでした。下にはばんごうがかい

てありませんでした。どうしてかなあ？ （辻村美穂）

５日前の日記にも番号のないレシートのことを書いている。１つのことにこだわって比
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較しながら考えられる子は伸びる。

今日、２・３・４こうじの時、ヨ－クベニマルに行ってきました。学校からヨ－ク

まで歩いてちょっとつかれてしまって、でも、ヨ－クにいったら少しすずしくなりま

した。さいしょ５組は２かいからでした。２かいにいって、こどもの洋服をうってい

る所で、あんないしている女の人が、ここでこどもがつまらないとき、テレビを見せ

る所があって、もう１つおむつをしている赤ちゃん、まだあるけない赤ちゃんをだい

ていると重くてかいものができないから、赤ちゃんあずかり室があります。とことこ、

こんどは大きい人からならんで行きました。

次に、そうこの中を見せてもらいました。そうこの中は、とても広く、ものがたく

さんおいてありました。つぎに、昼ごはんを食べる所も見せてもらいました。あんな

いの女の人に時間がきまっているんだよと聞きました。そして、にもつをおくってく

るところにいってきました。そして、パンやにいってパンをもらいました。そのとき、

５組だけパンを食べさせてもらったのでＲ。次にしつもんをして、何かをかって、学

校に帰りました。 （矢作 葵）

葵は、学年全体で質問するときに「広告の印刷枚数」と「いくらかかるか」について質

問した。ここにもずっとこだわり続けてきた彼女の姿がある。

ヨ－クにいきました。しらべてきたこと。２かいに赤ちゃんきゅうけいしつがあっ

た。にもつせんようエレベ－タ－がありました。次に、パンやにいきました。きじを

やわらかくする16ど、そして、できたてのパンとピザパンをたべさせてもらいました。

おいしかったです。１番うれるしな物は、なっとう、ぎゅうにゅう、しょうゆといっ

ていました。ちらしの数 4000～5000枚。つぎにかいものをしにいきました。さいし

ょ、森くんと、林くんといったけど、とちゅうでちひろちゃんが、はんごとだよとい

っていました。ので、はんごとにいきました。ぼくは､184ばんのティッシュをかいま

した。レジでまってたら、おばさんが、わりこみしてきました。レジは、５番でかい

ました。そして、帰りました。パンはおいしかったなあ。 （石川 怜）

焼きたてのパン、本当においしかった。

このパン屋は、子どもの「売れ残ったパンはどうするのですか？」という質問に、「う

ちのパンは売れ残りません。全部売れます。」と豪語するくらいである。

見学からの帰り道、子どもたちと並んで歩きながら、

『どうしてみんなにただであんなにたくさんのパンを食べさせてくれたんだろうねえ。』

とつぶやくと、

「宣伝なんじゃない。」「おいしいことが分かると買ってもらえるからじゃない。」

そういう言葉が返ってきた。

＜宣伝＞＜サービス＞子どもたちにとって、なかなかとらえにくいものである。

子どもによって
今日、２～４時間目まで、ヨ－クベニマルに３年生ぜんいんでいきました。２Ｆの

おみせなどをみました。さいしょ、あかちゃんの洋服をうっているところに、赤ちゃ
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ん休けい室がありました。なかにベットや水どうのところに水とおゆのシ－ルがあり

ました。２Ｆに、ひじょう口がありました。レジのよこに電話がありました。にもつ

用のエレベ－タ－がありました。りょうがえするところもありました。しな物は、い

ろいろな会社からきているそうでした。そうこがありました。おにくにラップとシ－

ルをはるきかいがありました。わたしは、だいひょうでした。かんそう、たのしかっ

たです。こんど１Ｆにきて、おかいものをしました。はんごとでしたので 800円でし

た。そして、しゅうごうして学校にかえりました。とってもたのしい１日でした。

（天野まい）

いろんな発見をすることができた。ていねいに仕事をしてとても字が上手なまいである

が、作文は得意ではなかった。特に自分の考えを書くということが苦手であった。

しかし、ここまで頑張って書いてきた。

見学時に肉をラップしてシールを貼る機械があった。「やってみたい人？」と聞かれて

真っ先に手を挙げた中から、筆者がまいを選んだ。それもあってか意欲的に書いていた。

彼女に「？」疑問は生まれにくい。１つ１つ認識していくことに力を入れている。

「どうして～なのだろうか？」という書き方の視点を与えれば書くことはできるはずであ

る。しかし、いつも彼女には、自分はみんなのしていることを分かっているのだろうか、

という不安がある。こういう子には、自分で問題を持つように指示するよりも、友達の問

題でもいいから一緒に問題解決をするどこかの場面を共有させることから学習に参加さ

せ、その方法を少しずつ会得させることが大切だと思う。

ゆっくりで良い。

小学校３年生の二学期である。「問題解決」から入るのではなく、「体験」「～し合う」

から入った方が適切かと思う。

こうやって学習するんだよというレールは教師から出すべきではない。

体験・発見の中から疑問を持つことの楽しさを体得させ、解決していくことのおもしろさを味わ

わせ、自然と問題解決型の学習に導くようにしたい。

(9)産地調べ (9/14)＜終わりの会での連絡＞

終わりの会に宿題の「産地調べのプリント」の書き方を説明した。

ついでに３日分のヨークの試食も確認した。

社会の授業のない日の朝の会、給食時、終わりの会は、子どもたちの思考を継続させる
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上でも重要な時間である。

９月14日（木）～17日（日）子どもたちの追究『スーパーの工夫』

３年５組学級通信ポンポコ№80より

きょう、おばあちゃんとヨ－クベニマルにいきました。10時ごろにいったので、あ

いてからは、あまりじかんがたっていませんでした。ししょくは、からあげみたいな

ウインナ－、それだけ。早いからね－

だんだんこんできたころ、すぐにたべられるおにぎりとかを、どんどんだしてきま

した。そのばでやき、すぐにパックに入れ、おきゃくさんがいっぱいきたときにすぐ

だす、ということがわかりました。 （斉藤由加）

客の数によって、出す物の違いに気がついてきている。

彼女は、最初に「今私が食べたのは揚げたて～」と書いている。（8/31）その印象が大

きかったのであろう。それ以降あたたかさや新鮮さにこだわってきている。

ぼくは、ス－パ－の工夫をかんがえました。

サ－ビスカウンタ－だと思います。サ－ビスカウンタ－は、つつんだりあずかった

りしてくれます。もしにもつをりょうていっぱいにもっていても、サ－ビスカウンタ

－にあずかってもらえばまだかいものができます。そういうのが、ス－パ－の工夫じ

ゃないかな。 （元木祐介）

客の立場に立って店の人から「してもらう」という＜客が便利になる＞視点からサービ

スカウンターの仕事をとらえてきたが、祐介は「してもらって………する」という＜店が

もうかる＞視点に立って考えている。

相手の視点から認識し直すことはこの時期の子にとっては難しいことである。

① かったものの中で、たまご、とうふなど、やわらかいものは、かごにいれると

き、上にいれる。

② ししょくコ－ナ－を出して、たべてもらって、おいしかったらかってもらえる。

③ 夕がたになると、あしたまでにくされるとわるいのでやすくする。

（石川 怜）

これは自分の生活体験からくるものであろう。こういう小さな店員の工夫（行為）をサ

ービスという言葉で受け取らせることは難しい。子どもたちは、それに接することでしか

理解できないものである。

ヨ－クのくふう

① 物が見やすいように、上にかがみがあったり、だんをかえたりする。

② サ－ビスカウンタ－がわかるように、上に大きくかかれている。

③ ネ－ムをつけると、だれにでもなまえがわかる。

子供にもよめるようにひらがな。

④ 人がたくさんくるときがあるために、レジがたくさんある。人が少ない日は、４

～６台くらいしかつかわない。

⑤ しな物がかわらない（くされない、とけない）ように、ク－ラ－やれいぼうをか

けている。

⑥ お客の見えない所にかくしカメラがある。万引きや、わるいことをしたときうつ
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る。

⑦ ⑥にたいして、万引きをした人をつかまえるけいび員さんがいる。

（太田ちひろ）

① たくさんの人にきてほしいから、ちらしをだしている。

② じてん車でくる人のために、じてんしゃおきばをつくっている。

③ 車でくる人のために、ちゅう車じょうをつくっている。

④ 買いやすいように小さくする。

⑤ おきゃくさんに、あかるくせっするように心がけている。

⑥ そとから見えるようにしている。

⑦ 大がたてんは、人がいっぱいくるように、入口をいっぱいつくった

⑧ かんばんをみえるようにしている。

⑨ 人があつまるように、いいものをだして、ちょっとでもよごれているのはださな

い。 （渋谷宜克）

細かい所にまで気づくようになってきた。⑤⑥の工夫にまで気がつくようになってきた。

① 肉、やさい、さかななど、品物は、みんなにわかるようにならべてある。

② トイレは、男と女だけではなく、からだのふじゆうな人（車いす）せんようのト

イレがある。

③ れいとうひんは、ビニ－ルに、みんながわかるようにねだんがかいてあるシ－ル

がはってある。

④ やさいをはかりにかけて、じぶんのほしいぶんだけかえるようになっている。

⑤ ヨ－クベニマルは、みんながパン屋や、本屋、ふく屋にいかなくてもいいよう

に、みせの中につくってある。 （辻村美穂）

今日は、いろいろなお店のくふうしているところをかきます。ヨ－クは１つのお店

でほとんどの物が買えるのと、し食を出してあじをみてもらうことです。セ－ブオン

は、長い時間開いています。店は小さいけど、いろいろなしな物を売っています。コ

メリは、食べ物い外の物をたくさん売っています。たとえば、大工用ひんなど、ヨ－

クで売ってない物を売っています。

どのお店も、おきゃくが買いやすいようにしな物をしゅるいべつにおいてあり、コ

－ナ－べつに上の方にかんばんがあります。お店は、おきゃくが買い物しやすいよう

になっています。 （板谷 翔）

いろんな店を比較して最後に出てきた言葉だからこそ価値があるのである。

今日、ジャスコに行ってきました。そこで、気づいたことを教えてあげましょう。

① ス－パ－では、たまごなど、われやすいものは上におく。

② 牛にゅうなど、ひにちを見てふるい物を前におき、新しい物はおくにおく。

③ いるいは、ひとシ－ズン早くする。

④ 店によって、ようびごとに目玉しょうひんを作っている。 （太田 剛）

ヨ－クに行ってみたら、いまは秋のいもに会のきせつなので、いもにのざいりょう

とかをうっていました。し食コ－ナ－では、めずらしく、わたりがにの天ぷらがあり

ませんでした。ぼくは、なんでいつもあったのになかったのかなあと思いました。

（林 幸憲）
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(10)産地調べの発表 (9/18)＜９時間目＞

この日は、どういうところから物が運ばれてきているか、という発表をした。

県名も定かでない３年生たちに「どこから来た物か？」ということは、場所とのつなが

りがつきにくく難しい学習となった。しかし、その割には子どもたちはよく調べてきた。

黒板に、画用紙で作ったマグネット付きの手製の日本地図をはって位置を確認した。

店にはいろんな所から物が運ばれて来ている。それが分かれば十分なのである。

９月18日（月）子どもたちの追究 ３年５組学級通信ポンポコ№81より

① おきゃくさんがいっぱいくると、レジの人は２人になる。

② しなものをわけて、おかしとか上にかいている。

今日、さいごのさいごのス－パ－たんけんにいきました。ごうきくんとゆうとくん

といきました。ウエルマ－トにいきました。ししょく、すじこかまぼこ。コロッケを

やくところのへやに入れさせてもらいました。れいぞうこの中、やさい、コロッケ、にく

とわかれてます。コロッケをやくおんどは､160どです。コロッケなどをやく人たちは、

交代しないんだそうです。

しつもん① しなものは、何時くらいにねさげするか Ａ．７時

ヨ－ク ししょく 手づくりきんぴら揚げ、いかチ－ズ、いかにんじん、中か

くらげ、たらこ、すじこ、牛スタミナやき、かにの天ぷ

ら、とうふ、だいずハンバ－グ。

パンやの中にはいらせてもらった。

しつもん② １日にパンをなんこつくるか？

③ パンやさんの中だけで、はたらいている人は？

Ａ．②3000こつくる ③16人

ガムをかって、あたったので、レジにやったら、レジの人が、サ－ビスカウンタ－

にやってくださいといったので、サ－ビスカウンタ－にやりました。そして、かえり

ました。ヨ－クは、サ－ビスカウンタ－であたりのガムをやるんだなあ。ウエルマ－

トのやいてるところをみたかったなあ。 （石川 怜）

スポーツが得意で優しく友達からの人望の厚い怜は、照れ屋な面があり、自己表現する

ことは得意ではなかった。日記には遊んだことを書いてくることが多かったが、スーパー

の学習を始めてから、友達と一緒に出かけて、いろんなことを書いてくるようになった。



- 100 -

第５章第二節 思考の往復運動の意義

彼の中で、学習の仕方が着実と身に付いてくるのが分かった。自分の素直な考えが書かれ

るようになってきた。

きょう、おばあちゃんと、わたしで、ししょくコ－ナ－にいってみました。

チ－ズかまぼこ、わさびのかまぼこ、たらこ、すじこ、とうふ、

でした。くふうしているところは、ししょくのおくところに、たべたあとよごれてい

るから、だいふきをおいていました。ししょくのとき、すじこなどのとき、つまよう

じをだしていました。 （天野まい）

友達と一緒でなくても新しい発見をしてくることができた。

体験を通したしっかりとした物の見方である。

今日、母と三日町の魚やさんに行きました。そこで、いろいろ見てきました。ス－

パ－には、毎日人がたくさん入るので、魚はパックづめが多くならんでいます。店は、

パックづめもあるけど、自分でえらべる魚があります。ス－パ－では、さしみもパッ

クづめになっているけど、店はおきゃくさんの注文におうじて、その場で作ってくれ

ます。今度は、肉やさん、やおやさんにも行って、ス－パ－とどうちがうがしらべて

みたいです。 （太田 剛）

彼の中には、もう、商店街が視野に入っている。

今日、お母さんとヨ－クに行って、くふうしているところを見てきました。どこに

なにがおいてあるかわからない人のために、うえになにがあるか書いてありました。

天じょうからつるされていて、だれでも上をみればわかるようになっていました。

きせつに合わせてうりばをかえることもある。たとえば、今は、いもにのシ－ズン

です。いもにのざいりょうを１か所にまとめてあります。いもにの大きななべも、か

してくれます。

牛にゅうパックを回しゅうしてリサイクルしている。夜おそくまでやっていて、仕

事帰りの人も買い物ができるようになっています。ちゅう車場が広くて一度にたくさ

んの車がきても止められて、べんりです。

お店からはなれた所にお店のかんばんがあり、お店のいちがわかるようになってい

る。お店は、いろいろなくふうをして、おおぜいのおきゃくが来てもらいたいんだな

あ。 （板谷 翔）

客にいっぱい来てもらいたい。→ だから店員は工夫している。

…………これは、知識の豊富な大人の視点である。 ＜演繹的＞

どうしてこうなっているのか。不思議な事実・実物を見つける。→それは客にいっぱい

来てもらうため。 …………これが子どもの視点である。 ＜帰納的＞

体験学習を通して帰納的に物事を見る眼を育てることが大切である。

演繹的な発想では、「お店の人がどのように工夫しているかをさがしましょう。」とい

う指示になる。それではいけない。そこから始まってはいけない。

社会の仕組みなど、今まで見えなかったものが見えるようになる。様々なものにつなが

りが見えてくる。それが社会科の学習である。

様々な体験の後、抽象的な言葉で「お客さんにいっぱい来てもらうために工夫している。」

とまとめる。その後で、また新たな視点で同じ物を見直していくと、そこに新しい発見が

生まれてくる。そうすることによって演繹的な見方も育つのである。
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体験を通しての帰納的な授業は時間がかかる。

演繹的に仕組まれた事実探し、答え探しの授業が多すぎる。

そこには子どもたちの生産的な思考は少ない。

① みんながすぐわかるように、せいりしてある。上には、どこになにがあるかわか

るように、かんばんみたいなものをぶらさげてある。

② パン屋のパンは、あまるとのこしていないで、すぐにすてる。

③ ス－パ－のゆかがよごれていたら、きかいをつかってきれいにする。

④ 人がたくさんきていて、とてもこんでいると、レジが２人になる。

⑤ ししょくは、どうしてだしているかというと、いっかいあじみをしておいしいな

あと思ったら、かわせるようにだしている。 （辻村美穂）

美穂は、試食の意味についてやっとここでまとめている。彼女くらいの力があれば、最

初から分かっていたはずなのではあるが。

ここでの言葉は、自分の体験・様々な友達の発表から生まれた重い言葉なのである。こ

れがP．21に引用した佐伯の言うところの「ナルホドと納得する」ということなのではな

いだろうか。

なにがどこにあるかわかるように、しな物の上に、名前がかいてあります。きせつ

の物をまえの方にならべてあります。かぞくの人数に合わせてかえるように、はかり

うりをしていました。しな物がとりだしやすいように、ななめになっていました。め

のつきやすいようなレジのちかくに、おかしやガムなどをおいてありました。

（後藤友美）

友美の見方の鋭さはどうであろう。数週間前までは考えられなかった成長ぶりである。

事実を見つけることで終わっていたのが、いつの間にか、

家族の人数に合わせて買えるように

品物が取り出しやすいように

目のつきやすいようなレジの近くに

その理由を自分なりにしっかりと捉えている。

みんなの学習に後からついていくことが多い友美であるが、後からでもしっかりと歩ん

でいる。食い付きやすい子と、立ち止まってしっかり考えるのに時間のかかる子と、みん

なの方法を知ってから自分なりに取り組んでみる子と、様々いていい。

子どもの成長を待つことは辛い。教師に見届ける力と余裕が問われている。

① 小さい子どもをのせる買い物カ－トがある。

② 牛にゅうパックなど、トレ－とか、リサイクルしている。

③ エレベ－タ－がある。

④ 車イスのトイレがある。

⑤ サ－ビスカウンタ－では、しょうひんけんをうったり、しなもののへんぴんをし

たり、まいごのほうそうをしたり、かったしなものをつつんでくれます。

⑥ ちゅう車場が広い。おく上にもちゅう車場がある。

⑦ 子どもふくで、10分かぎりのタイムサ－ビスをしますとかもくふう。

ジャスコのくふう

① 買い物カ－トが、小さいの、中くらいの、大きいのとわかれている。
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② ずぼんをかうとき、しちゃく室できてみる。

③ ぼうはんカメラがついている。 （奥山貴博）

自分の言葉で書くことができるようになると、こんなにたくさん見つけることができる

ようになるのである。

ウエルマ－トは、しゅるいでしなものをおくばしょがわけられている。上のほうに

しなもののなまえと、ばんごうがかいてある。たねがおいてあって、ごじゆうにどう

ぞとかいてあった。いもにかいのかみがおいてあった。へらもおいてあった。しんせ

んなものをうれるようにくふうしている。 （武田貫平）

自分なりの見方ができるようになってきている。

① おみせにきたら、ぜったいあいさつをしてくれる。

② みせにあうふくをきている。

③ みんなおなじはたらきをしている。

④ てんちょうもみせをひらいて、うれるようにして、ここはいいみせだよとしらせ

る。 （大越佑樹）

彼は前に「ウエルマートの店長が、店の前で焼き鳥を焼いているんだよ。」という話を

してくれた。最初は焼鳥屋さんでも試食をさせてくれるかもしれないとじっと待っていた

ようだ。観察力が鋭い。「ここは良い店だよと知らせるため。」と彼は受け止めている。

子どもらしい見方である。そして、自分の言葉である。

くずれやすいもの、こわれやすいものをいちばん上におく。しょうひんは、そろえ

ておく（わかるように）レジは、お店が大きいほどおおい。し食品が、あじみのため

にある。赤ちゃんのおしめをかえるきゅうけい室がある。（おべんじょのところに、

ベビ－ベッドがある） （高橋可奈恵）

友達とのつながりが薄く、いつも一人で教師に寄ってくる子である。明るく人当たりが

良く、面倒見も良いのだが、努力することを億劫がり自分勝手な振る舞いが目立った。日

記も書けばいいという程度のもので一生懸命さが感じられなかった。

こういう子を直ぐに変えようとすると無理が来る。教室での学習であれば教師が一緒に

なって取り組む中で活動を促す。調べ学習であれば友達とのつながりを導き、一緒にさせ

ることから始めるのが一番である。

それでも、友達とも遊べない場合は難しい。

学習への関心もないとなれば尚難しい。

このように書いてきたとき、すかさず声をかけて認め意欲を高めていく。

可奈恵は、授業中も発表をしない子であったが、三学期の国語の授業「ちいちゃんのか

げおくり」では生まれ変わったように発表をくり返してみんなを驚かせた。子どもの成長

は常に右上がりではなく、平行を保ってあるとき急に垂直状に伸び上がる、そういう場合

もある。

ヨ－クのくふうしているところは、人がすくない時は、１人でレジをして、人が多

くなるとレジを２人でします。１人の方は、お金をはらう方でもう１人の方が、ピ－

ポ－をします。あと、きせつの物をとくべつコ－ナ－にして、めだつようにだしてい

る。こうゆうふうにいろいろなくふうをしている。 （林 幸憲）

定まった物を固定的に見るところから変化をとらえられるようになってきている。
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林のこの日記の底には、9/8（P.88～89）の予想「レジは、いつもとちがって、２人で

していました。たぶん人が多かったからだと思います。」がある。彼は、ここに至るまで、

あれから多くのことを見てきた。体験してきた。だからこその断言なのである。

(11)スーパーの工夫 (9/19)＜10時間目＞授業研究会

19日（火）の授業（指導主事招聘授業研究会）の記録を以下に記す。

意見のある子は起立するという方法で、指名は教師がするが、付け足しは子どもの相互

指名と自由発表（座ったままで発表することも可）で行われた。

ほとんど一時間立ちっぱなしの子がいたり、座ったままで発表していたりと、騒がしい

中で行われたが、一時間最後まで活気のある発表が続き参観者に驚かれた。

発表が得意でどんどん自分の意見を言う子の中に、「日記」で登場しない子もいる。話

し合いを通して考える子である。思考方法も様々ある。

本時は、小単元「スーパーのくふう」10時間扱いの最後の時間である。次時の商店街の

導入としての意味合いもある。

子どもたちの発表が続き、指導案に記述した「２．スーパーと商店街の違いについて考

える」時間が少なくなった。子どもたちがスーパーのくふうにのめり込む勢いに押されて

しまった形ではある。しかし、このような子どもの動きがたくさんの参観者の前で表れた

ことに筆者は感動を覚えずにはいられなかった。教師の意図した次時への導入など、子ど

もたちの大きな流れの中にどれ程の意味があるのであろうか。

子どもたちの生の声が読み取れるように、全て修正なしの状態で以下に記すことにする。

大単元：「わたしたちのくらしと商店街」

『スーパーの工夫』授業記録 小３・社会 1995年９月19日（火）

小単元「スーパーの工夫」10／10

３年５組（男子16名、女子17名うち、欠席男子１名、女子１名

Ⅰ.試食の発表

Ｃ「これから２時間目の授業を始めます。」「始めます。」

Ｔ『昨日で最後のス－パ－探険だったので、寂しいですね。昨日、ス－パ－とかに行った

人？』

Ｃ「は－い。」

Ｔ『ずっと調べたから、試食からしますか？』

Ｃ「ヨ－ク」

Ｔ『ヨ－ク？じゃあ、ヨ－ク、立って。何ありましたか。』

石川「牛すたみなやき」

Ｔ『食べてきた？おいしかった？』

石川「うん」

鈴木「たらこ」
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Ｔ『食べてきた？』

鈴木「なかった。」

Ｔ『食べてこなかったの、残念だなあ。』

天野「すじこ。」

板谷「ダイズハンバ－グ。」

Ｔ『ダイズハンバ－グ？新しい種類だなあ、そのダイズハンバ－グって。前にあった？

ダイズハンバ－グ。あとは？』

押切「とうふ。さつまあげ。」

Ｔ『これ、未希ちゃん、食べてきた？』

押切「おいしかった。」

Ｔ『ふ～ん。１、２、３、４‥‥‥』

Ｃ「もっとあるよ。かにの天ぷら。」

Ｔ『これだけは、ぜったいあるねえ。』

石川「もっとある。いかにんじん。」

Ｔ『いかにんじん。これ何なのだろうねえ。』

瀬野「もっとある～、くらげ。」

Ｔ『このぐらいね。ジャスコ‥‥』

本間「中華くらげ。蒸したこ。蒸し鶏肉」

小野「ロイヤルカルブ。」

Ｔ『何だそれ？食べてきた？おいしかった？』

小野「うん。」

由加「日本のじゃないんじゃないの、それ。」

Ｔ『外国のだな‥‥‥。あとないですか？お－ばんは、あった？ない？ちょっとお－ばん

さびしいなあ。昨日は何曜日？』

Ｃ「月曜日。」

Ｔ『月曜日は多いんだっけか？』

藤本「火曜日が休みの時」

Ｔ『火曜日が休みの日は、月曜日が多いんだね。なんでだろうね？』

藤本「売っちゃいたいからじゃないの。」

Ｔ『売っちゃいたいから？ のこるとだめだもんね。‥‥今日から行っていけないから、

どうするかねえ。』

Ｃ「お母さんと行けばいいじゃない。」 【á５分】

Ｔ『お母さんたちと行けばいいけど、自分達だけではだめですね。さみしいねえ、せっか

くパン屋さんと友達になったのにねえ。』

Ｃ「うん。」

元木「あのパン屋さんのパン、おいしかった。」

Ⅱ.スーパーの工夫発表

Ｔ『はいじゃあ、今日は、昨日宿題だったス－パ－の工夫というのをしていきます。ス－

パ－は何か工夫をしているんじゃないかということでしたが、ず～っと調べてきて、見

てきたことが工夫されているものか、どうかと思い出しながら、自分の持っている日記
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帳とか、ノ－トとか、何使ってもいいですが‥‥。』

Ｃ「はい。」

Ｔ『立って下さい。いっぱいある。（いっぱいあるよ）同じの出たらつけたしてね。』

大類「新鮮な物を売れるように工夫している。」

Ｔ『新鮮な物がいい。』

横尾「店の人がわかれて仕事をしている。」

Ｔ『店の人がわかれて仕事をしている。わかれてね。』

貴博「子供服で10分間かぎりのタイムサ－ビスをします、というのをする。」

Aタイムサービス

Ｔ『今のわかる。10分間タイムサ－ビスっていうの。』

由加「うん、わかる。2000円とかのが 398円とかに安くなるの。（やっすい）」

Ｔ『2000円が 398円になるの？』

由加「すっごく安くなるの10分間。」

Ｔ『買ったことある？子供服。お母さん買ってきたことある？』

Ｃ「うん。」

Ｔ『何で安くするんだろう。』

由加「大人のパジャマで2000円のが 398円だった。」

Ｔ『ああ、すごくいい店だ。‥‥‥‥‥つけたし、はい。』

梢「ダイヤとか売っているところとか、洋服店とか、サ－ビスカウンタ－の方で、安くな

っているとか、知らせている。マイクみたいなので。」

Ｃ「知ってる。」

Ｔ『子供服ね。10分間だけ‥‥‥。』＜板書＞

由加「何かそれって、だいたい土日なんだよ。」

Ｔ『これ放送しているの？聞いた事ある人？』

Ｃ「は－い。」

Ｔ『そしたら、みんなそこに行っちゃって困るんじゃないの？』

綾「どこでしているかわかる。２階のサ－ビスカウンタ－。」

由加「ちゃんとサニ－とかって、お店の名前言うんだよ。サニ－で子供服の2000円のパジ

ャマが 398円ですとかって。サニ－で。」

Ｔ『サニ－でしてますっていうの。』

Ｃ「うん、聞いた。」「ある～」

由加「ほとんど土日なんだよ～」

Ｔ『何で土日なのよ～。』

森「土日によく聞く～。」

由加「お客さんが休みだから、その時に買うから。」

Ｔ『はい分かりました。詳しいですねえ。先生子供いるから、その日に行かなきゃなあ』

大越「夜になると、安くなる。」

由加「品物が悪くなっちゃうから、早くしないと。お母さんから聞いた。」

天野「悪くなるとちょっと‥‥」
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Ｔ『悪くなるとだめなの？』

由加「悪くなると売れないから、だからすごく安くする。」

天野「それに、買った人、食べるとちょっと、残ると‥‥‥。」

Ｔ『じゃあ、安くなったの買ったことある人いますか？』

Ｃ「は～い。」

綾「先生、お父さんハイエナって言ってた。」 【á１０分】

Ｔ『ハイエナって、動物な。安いもん、いいよねえ。おにぎり買ったっけべ？安いな。だ

いぶ安かったでしょう？大越くん、ウエルマ－ト近くていいよなあ。』

本間「ジャスコのことで、パンのことなんだけど、日付けが過ぎたら、パンは値引きをし

て売っています。」

Ｔ『日付けが過ぎたら‥‥‥日にちが過ぎると値引きするのね。』

由加「ヨ－クのことなんだけど、ヨ－クでは、食料品売り場を見回って、売り切れた物と

か、悪くなった物を見つけて、それで作っている工場に連絡して次の日に持ってきて

もらう。」

Ｔ『何か、難しいな‥‥‥‥。』

由加「お店の人から聞いたの。売り切れた物をお店の人が見つけて、それで、作って、例

えば、おやつがなくなったら、作っている工場に連絡して、次の日にもってきてもら

う。」

Ｔ『なくなったら新しく入れるのね。はい。』

B種類毎分けて展示

貫平「種類で、置く場所がわけてある。」

Ｔ『売り物を、種類ごとわけるのね。』（うん）

Ｔ『これ書いてきた人いますか？種類ごとわけていますってこと。』

藤本「品物を分けて売っている。」

Ｔ『分けて売っている。何でだろうね。』

藤本「ごちゃまぜになると‥‥‥」

ちひろ「さがしやすくないからでしょ。」

Ｔ『はいはい。』

渋谷「ごちゃまぜになるとさがしやすくないからだと思います。」

ちひろ「全部まぜると冷凍食品とおかしが例えばまざったら、冷凍食品がおかしのところ

にあったら、冷凍食品みたい冷たい物がかわっちゃうというか‥‥‥」

Ｔ『ああそうか。長靴なんかあったらいやだもんね。』

綾「長靴が一緒だったら、凍っちゃうよ、長靴。」

Ｔ『長靴凍っちゃう？冷たい長靴いいんでない？』

孝幸「ぬれちゃうよ。んでも。足の中ぬれちゃうよ。」

Ｔ『気持ちいいだろう。』

孝幸「あつくて‥‥‥‥」

C衣類の一シーズン早い展示

剛「衣類は、ひとシ－ズン早くする。」
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Ｔ『あっ？あっ？衣類って何？』

剛「服とか。秋だったら、秋の時に冬の服を出している。」

Ｔ『秋に冬の物を売るのね。』

森「冬に近いからじゃない？」

綾「だんだん寒くなるから。」

Ｔ『秋だったら夏の物を売ればいいべしたねぇ。』

Ｃ「ええっ？。」

綾「だんだん寒くなるよ。」

元木「夏の最後になると夏物安くなるんだよ。」

Ｃ「うん。」「そうだよ。」

Ｔ『夏の最後になると安くなるの？服も安くなるの？時間ずれると。』

Ｃ「うん。」

Ｔ『本当。これ、日にちの差だな。今夏物安いですか？‥‥‥行ったことないからわから

いな‥‥‥。』

森「売ってないんじゃないの？」

由加「もう売ってないよ。」

友里「秋物売ってるんだよ。」

Ｔ『水着売っているよ、まだ２階に‥‥‥』

森・由加「売ってないよ。」

大越＆Ｃ「タオルは売ってるよ。」

Ｔ『バスタオルはそうだよ。』

友里「でも水着はもう売ってないよ。」

藤本「プ－ルの季節じゃないからだよ。」

Ｔ『やめた。』 【á１５分】

Dパン屋さんの工夫―――――つくっているところを見せるのは

綾「パン屋さんで汗をかいて、パンに汗が落ちると買った人が迷惑だから、なんか、パイ

プみたいな、なんか、上から涼しい風をやって、なんか仕事をしていました。」

森「それじゃ、パンが冷めてしまうんじゃないの？」

Ｔ『パン屋さん何してるって言ったっけ？』

綾「うん？じゃなくて、上に何かパイプみたいな‥‥」

ちひろ「パイプみたいな大きいのあるんだよ。そこから、そこの穴から風くるの。」

Ｔ『あっ、冷房の風？冷たい風なの？』

Ｃ「うん。」

孝幸「おもしろかったよ。」

ちひろ「２・３本あるんだよ。」

Ｔ『何で‥‥パンが冷えたら困るけど、パンが冷えないようにして人間だけ冷やすのね。

汗落ちたら？』

綾「交換とかして‥‥‥‥。」

Ｔ『見えないよ、そんなの、汗流れても。』
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由加「見えないけど何か‥‥‥。」

森「味がおかしくなるんじゃないの？」

藤本「ヨ－クのパン屋さんでね、なんだっけ、消毒してパンさわってた‥‥。」

Ｃ「あっ、わかった。」

Ｔ『消毒して？見えないよ、作ってるところなんか‥‥‥。』

Ｃ「見えるよ～。」

Ｔ『見せなきゃいいじゃない。』

Ｃ「何で～。」

孝幸「見えた‥‥おれ‥‥‥‥。」

Ｔ『何で見せるの、作ってるところ。何で作ってるところを見せるの？』

由加「見えるんだよ。」

大越「見えるんだよ、ガラスになっているんだもん。」

Ｃ「そうだよ。」

森「気がつかないところだけど、ガラスがあるよ。」

Ｃ「そうだよ。」

Ｔ『おかず作ってるところだって、この前見たでしょう。みんなで、ず～っと。』

孝幸「見えないよあそこ。」

Ｔ『あの中、見えないね。外からね。』

大越「カンでかさなって見えないの。」

Ｔ『寿司作ってるところ見えないでしょう、外から。』

ちひろ「何か上の方しか見えないよ。」

元木「先生、ジャスコの寿司屋でさあ、何か、石けんでちゃんと手洗ってから、何かやっ

てたよ。」

Ｔ『だって、見えなかったら洗わなくていいじゃないの。そこ作ってるところ見えた？』

由加「だけどばい菌入っちゃうよ。」

Ｃ「ばい菌入っちゃうよ。」

Ｔ『この前、寿司食べに行ったんでしょう。作ってもらってねえ。』

孝幸「ヨ－クのところでも、見えた。」

Ｔ『作ってるところ、外から、買うところから見えるの？』

Ｃ「見えない。」

元木「ちょっとは見えるよ。」

Ｃ「見えるよ。」

林「魚売ってるところ」

Ｔ『何で見せるの？』

林「魚売ってるところ」

Ｃ「見せるんじゃなくて、見えるの、ガラスだから。」

Ｔ『ガラスにカ－テンして見せなきゃいいじゃない。』

孝幸「カ－テンないよ。」

由加「暗いもん‥‥。」

森「暗くて、見えないよ。」
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Ｔ『だって、中で電気つけて、作ってるところ、全然見せないで、こっそり出せばいいじ

ゃない。』

森「何かそれじゃ気持ち悪いよ。」

由加「ちがうよ、気味が悪いよ。」

藤本「見せるんじゃないの。」

森「見せた方がいいんじゃないの？」

Ｔ『魚屋さん、見せてるの？宜克くん、見せてるの？』

Ｃ「ヨ－クベニマルの魚屋さんだって、見せてるよ。」

由加「先生、見せた方がさ、作りたてだ～と思ってさあ買うんじゃないの？」

Ｔ『あっ、作りたてだと思ってが？見せないでカ－テンして、全然見せないで、カ－テン

の下から、ス－ッと出してくると。』

Ｃ「気持ち悪いよ。」

森「何か、悪い物入っているのかと思われるよ。」

ちひろ「お客さん、来なくなるよ。」

Ｔ『お客さん、来なくなる？』

ちひろ「カ－テンしたら、しまっていると思って来なくなるよ。」

藤本「失敗した物だと思われるんじゃないの？」

Ｔ『だって、見せなかったら、手を洗うことないよ。』

森「それだから悪いんじゃないの。」

Ｔ『そうなの。落としたら拾って入れればいいよ。』

孝幸「落とさなけりゃ、いいんじゃないの。」

貫平「落としたら、ぐちゃってなっちゃうよ。」

藤本「先生、それやったら、腐れていると思われるんじゃないの。」

Ｔ『腐ってたらまた売ればいいじゃない。だれも見ていないんだからわからないよ。』

Ｃ「だめだよ。」

Ｃ「ごみついていたら？」

Ｔ『ごみついてたら、ふってやればわからない、だれにも。』

Ｃ「文句言われるよ。」

森「もう来なくなるかもしれない。」

貫平「つぶれるかもしれないよ。」

ちひろ「ここのお寿司汚いのかって言って、買わなくなって、そのお寿司どんどん買って

行った人が、おいしくないから買いに来なくなる。」

藤本「うわさしちゃうんじゃないの？」

梢「ヨ－クは、買って売るんだから、サ－ビスカウンタ－に文句言って、交換してくださ

いって言われて、どんどんお金なくなっちゃうんじゃないの？」

元木「無駄になるよ。」

Ｔ『じゃあ、見えるところで作った方がいいの？』

Ｃ「うん。」

由加「その方が安心する。作りたてだ～と思って。」

ちひろ「それだとさあ、あのめずらしいなあとかって‥‥。」
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Ｔ『じゃあ、ヨ－クの魚屋さんは、見えるの？』

Ｃ「見えるよ。」

ちひろ「ぎょうざ作ってるところも見えるんだよ。」

Ｔ『見えるの？』

Ｃ「見えるよ～」

Ｔ『パン屋さんは見える？』

藤本「天ぷら作ってるところも見えるよ。」

ちひろ「試食だって、作ってるとき、見えてるときだってあるよ。」

Ｔ『寿司作ってるところ見える。』

Ｃ「見える。」

Ｔ『変だな～見せなきゃいいのになあ。』

由加「何で～」

藤本「見せたくなかったら、試食コ－ナ－できないんじゃない。」

ちひろ「だって、試食コ－ナ－って作りながら出してるから‥‥‥。」

森「新鮮なんだよ。」 【á２０分】

Ｔ『この前、寿司食べ‥‥ジャスコでただで寿司食ってきた人は、あんときは、中の分っ

ている人が外から見える？』

Ｃ「見える。」

Ｔ『見えんの‥‥‥おかしいなあ。』

由加「先生、だって、ふつうのお寿司やさんだって見せるんだよ。」

森「回転寿司とか見えるよ‥‥。」

Ｃ「そうだよ～。」

Ｔ『はあ、作ってるとこ、見せるのねぇ。』＜板書＞

Ｔ『見せると、さっきだれか言ってたっけ、安心する？』

由加「見せた方が、お客さんが、作りたてだなあと思って、どんどんよって帰る。」

藤本「お客さんってねえ、作りたてのを買っていくんじゃないの？」

Ｔ『１回だったらわからないよ。作りたてでなくても、昨日作ったの出して、売れちゃっ

たらもうけじゃない？』

森「おいしくなくって、もう来なくなっちゃうんじゃない？」

Ｔ『あ、次から来なくなるか。』

綾「固まってるんじゃない。」

元木「何か、夏の日なんか腐れるよ。」

森「うん、暑いから。」

Ｔ『そうだな‥‥‥。』

Ｃ「味で分かるんじゃないの？」

Ｔ『味でわかる？』

ちひろ「見ただけでも何か‥‥。」

貫平「においでわかるよ。」

E賞味期限・お総菜
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森「何か、パックで売ってるのって日にち書いてあるんだよ。」

Ｃ「牛乳だって。」

藤本「賞味期限書いてあるんだよ。」

Ｔ『賞味期限。』

由加「賞味期限切れると、おなか痛くなって、食中毒なるんだよ。」

貫平「そしたらよ、医者代や、けが代寿司屋の人からもらうんだべ。」

Ｔ『けが代、その人払うの？』

貫平「‥‥わかんない‥‥払えって言えば、払う‥‥‥‥。」

美香「その日に買わないと、すぐ腐れちゃう物がある。」

Ｔ『はあ～例えばどんなのあります？買わないと腐れちゃう物。美香ちゃん、見てきた物

何ある？その日に売らないと腐れちゃうかあというもの。』

美香「ねり物。」

Ｔ『んっ？ねってる物な？』

美香「ちくわとか。」

Ｔ『ちくわみたいなものな？』

Ｃ「納豆巻き」「刺身」「牛乳」「生物」

Ｔ『生物？』

由加「先生、すぐ食べれるものって、お惣菜っていうんだよ。」

Ｔ『お、おそ、‥‥おぞうさい？』

Ｃ「お惣菜。」

Ｔ『おそうざいていうのね、それは、すぐ食べる物ね。この前、ヨ－クに行ってきたとき

見てきたね。裏っかわに行って。覚えてる。絵書いてきたの。』

Ｔ『すぐかわるものが‥‥‥‥安くなる。』

F仕事に合う服装

大越「店に合う服を着ている。」

Ｔ『店に合う服。どんな服なの？』

大越「店の色とか、マ－クとか。」

Ｔ『店に合う服ね。』

藤本「パン屋さんとかってエプロンしているよ。」

渋谷「粉とか服についちゃうよ。」

ちひろ「普通の服の、ごみとかついちゃうと悪いから、えぷろん使ってる。」

藤本「先生、手袋しているときもあるよ。」

Ｔ『手袋？』

藤本「うん。」

由加「「ビニ－ルの手袋なんだよ。」

綾「頭に帽子にみたいなかぶって‥‥‥。」

ちひろ「三角巾。」

天野「くつだとね、汚れちゃうから、長靴なんだよ。」

元木「先生、魚屋さんって、長靴なんだよ。」
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森「水かますんだよ、魚屋さんって。」

Ｔ『魚屋さん、長靴はいてんのね。パン屋さんは長靴はいてる？』

藤本「パン屋さんってね、手にも消毒かけるけど、包丁にも消毒かけてたよ。」

Ｃ「ええ？」

Ｔ『どこで？この前見てきたの？ヨ－クに行ったとき。消毒してたの？』

藤本「消毒してたよ！」

Ｔ『どこで？』

藤本「パン屋さん。」

Ｔ『お惣菜やさんでも？』

藤本「うん。」

Ｔ『すごいなあ。手はちゃんと？』

Ｃ「手袋」「ばい菌はいると悪いから。」

Ｔ『見たってわからいところでもするんだな。』

ちひろ「みんなにおいしく食べてもらいたいから、ばい菌入らないようにしている。」

Ｔ『そうか。まいちゃんが、肉をガチャンとさせてもらったっけべヨ－クで、パックづめ

してきたでしょう。あの人は長靴はいてたっけ？』 【á２５分】

天野「わからない。」

Ｔ『あああ～。』

Ｃ「はいてた～」

Ｔ『お肉屋さん、長靴はいてたっけ？』

Ｃ「はいてた～」

元木「先生、ジャスコの魚屋さんとこで、ホ－スだして水だしっぱなしにしてたよ。」

藤本「三角帽子かぶってるのと、かぶってなかったのいたよ。」

Ｔ『何で？』

藤本「分からない。」

Ｔ『忘れたんじゃないの、三角巾。』

森「違う！」

貫平「違うの？」

森「分からない‥‥‥」

Ｔ『分からないの？服はおそろいの着てましたか、ちゃんと。』

綾「みんな同じパン屋さんだよって分かるように。」

林「パン屋さんはさっき言ったけど、別別だったよ。」

Ｔ『そうだね。』

ちひろ「長靴ははいてなかった。」

G試食の場での発見

梢「試食に何か、手において食べる物は、手がふけるように台ふきがある。」

Ｔ『えらい。良く分かった。試食をやってきて２週間目だな。食べ物以外に目が行ったな

あ。台ふきおいてんのね、試食のところに。』

森「手汚れると悪いから。においつくから。」
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Ｔ『や～っと出てきたな、これな～台ふきね。』

友里「つまようじもあるよ。」

Ｔ『ず～っとみんな、何食べてきたか、何おいしかったかしか話しなかったもんなあ。や

っとこれわかったなあ。』

綾「すじこのとき、それにつまようじなんだよ。」

Ｔ『何のため、つまようじとか出してるの？』

綾「手で食べると、台ふきとかつまようじがないとき、手で食べると、例えばすじこ買う

時、やっぱりやめたって言っておくとき、そのすじこのさわったところが、生臭くなる

から、つまようじとかおいてある。」

ちひろ「と、つまようじがなかったら、手づかみでたべると、次の人がごみとかばい菌が

入っていると悪いから、つまようじで食べると思います。」

Ｔ『はし、そのはしで食べた人がいるなあ。怒られたもんねえ。』

元木「手にとって食べるんだよ。」

本間「ジャスコに行ったとき、割りばしで、本当は手でとるのに、わりばしがらみで食べ

た。」

Ｔ『食べた？う～ん、剛くんそれで注意されたんだな。で、もう一回まわってまた行った

んだべ。違うっけか？おこられたんだべ、はしで食べるなって。』

梢「妹、手づかみで食べた。」

Ｔ『おいしかったって言ってたっけべ～。いいなあ～』

友里「先生～んでも～私行った時に、たまにないときがある。手づかみで食べた～」

Ｔ『先生、昨日夕方行ったけど、あっこれはすじこがあったなあ～と後で分かった。』

本間「うちのお父さんが、早いうちに行かないと試食コ－ナ－があんまりないって言って

た。」

由加「うん、そうだよ。昼頃がいっぱいあるんだよ。」

Ｔ『先生、うちに帰るまでおなかすいたから、試食でおなか一杯にしていこうかなあって

‥‥かにの天ぷらしかなかった。』

森「かにの天ぷら、人気ないからじゃないの？」

Ｔ『ずっとあるものね。』

Hレジでの工夫

石川「買った物の中で、たまご、とうふなどの柔らかい物は、かごに入れる時、上に入れ

てくれる。」

Ｔ『誰入れるの？』

石川「レジの人。」

森「でもたまに、めちゃくちゃ入れるんだよ。だってこないだ割れたもん、たまご。」

天野「少しの時、レジの人が入れてくれるんだよ。」

藤本「つぶれやすい物とか、柔らかい物とか、上にいれるんだよ。」

Ｔ『レジの人の工夫、もっとないですか？』

林「人が多くなると、レジを２人でやる。」

Ｔ『多くなると２人でやる。１台を。』
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藤本「お客さんが多いときは、レジをいっぱい使う。」 【á３０分】

森「こないだ全部使ってた。」

Ｔ『いつ。』

森「土曜日か、日曜日。」

Ｔ『あそこ、10何個かあるんだよね、レジね。』

森「１３。」

梢「必ず、お客さまが並んでた時、一人一人に、ありがとうございましたとか、ありがと

うございますとかあいさつしている。」

ちひろ「お母さんから聞いたんだけどね、10時に、１番のりに行くと、いらっしゃいませ

と言われるんだって。」

Ｔ『なんでなの？よく来たなとか。早く買って、さっさと帰れとか言われねが。うるさい

な来たなとか言われない？試食だけ食べるんなら帰れ、とか言われないか？』

元木「いらっしゃいませとか、言われたことあるよ。」

Iちらし

綾「入口のところとか、エスカレ－タ－のところとか、紙を持った人がいるんだよ。」

孝幸「いた。」

友里「いる。」

渋谷「配ってるの、ちらしみたいなの。」

Ｔ『ちらし配るのね。』

森「何か、エレベ－タ－の中に、ちらしはってあるんだよ。」

ちひろ「あたし、見てて気づいたんだけど、何か服とかそういうのは、若い人にしか声か

けなかった。」

Ｔ『本当？じゃあ、もらったの？若いから‥‥‥。』

ちひろ「いいえ。」

Ｃ「もらった。」

Ｔ『もらった人。』

Ｃ「もらった。」

Ｔ『ちひろさん、若くないの？』

Ｃ「さあ‥‥‥。」

本間「ス－パ－探険で買い物をしているとき、何か、若い男の人が、ついでにちらしをか

ごに入れてくれた。」

ちひろ「入っているときあるよ、かごに。」

Ｔ『これ新聞に入ってきますね。ちらし、この前ヨ－クに行って、葵ちゃん‥‥‥今日葵

ちゃんいませんね‥‥。』

孝幸「いない。」

Ｔ『葵ちゃんが質問してくれたんですが‥‥‥。』

藤本「エレベ－タ－にちらしはってあったよ。」

Ｔ『この前やったね、ちらし使って（授業を）やったんですが‥‥。』

孝幸「ヨ－クのだ。」

第５章第二節 思考の往復運動の意義
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Ｔ『これ、ヨ－クのですね。こっちもヨ－クベニマル。』

本間「それ入ってた。かばんに。」

Ｔ『これ（小さい方）いくらぐらいするって言ってたっけ？作るの？』

貫平「４万から５万。」

Ｔ『４万から５万ね。こっちは？‥‥‥これ（大きい方）40万とか言ってましたね。何で

40万もお金かけて、こんなの作るんですかね。』

由加「テレビのコマ－シャルは１千万。」

Ｔ『１回ね１千万ね。』

藤本「やんない方がいいんじゃないの？」

森「ちらしの方がいいんじゃないの？」

藤本「ヨ－クの宣伝あんまりこないけど、ジャスコの宣伝よくでるよ。」

Ｔ『なんで、広告とか、ちらしとかするの？』

元木「来てほしいから。」

Ｔ『それが工夫だな。１番の工夫だな。』

綾「例えば、子供の日とか、今日つまんないからどっかに行こうって言って、行かなくて

‥‥新聞とか見て、ちらしとか見て、安いからやっぱり行こうって言うと思って。」

Ｔ『何のためちらし配るの？やっぱり行こうって、何をするため？』

綾「ヨ－クに来て欲しいから、新聞とかにはさんでやって、みんなの家に配る。」

Ｔ『お客さんに‥‥‥。』＜板書＞

本間「喜んでもらうため。」

Ｔ『あ、喜んでもらう、のな。来てほしい。喜んでもらいたい。』＜板書＞

ちひろ「おいしいとか、食べ物だったらおいしいとか、品物だったら、かわいいとかそう

いうふうに‥‥。」

森「子供の日は、子供の洋服だけ安いんだよ。」

由加「石川くんにつけたしなんだけど、たまごとかパンとか、柔らかい物は上にしてくれ

るっていうのはだいたい同じなんだけど、かごに入っている物で、最初にたまごを違う

かごに移すと、たまごが１番下になるから、だから柔らかい物をよけて、それで、固い

物を１番下にして、その後に、１番後にたまごとかパンを入れる。」

ちひろ「たまごとかを買う人は、１番上に、レジに行く前には、かごの１番上にのせとい

て、それをレジの人が１番最初に取るから、それは柔らかい物だから、自分の目の前に

おいといて、そして、壊れずらい物から、順番に置いて、最後に柔らかい物を置いて行

く。」 【３５分】

Ｔ『誰がしてくれるの、それは。』

ちひろ「うんと、レジの人。」

Ｔ『レジの人ね。レジのお姉さん方は、ヨ－クベニマルは、名前が入っていましたね。

＜レシ－トの拡大コピ－を見ながら＞９月15日、敬老の日は、おじいちゃん・おばあち

ゃんの贈り物は当店で。でも15日過ぎたから、今度何なったのかな、ここねえ。新しい

ことにかわったのかねえ。』

美香「先生、そこ、芋煮会になってた。」

Ｔ『ここ芋煮会になった、今度？芋煮会の材料は、当店で‥‥って？何か芋煮会の準備、

第５章第二節 思考の往復運動の意義
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ヨ－クベニマルしてたっけ？』

綾「入口のところに、芋煮会の材料があって、なべはサ－ビスカンウンタ－のところで注

文したりしてた。」

Ｔ『なべは、買うんでしょう？』

Ｃ「借りるんだよ。」

Ｔ『ただで貸してくれるの？』

由加「レンタルしたりしてるの。」

天野「昨日お母さんと夜行ったんだけどね、かご、袋に入れる時に、女の人が入れるとこ

ろまで持ってってくれた。」

Ｔ『持ってってくれた？優しいなあ。』

Jレジの工夫２

由加「先生、お－ばんのレジの人ってねえ、何か、たまご柔らかいから、上に上げてくれ

なくて、何か、めちゃくちゃにしてて、お母さん怒ってた。」

ちひろ「男の人とかさ、アルバイトの人とか、あんまし慣れていないから、わかんなくて

たまごを１番下にするときあるんだよ。そして、こうやって持っていく時に、ぐちょっ

て‥‥。」

Ｔ『だと、その日のご飯は、卵焼きになるんだな。』

由加「うちのお母さん怒ってた。」

Ｔ『次からお－ばんに行かないわって。』

藤本「うちのお母さんもあんまりお－ばんに行かない。」

Ｔ『あ、そう。』

孝幸「いつも行ってる。」

貫平「いつも行ってた。」

Ｔ『そういうの何て言いますか。上においたり、入れてくれたりしてくれるの？優しくし

てくれること、何とかがいいわあ、とかって言うでしょう。優しくしてくれてうれしい

わあって。言わない？』

Ｔ『これ、サ－ビスがいいとかって言うでしょう？聞いたことない？』 ＜板書＞

板谷「どこで何があるかわからない人のために、天井のところから、看板がある。」

Ｔ『看板がある。種類ごとわけるのなあ。』

藤本「教科書のここに載ってる。」

Ｔ『教科書の何ペ－ジだ？』

藤本「８４ペ－ジ」

Ｃ「載ってる。」「あった。」

小野「サ－ビスカウンタ－に聞いたんだけど、お客さんが安心して暮らせるように、食べ

物や生活するのに必要な物を売っています。」

Ｔ『うん、いろんなの売ってるね。ヨ－クはいっぱい売っていますね。』

元木「端の方に、電気を使って温めたり、冷やしたりしている。」

渋谷「わかる。温めるところをおれさわったら、あっちかった。」 【４０分】

Ｔ『温めるところあったっけ？』

第５章第二節 思考の往復運動の意義
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森「ウエルマ－トにも電子レンジあったよ。」

本間「ジャスコにもあるよ。」

大越「そこでおにぎり温めた～」

Ｔ『温めた？温めたらおいしかった？』

渋谷「そういえばね、冷えてるところにク－ラ－みたいのあったよ。」

Ｔ『ク－ラ－が‥‥‥。』

本間「上から風来てた。すごく冷たいの」

藤本「魚冷やしてるところにあるよ。」

大越「下だけあつくなってた。」

Ｔ『魚冷やしてた？』

藤本「うん、氷入れて、水入れて。」

森「お－ばんでもそうしてたよ。」

大越「ウエルマ－トで、冷やしてるところ出してて、そこから取るんだよ。」

本間「買い物してて、軽いっていうか、あんまり買ってないときは、お店の人はちゃんと

袋に入れて渡してくれた。」

孝幸「ファミリ－マ－トさとうで入れてくれた。」

奈美「ジャスコでは、お客さんに生きのいい魚を買ってもらうために、ラジオのようなも

のをかけて、買ってもらうようにしていました。」

Ｔ『ラジオね』」

渋谷「あっ、テレビとかラジオとか‥‥。」

Ｔ『ヨ－クにあるの、何だっけ。』

元木「テレビ」

孝幸「あ、シャンプ－のテレビとかあった。」

Ｔ『ビデオだね。』

渋谷「うんと、子供たちが退屈しないようにしているんだよ。」

Ⅲ.商店の工夫

Ｔ『おもちゃとかあったっけねえ。じゃああとすわって。‥‥先生、昨日、お買い物に行

って、買って来たんですが‥‥中身は食べちゃいましたのでありません。どこの袋です

か？』

Ｃ「ヨ－ク。」

Ｔ『昨日はいっぱい買ってって、うちの人からほめられました。ただ、ご飯どき買ってく

んなって、怒られました。』

渋谷「それは、袋は違うんだよ。お店によって。」

Ｔ『これ、どこ？』

Ｃ「ヨ－クのパン屋。」

Ｔ『パン屋さんで、パン、みんなただでずいぶん食って来たから、食べさせてもらったの

で、すいませんでしたね～って言いながらパンを、有名なパンを買おうかな～って思っ

たら、はいこのパン２個で 180円でいいですよって、いきなり値段が下がったので、ラ

ッキ－と思って、いっぱい買ってきちゃったら‥‥‥今日の朝ごはんは、パンでした。
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ようく見たら、袋が‥‥‥。』

Ｃ「違う。」

Ｃ「借りてるんだよ。」

渋谷「場所を借りてるんだよ。」

Ｔ『違うの？２階に行って、じゃあ靴下でも買おうかなと思ったら、同じだよ袋。』

孝幸「んだって、一緒にできたんだもん。」

Ｔ『何で、パン屋さんだけ袋違うのかなあって‥‥。』

ちひろ「パン屋さんだけじゃないよ。」

藤本「本屋さんの袋も違うよ。」

Ｔ『薬局に行って、疲れたから‥‥‥。』

孝幸「ああ、入ってる。」

Ｔ『買ったら、また、袋が違うんです。』

ちひろ「あそこは、場所を借りてるだけ。」

Ｔ『借りてるだけなの？』

渋谷「きっと、大型店は人がいっぱい集まるから、買ってくれると思って、あそこに場所

を借りてやってるんだよ。」

Ｔ『借りてやってるのか？』

渋谷「場所を借りて商売をしている。」

Ｔ『ああ、じゃあ、ヨ－クの中にあって、ヨ－クじゃないのな？』

ちひろ「一応ヨ－クなんだけど、違う店なの。」

孝幸「本屋さんもアップルも違うよ。」

藤本「 100円コ－ナ－も違うよ。」

Ｔ『ス－パ－の勉強をしてきて、板谷君もこの前おたよりに書いていましたけど、ス－パ

－に行くと全部物がそろうので、ほかの店はいらないなあと、思いましたね。だって、

昨日行ったら、ええとね、パン買ったでしょう、靴下買えたでしょう、食べ物買えたで

しょう、薬買ったでしょう。そしたら、クリ－ニング屋さんもあったし、カギ直すとこ

ろあったでしょう。だから、ほかの店は、小さな店はいらないと‥‥くつもあるなあ。

ほかの店はいらないと‥‥。』

Ｃ「カメラ屋もあるよ。」

Ｔ『貫平ちゃん、そしたら、ほかの小さなお店はいらないな。』

ちひろ「そういうところにない物は、小さいお店で。」 チャイム【４５分】

貫平「ない物あるよ。」

友里「専門店みたいな‥‥‥。」

Ｔ『だるまやさんで売ってるもの、全部ヨ－クで売ってるよ。』

Ｃ「ええ？でも安いんだよ。」

森「小さい店の方が、安いんだよ。」

元木「小さい店で買った方が安いんだよ。」

Ｔ『安いの？じゃあ、元木君の家は、ヨ－クに行かないでだるまやさんに行ってるの？』

藤本「先生、だるまやさんって、あんまりやさいとか売っていないんだよ。」

渋谷「おかしやさんだんもん。」
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Ｔ『じゃあみんな、ヨ－クとかス－パ－に行ってるときに、小さなお店に行ったことなか

った？』

Ｃ「ある～」

Ｔ『何で、こっちの方が、いっぱいあって、安いし、親切だし、いろんなことしてるでし

ょう。』

森「そっちは大きいからじゃない。」

Ｔ『じゃあ、小さなお店とか、１件しかないお店とかには行かなくてもいいじゃない。』

ちひろ「だけど、ヨ－クより、だるまやさんの方が、おかしが多いよ。」

Ｔ『じゃあ、小さなお店も必要なんだな。』

Ｃ「うん」

森「ヨ－クしかないと、遠いところからこれない。」

Ｔ『じゃあ、小さなお店もいいところがどこかあるな？』

Ｃ「うん」「あるよ」

Ｔ『ある？』

ちひろ「安いし‥‥‥。」

Ｔ『安いの本当に？』

Ｃ「うん、安いよ」

由加「先生！値段ってさ重さ計って調べるんだよ。」

元木「セ－ブオンとか、夜遅くまでやってるんだよ。」

森「それも工夫だよ。」

Ｔ『ええ？おお、すごいなあ。』

藤本「セ－ブオンって24時間っていうけど、24時間じゃないよ。」

渋谷「ヨ－クは８時まで営業。」

大越「青山商店、７時まで。」

Ｔ『青山商店７時まで。』

天野「11月からヨ－ク９時までになるんだよ。」

Ｃ「ええ？」

Ｔ『小さなお店の工夫もきっとあるな？』

Ｃ「あるよ。」

Ｔ『本当かな？でないと小さなお店なくなっちゃうもんね。あるんだろうな。』

渋谷「先生、９時まで営業って書いてある。」＜レシ－トを見ながら＞

Ｔ『はい、じゃあ時間なりましたので、終わります。』

Ｃ「これで２時間目の勉強を終わります。」 【４７分40秒】
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第５章第二節 思考の往復運動の意義

②実践を通して
『ス－パ－のくふうをさがしてこよう』と、

『試食をたくさん食べてこよう。ついでに、ス－パ－の様子も見てこよう。』

の違いは大きい。

子どもたちは遊び気分でス－パ－に行き、そこで試食を食べているうちに、いつの間に

かス－パ－の「はてな？」にのめりこんでいった。

ス－パ－の学習に限らず、新しい単元に入ると、子どもたちから課題をさがさせ、その

課題をみんなで考えていこう。調べていこう。そういう授業が多い。

例えば、この単元でいうと、次のようになる。

「ス－パ－では、どのような工夫をしているでしょうか？」

機転のきく知識の豊富な子が活躍して終わりとなる。

はっきり見たことのない子、意識したことのない子に課題を見つけられるはずはない。

また、こういう形式では、課題は極めて抽象的になる。子どもたちは、何を調べて良い

のか分からない。

学習は、子どもたちが自分の目でじっくりと見て考え、自分の口で質問して新しい発見

をしながら進めていけるようにさせたい。

子どもが自分で体験して、そこで生まれる「はてな？」を大切にしたい。

課題は、その後でもいい。

具体的な課題は、具体物を通して生まれる。実体験が大切なのである。

本実践には、思考の往復運動の意義と題した。子どもがスーパーへと毎日のように通い

ながら問い続けながら学習を進めてきたからである。

事実からの疑問を重視したため、子どもたちは、教師が板書する時間のないほどの多く

の疑問を口にしていた。そのため、子どもたち同士の追究に統一性が弱いという問題もあ

った。

それ程、個々の疑問は広がり、多様化していった。

この後、国語の物語文「ちいちゃんのかげおくり」の学習で、自分の気持ちを表現して

の発表の場を十分に経験させた。

事実の提示を中心とした本実践であった。

授業の連続性は、大きな流れの中で確実に存在することとなった。

次節では、話し合い活動を授業の中に位置づけた実践について述べていくことにする。

最後に、この実践後の子どもたちの活動の一部を載せる。

授業が終わってからの子どもたちの追究は、授業後のその日だけでなく、単元が終わっ

ても、学年が上がっても、継続されるのが本来の姿である。

「どうしてだろう？」という姿勢を持ち続け、課題を生産し続ける子が育てば、課題解決

学習に最後のまとめは必要ない。

それは、生きる力となって生涯その子の成長を促し続けることになるのである。


