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③『その後の追究』

オープンエンドの授業を通して、学ぶ楽しさ、追究するおもしろさが分かってくると、

子どもたちは、授業の中での疑問の追究に限らず、自分の関心のあることに向けて追究を

始めるようになった。

＜３年生＞

(1)市場日記 授業で市場の学習を始めると、

おばあちゃんのいくいちばは、六田のいちばだったそうです。おばあちゃんは、に

んにくをだしていたそうです。その六田のいちばは、ふつうの人もいけるけど、きゅ

うり１はことかかわないといけないそうです。大きい市場は、夜中でもひるでもだし

ていいそうです。小さい市場は、夜中にいっても、うけつけがいないから、しなもの

のなまえなどをかいておいてくるだけだそうです。 11/9 （齋藤友里）

自分の身近な人から生活体験を聞いている。聞き出したことについて「？」をもち自分

の考えを含んだ質問ができるようになるのは、次の段階である。

今日、ゆかちゃんと市場にいってきました。市場のことを書きま～す。朝と夕方、

どっちでもいいそうです。それは、生産者（のうかの人）がトラックにつんでもって

くる！ もってきたものは、やごうという自分のマ－クを書いて、ダンボ－ルばこの

上にのせていきます。

ちょうどそのときけいトラックにほうれんそうをのせた車を見つけて行ってみまし

た。そして、しつもんしました。

「これは、どこからきたんですか？」

なとりからだよとおしえてくれました。

次に、もう１回市場に、ナナナんと、

やさいじゃなくてカップラ～メンまで売

っていました。わたしは、どうしてやさ

いじゃなくてカップラ－メンなんだろ～

と思いましてバザ～ルでゴザ～ル。

今日は、いろいろ勉強になったな～と思

ったでバザ～ルでゴザ～ル。ウキウオ～

さつまいもは、いばらぎからきて、

かきはならからきたそうです。

市場には、たくさんのやさいがあってびっくりしました。それにとっても広～～～

～いぞ～～～～～！ 11/9 （矢作 葵）

葵の近所に小さな市場（小さくて目立たないのであるが競りも行われている）があるこ

とを母親に聞いた。「本当だろうか？」と友達を誘って行ってみたのである。

聞いたことに対して、自分なりの疑問を持って行動にうつす。そして、質問をしてくる。

それらを楽しんで行っている。

今日、あおいちゃんと市場に行きました。

やさいは、どこからくるかというと～生産者（のうかの人）または、東京などとお

い所からもきてるのですよ。やさいはね、朝、夕方の２回くるんだって～。東京、く
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まもとなどから、トラックではこばれてきますのよ。

え～え～コホン！たまねぎはほっかいどう！

つぎにはねんね～ん。１人のおばさんがなにかをか

いていました。それはですね。まえに先生がいってい

たものをかいていました。

感想

あのおばさんは、はくさいってかいてたのはい

いけど、よこにいるおじさんとかいているかみがちが

ったのです。どうしてかなあ。さつまいもはいばらぎからきました。かきは、なら、

しょうないで～す。

ちょうどやさいをはこんできたトラックがいたので、ダッシュワ～プ

「どっからやさいをはこんできたんですか？」

といったら、村山のなとりという所からだそうです。（けっこうちかいのね～）びっ

くりしたことは、この市場は、やさい、くだものだけでなく、ラ－メンや玉こんにゃ

く、ジュ－ス、たまごなどありました。ここは、なんでもあるから、なんでも市場で

すね。 （斉藤由加）

１１月２０日（月）は、日曜参観の代休日。その日に市場の見学に行こうと葵、由加、

元木たちが数日前から休み時間などに教室の隅に集まって楽しそうに計画していた。給食

を食べながらの話題にもなっていた。

「先生も行く？」

『うん、行こうかなあ。』

１９日の授業参観が終わったあとの終わりの会で、葵が、

「明日市場見学に行くので、行きたい人は８時にお－ばんに集まってください。」

とみんなに連絡した。筆者は、当日参加することを告げただけで、後は一切話し合いにま

ざらなかった。子どもたちに企画力をつける良い機会であるからだ。

休みの日に朝早くみんなで集まる。それだけで子どもたちにとってはスリル満点である。

２０日の朝８時、自転車に乗って、たくさんの子が集まってきた。林幸憲、矢作葵、斉

藤由加、太田剛、武田貫平、大越佑樹、高橋勇貴、瀬野剛規と弟、齋藤友里、藤本雄大、

元木祐介、高橋可奈恵、そして筆者の14人で見学をスタ－トした。

元木は、集合場所が分からない可奈恵の家によって連れてきてくれた。こういう出来事

が、見学そのものよりも学級に与える影響は大きい。

市場の見学日記 11月20日（月）

今日、市場に行きました。まず、お－ばんにあつまりました。ぼくがきたときには、

３人ぐらいきていました。どんどん人ずうがそろって、さいごの人もそろいました。

そして、市場に行きました。市場は思ったより近かったです。ついたとき、さっそく

レポ－トかいしです。

ここで勉強、１・４は、1400円、２・４は、2400円、わかったかなあ。

それから、それから、せん台やみやぎ、村山からもやさいがくることがわかりまし

た。聞いてみたことは、毎日ねだんがかわるそうです。やさいの名前はわすれたんだ

けど、かったのが250 キロもあるなんてびっくりしました。それから、せりは左のほ
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うから右へやると教えてもらいました。ふしぎに思ったことは、ふじ１ケ 100円１Ｋ

というような紙が車にはってあったのでふしぎに思いました。やさいは、きのうもっ

てきて、今日うるそうです。それから、かったやさいの代金は午前５時～７時まで(は

らう)だそうです。やさいは、うれのこらないそうです。それから、びっくりしたこと

がありました。市場でおかしもうっているのです。そのおかしは毎週月曜日に売りに

くるそうです。それから、きせつはずれだけど、さくらんぼの多いときは、１千万円

にもなるそうです。たいへんなじきは、６・７・８月だそうです。それから、す～ご

くびっくりしたことは、ここの市場が休みのときは、ほかの市場も休みだそうです。

うれしかったことは、おかしをもらったことです。やっぱり市場はさいこうだなあ～。

（太田 剛）

市場につくと、みんなメモ帳をもって、見たことを書き出した。自分から進んで動きま

わって、近くの人に質問を始めた。筆者は、それをわきで聞いていて感心させられるばか

りであった。試食の学習を通して身につけてきた子どもたちの力を実感した。

今日市場に行きました。８時にお－ばんにしゅうごうだったので、ぼくは７時40分

に家をでました。行くときに、あおいちゃんとあいました。そして、お－ばんに行き

ました。ぼくは、２番目につきました。まっていたら先生や友達がいっぱいきました。

全員そろったので市場にいきました。ぼくたちがいったとき、せりをしていました。

みんなふだを持っていて、１、４とか言っていました。せりは、左からじゅん番

にしていくといっていました。１日３百万もうれると言っていました。おかしもあり

ました。物が少ない時は、ねだんがたかいと言っていました。トラックがあるところ

に行って、やさいがいっぱいあったので何キロかときいてみたら、2500キロと言って

いました。ぼくは、びっくりしました。サクランボが１番多いとき、６月、１千万ぐ

らいのうりあげがあると言っていました。そしてありがとうございましたと言って帰

りました。市場の人はとてもしんせつだなあと思いました。 （林 幸憲）

筆者も目の前で野菜のせりを見るのは初めてであった。せりの言葉が飛び交いながら、

子どもたちの見ている前であっという間に野菜の値段が決まっていく。たくさんの品物が

あっと言う間に運ばれて行った。

いちばへいきました。８時10分ごろには、まだしていて、10時ごろにおわるんだっ

て。せりのことばは、かんたんです。にいよん（２４）というのは、2400円です。な

ぜかというと、いっぱいしながあるので、なるべくはやくおわすためです。あきたの

しなが多いらしいです。１日のうりあげは､200～300 万ぐらいです。市場でも休みは

ある。パンやさんはいつもくる？ばいさんにんくみあいの人しかかえない。

（齋藤友里）

自分から進んで参加して一生懸命に聞いていた友里。活動的になってきた。

(2)自信を持たせることの大切さ

11月29日、学年でバスを準備してフルーツセンターに見学に行った。リンゴの自動判別

機械を見て、みんな、その性能に驚いて帰ってきた。その前後の井上奈美と斉藤由加の日

記から。
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今日、じゅぎょうさんかん日でした。社会のふのべん強をしました。みんないっき

に手をあげました。お父さんたちは、すぐきました。お父さんたちのまえではっぴょ

うするのは、今日、はずかしくなかった。自分でもなぜかわからない。………………

…………… 11/19 （井上奈美）

フル－ツセンタ－にいってみて、きかいをみていたら、人間のちからではもてない

りんごのはいったのを、きかいが２はこずつもちあげていて、すごいなあと思った。

でも、どうして人がきかいに３ｍちかづくと、とまるのかなあ。りんごがはいったは

こをもってみたら、わたしは、けっこうおもいと思いました。人の力でもったら、１

日もすぎちゃうよね。250mながれていって、りんごは、いたまないのかなあ。りんご

のはばも、ちゃんとはなれていて、ぶつからないようにくふうされているなあ。東京

や大阪へ5000こもいくのは、おどろきました。ちょっとでもきずがついているもの

は、ジュ－スにするんだなあ。どうやってしぼるのかなあ。

やっぱり、あまさをたしかめるのは、きかいでやっていました。はでかじって、こ

れはおいしい、これはちょっとにがいなんて、かじってたしかめると、だれもかわな

くなるから、きかいでやっているんだなあ。でも、きかいでどうやってあじをたしか

めるのかなあ。きかいになまえがあるのは、ふしぎだったなあ。

りんごは、きかいでつめるんじゃなくて、はたらいている人が心をこめていれてい

るんだなあ。

きかいがほとんどやっていたなあ。りんごのほかに、ぶどうや、ラフランスや、も

もは、どうするのかなあ。かわがよわいものは、どうするのかなあ。ももにもきずが

あったら、ジュ－スにするのかなあ。 12/1 （井上奈美）

今日、学校から帰ったら、ＪＡ西村山朝日ししょのことをテレビでやっていまし

た。朝日町でもきかいがおおいみたいでした。でもＪＡ東根のきかいとは、ぜんぜん

ちがうみたいです。１はこ５kg１８こ入りのりんごが１万５千円のねだんがつくそう

です。ＪＡ西村山朝日ししょでも、さんふじのりんごをとっているようです。りんご

のなかにもみつがたっぷりはいっていて、おしりまで真っ赤にじゅくしている。すご

いりんごを作るにはいろんなひりょうをくわえたり、お金をかけてやっているんだな

あ。

テレビでおんせんにりんごがはいっているのをはじめてみました。りんごで有名だ

から、りんごおんせんとつけたのかなあ。 12/2 （井上奈美）

見たことは詳しく書けても、自分の言葉で自分の感じたことを書くことは得意でなかっ

た子である。授業中は、緊張して手を挙げることもできなかった奈美である。

この子は、書くことが好きだった。書いた量を誉め、自分の感じたことを少しでも書け

たことを誉め、調べ学習を認めてきたら、やがて授業で発表するようになった。

もともと力のあった子である。この子本人の意識の変化は、様々な活動での自信による

ものと思われるが、一番大きな原因は、学級集団の成長であると筆者は感じた。

ここまで来ると自信を持って自由に追究していく。
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(3)比較をしながら多面的に見ていける子

今日、フル－ツセンタ－見学に行きました。バスをおりてからならびました。まず、

おじさんがいろいろ話してくれました。「このフル－ツセンタ－は、今年８月にでき

た。」といっていました。

感想。ひえ～半年もたってないじゃん。だい１のかいじゅう（きかい）がりんごの

はこをはこんでた。そのかいじゅう、いや、きかいは、りんごのはこを３つずつ、か

ならず３つずつつかんでた。（かしこいなあ。もしかして、わたくしよりかしこいか

も）それでね、もっとすごいことがあったんだよ。そのきかいは、自動に休むんだっ

て。生きているみたいだな。でも、昔はぜ～んぶ人がやってたんだよ。そして、おい

しさ、おおきさなどは、ぜんぶきかいが分けてくれるんだって。すごいなあ。な、な

んと、１秒間に３つもわける、すごい。ダンボ－ルのふたしめもきかい。ぜ～んぶき

かい、きかい。きょうみたフル－ツセンタ－は、ときどき人がやるけど、みらいはぜ

－んぶきかいアンドロボットだったりしてね。

フル－ツセンタ－のせつめいはここまでにして、先生がいってたしつもん

どうしてあんなにきかいをつかっているのか むずかしいなあ。

よそう。きかいは、けんかもしないから、テキパキしてくれる。だからはやくしご

とがおわって、はやめに東京とかにおくれる。 どうですか？

おまけ、きかいは２５０ｍつづいている！ 11/29 （斉藤由加）

う～ん、いろんなくふうか～。みつけた！ （ヨ－クのでかんがえてみました）

①ししょく （わけ）たとえば、このからあげがどれだけおいしいか、おいしかった

ら買う。そしたら、ししょくをだしたかいがありますよね。

②ほかの店よりおかしを安くしている （わけ）おかしが95円だとしたら、お客さん

はた～くさん買っていくと。すると、もうかる。だから小さなお店よりはもうかる。

③作っている所は見せる （わけ）見せないと、しんせん、つくりたてということが

わからないものね。

④かいだんもあるけど、エレベ－タ－もある （わけ）もし、足のふじゆうな人が

いたり、にもつがおもくて上までのぼれないという人がいたらこまるもん。エレベ－

タ－だとべんりですね。

⑤サ－ビス。えがおでいらっしゃいませ！ （わけ）せっかく世界にはばたくヨ－ク

ベニマルなんだから、えがおじゃないとひょうばんわるくなっちゃうもんね－。

11/30 （斉藤由加）

今は、はこを運ぶのはきかいだけど、昔は、人間がやってた。ぜ～んぶ人間でやっ

てたあんなに重いダンボ－ルを運んでたなんて、昔のことを考えると、今きかいをつ

かってるなんて思えない。きかいは、人間にまけないほどのはたらきもの。東京の人

は、どんなによろこんでるでしょう。わたしは、１ばんびっくりしたのは、きかいは、

自動てきに休む。かしこいと思いました。 １日にちゅう

もんは、いくつぐらいなのかなあ。きかいはどうやってふたをしめたのかなあ。あと

はついてないし、ぜひききたいです。

わたしは、フル－ツセンタ－のくふうに気づいたようです。それは、ダンボ－ルの
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中に入っているかみ（せつめいしょ）そこに電話ばんごうが書いてありますが、たと

えば、東京でりんごをたべた人が、おいしくてかいにいこうとしたけど、とおい。だ

から、電話ばんごうを見て、電話して、もってきてもらう。フル－ツセンタ－はそう

いうじしんがある。すごいなあ。でも、ぜんぶはきかいにまかせてるんじゃないんだ。

人間もときどきやっている。 ………………………＜授業の感想＞

うちのおばあちゃんの会社は、つけもの、メンマなどをパックにして売ります。き

かいは、いろいろある。にんじんを細かくきったり、ごぼうもきったり。いろいろき

かいはあります。ほかにも、いろいろ‥‥。

あっもしかして（よそうタイム）つけものを自動でパックに入れるきかいってある

かも。（電話して聞いてみた）そしたら、あるって。もっとびっくりしたことがある

よ！ そのパックをしめるきかいがあるんだって。それでねどうやってしめるかとい

うと、まえ先生とやったカ－ドにするきかいがあったでしょ。それをすこし大きくし

たみたいのだって。ねつでしめるんだって。そのほか、だいたい５こぐらいですね。

でも、おばあちゃんの会社だって昔からきかいじゃなかったんだぜベイビ－。昔は、

かわむきもなにもかも手。これがけっこうつかれるんだわ－。くされたっていうかあ

まったものは、自分の家にもっていくみたいです。でも今度はちゃ－んときいて、こ

たえをはっきりさせるようにがんばりま－す。

おまけ おかあさんの所にだって、きかいはあるじょ－ 12/1（斉藤由加）

フルーツセンターの工夫を見つけ、スーパーの工夫にもどって考えている。

③④⑤に、この子の成長を感じる。

おばあちゃんの会社の機械化について書いている。１つのことを決まった角度から見て

終わりというのではなく、新しいことを学習していくと前に学習したことを比較の対象と

して、また新しい角度からとらえ直すことができる。

「お母さんの所」とは、病院のことである。物を通して学習をしてきたが、由加の目は、

「人間」にも向けられてきた。これは11月30日の③⑤によく表れている。

４年生になると、子どもたちの活動はさらに活発化し多面的になってきた。

ハムスターの工夫、買い物の工夫、ゲーム店の工夫など。

授業の中での疑問とはお構いなしに、進んで疑問を見つけて、いろんなことを調べてく

るようになった。授業のオープンエンド化から生まれた子どもたちの動きである。

＜４年生＞

(4)店の消化器調べ

４年社会科「安全なくらし」の学習では学校の消火器さがし、家の中の消火器さがしを

中心に授業を進めた。すると、ス－パ－の消火器さがしへと向かう子がいた。下校後、友

達と集まって楽しみながら行っている。

今日、辻村みほちゃんと、本間みほちゃんと、よこおあやかちゃんと、わたくしで

ヨ－クにしょうかきが何本あるかと調べにいきました。最初、サ－ビスカウンタ－に

行きました。
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「すいません。このヨ－クベニマルには、しょうかきは何本ありますか？」

ときいたら、くびをひねりました。

「それは、ちょっと‥‥‥。」

となやんでいました。それで、ふたてにわかれて、そうこできくのと、自分でかぞえ

るのと分かれました。わたしは、そうこの方でした。とくべつなへやにはいってきき

ました。すると、おじさんが、

「１４０本です。」

といいました。へ～こりゃまたびっくり！わたしは、きいた！ヨ－クにはしょうかせ

んはないんだって。でもね、そのかわり、スプリンクラ－というものがてんじょうに

ついているんだって。

びっくり発見１

ちょ～でっかいしょうかきがあった。ふつうのしょうかきの１０本分だって～！う

ひょ～～

びっくり発見２

しょうかきというものは、ガスやきかいなどの所はかならず１こはある

といっていました。そいでもって、おとなが１５ほあるくとしょうかき１こあるんだ

って。しょうかきって、なくてはならないものだなあ。 7/2 （斉藤由加）

ヨ－クに行ってきました。メンバ－ 由加ピ－、辻村さん、あやかちゃん、本間は

ん。この４人で行ってきました。自転車で行きました。集合ばしょが私んちでした。

私んちからしゅっぱつして、ヨ－クにつきました。しょうかきは何本ありますか？と

きいてみました。そしたら、お店の人が、

「かぞえたときがないので、ちょっとわかりません。」

と言いました。なので、私達だけでさがすことにしました。２組にわけました。私と

あやかちゃんで、由加ちゃんと辻村さんにわかれました。由加ちゃん達は、そうこを

見せてもらうことにしました。そのあいだに、私とあやかちゃんは、しょうかきをさ

がすことにしました。下からさがしました。さがしている時に、あやかちゃんが、

「これいいなあ－」と言っていました。私は「そんなのいいから。」と言いました。

下をさがしおわったあと、メモをしました。私達がみつけた下だけの数は、だいたい

２０こぐらいでした。下だけでもかぞえるのはつかれました。同じ所しか歩いていま

せんでした。それでおわったので、サ－ビスカウンタ－の前に集まりました。由加ち

ゃん達は、まだきていませんでした。まっているとちゅうに、エミちゃんとあいまし

た。由加ちゃん達がきて、エミちゃんがきえてしまいました。そして、２かいをさが

そうとしたら、由加ちゃん達が、「ぜんぶで１４０こあるよ。」と言いました。私が、

「しょうかせんは？」と言ったら、ぜんぜんないそうです。そのかわりに、上に水が

すばやくでる所がありマウス。

私は思った。しょうかきは、もえやすい所においておくのかなあ－と思ったら、ち

がうようでした。それもきいてみたら、

「わからない。」

と言っていました。そうこにもあるそうです。おくじょうなどに、水をためておく所
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があるかきいてみました。そしたら、ありませんと言って

いました。何でかなあ？

見たこと エレベ－タ－に、

のマ－クがありました。きっと体のふじゆうな人のためだ

な。 7/2 （本間美帆）

自分達で役割分担をしながら調べている。

すごいのは、お店の人があてにならないので、「なので、私達だけでさがすことにしま

した。」と言うところ。適当な店員などあてにしないで自分達でしてしまうたくましい子

に育っている。

この話を朝の会の話題にすると、

しょうかきさがしにいったぞ～

エ～まず～サ－ビスカウンタ－にいって、

「水をためているところはありますか？」

ときいてみたら、「ないです」といわれました。あ～しょうかきさがしにまいりま～

す。それで、２つのはんにわかれました。だい１ぱん、ゆかピ～・み～ちゃん、だい

２はん、本間ちゃん・横尾さんです。１ぱんは、そうこの中に、２はんはしょうかき

さがし～（１かい・２かい）おねえさんにつれられて、そうこの中へ‥‥‥‥そうこ

の１かいには、３本ありました。そうこの２かいは２本ありました。さ～あわせてい

くら～な～んて、５本だよ。

しょうかきは、しょうぼうしょの人たちといろいろそうだんして、おく場所をきめ

たそうです。あと、しょうかきをおくところは、きまっているのですか？ときいたら、

きかいしつや火の使うところは、ぜったいにおくそうです。 わ

たしが、とんでもなくびっくりしたことがありました。それは、しょうかきのあると

ころから、あるいて１５歩のところに、しょうかきをおくそうです。わたしは、はじ

めが１５歩だったから、１５歩にしたのかなあと思いました。ヨ－クには、しょうか

せんはないそうです。そのかわり、スプリンクラ－というものがついているそうです。

スプリンクラ－とは、ここから、

もしもかじになったとき、水をだします。

あと、いどうしょうかきというものも

ありました。それは、まん中にしょうか

きがあって、そのまわりにホ－スがあり

ます。みんな工夫しているな‥‥ふつう

のしょうかき１０本分よ～（辻村美穂）

７月６日は、武田梢と、天野まいと、辻村美穂が調べに行った。

社会の授業で６人は、黒板に絵をかいて、ていねいに発表してくれた。

消火器 １４０本。 スプリンクラ－３００こ （いつも水がきているそうだ。）

ヨ－クでの消火器さがしを通して、３年生の時には分からなかった「お客さんの安全を

守る工夫」について見えてきた。

知的好奇心が子どもたちを動かすと、遊びの中に学習が根付いていく。

まえのことです。学校からかえっていたら、ガスを運ぶトラックがおりました。じ
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～っとみていたら、なっなっな～んと消火器がありました。ドアがあいていたのでよ

くわかりました。いすのうしろのほうに消火器がありました。わたしは、ガスをはこ

んでいて、もしものときとしておいているんだなあと思いました。あともう１つみつ

けました。それは、ガスをはこぶときの１りん車みたいのです。わたしは、ガスは重

くて運べないから１りん車みたいのをつけているんだなあと思いました。

7/8 （辻村美穂）

どういうふうにじ～っと見ていたのであろうか。照れ屋な美穂の姿が浮かんでくる。

３年生時には追究する姿を見せなかった子である。

今日、みほちゃんと梢ちゃんと、のぞみちゃんで、サンワにききにいきました。そ

して、店の人にききました。しょうかきはなん本あるんですかときいたら、２５本く

らいあるといっていました。しょうかせんは４本あるそうです。そして、スプリンク

ラ－は、どのくらいあるんですかときいたら、スプリンクラ－はないそうです。わた

しは、なぜ？どうしてないのかなあと思いました。そして、ちかしつにはポンプがあ

って、ボタンをおすと水が出てくるそうです。くわしくおしえてくださいましたのよ！

そして、ありがとうございましたといって帰りましたのよ～。わたしは、スプリンク

ラ－がなくてもいいひみつがあるんじゃないかと思いました。 7/9（横尾綾香）

さらに調べ学習は広がっていく。

リレ－のせんしゅをきめるのが終わったので帰りました。帰る時に学校のかいだん

をおりて後ろを見てみたら、先生が言ったとおりに社会の教科書にあったひなんじょ

のかんばんがありました。だけど、ひなん所のかんばんだなあとはわかっているんだ

けど、ぜんぶ漢字だったので読めませんでした。漢字の下にえいごの字で何か書いて

いました。ぼくは、外人にもわかるようにかなあと思いました。教科書のひなんじょ

のかんばんにも書いてありました。 7/8 （林 幸憲）

物に込められた気持ち。字に込められた気持ち。そこに気づいている。

じどうかんに、剛君と勇き君とぼくの３人で行きました。入ったら、わきに消火器

があって、げんかん、しょく員室などにありました。ひじょう口もありました。子ど

もにわかりやすいように、ひらがなで書いていました。くふうだなあ。

7/9 （石川 怜）

スーパーの学習の最初に店員のつけているネームの話題が出た。みんなにわかるように

ひらがなのネームをつけているということになった。それを思い出している。

いろんな所で新しい発見をして、子どもたちの視野はどんどん広がっていく。

消火器やサ－ビスなどを、いろいろな所で見つけていった。ふと気づくといろんな所に

あるものである。

きのう、つみほちゃんと、ゆかちゃんとでコメリとしまむらとポニ－にいきました。

さいしょにコメリにいきました。きいたら、しょうかきはぜんぶで１０本で、しょう

かせんはないそうです。そして、スプリンクラ－もないといっていました。でも、か

じをしらせるけいほうきがあるそうです。そして、火がでたら、しょうかきだけでけ

すそうです。コメリのものは、火が出たりするのがすくないからかな～と思いました。

そして、つぎにまつ公園でちっとだけあそんで、しまむらにいきました。そして、し

ょうかきはぜんぶで７本で、しょうかせんはな～いといっていました。けいほうきは
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あるっていったけど、スプリンクラ－はないそうです。じゃあ、ここもしょうかきだ

けで火をけすんだ～。そんでさいごにポニ－にいきました。そして、しょうかきは４

本で、しょうかせんは、なんとあったぞ～１こだそうです。けいほうきは７こもあり

ました。なんでこんなに～おもいがけない所にあったりなかったり、なんでなのかほ

んとうにふしぎ～。くふうがあるからだと思いました。 7/16（横尾綾香）

スプリンクラーがない。 → 火が出たりするのが少ないからだ。

おもいがけない所にあったりなかったり → くふうがあるからだ。（自分の分からな

い何かがあるはず！）

自分なりの予想をしている。そして、おもいがけない所にあると、そこに何かくふうが

あるからだと言う。これだけ書ける子が３年生時は、ほとんど動きがなかった。追究しな

かった。綾香のように後から大きく伸びる子もいる。

(5)店調べ『０－１５７』にならないためのくふう

０－１５７がテレビ等で話題になると、店にどのような工夫をしているか聞きに行く子

がいた。孝幸は、保冷剤をもらってきて大事そうにみんなに見せてくれた。４日、社会の

授業でこのときの様子を発表してもらった。

今日、ふじもとくんと、大ごしくんとぼくで、お－ばんにいってきました。はじめ

どこにいったかわすれたけど、まないたとほうちょうをしょうどくしているそうです。

肉をうっているところでは、まないたとほうちょうにしょうどくしているといってい

ました。そして、コロッケとかをあげたりするところでは、おんどかんりをまもる、

せんどのいいものをうる。おそうざい、手をあらってしごとをすること。まないたを

しょうどくするつくたものをすぐうること。くだものをうるところでは、まないたを

しょうどくするといっていました。

つぎに、おかしやさんにいきました。ケ－キは、なまクリ－ムの生シューとメロン

トルテとかをかならずまい朝にてんけんするそうで

す。ケ－キをかってくれた人には、ほれいざいをい

れているそうです。きせつしょうひんをちゅうしん

にちゅういをしているといっていました。

さいごに奥山肉やにいきました。肉やでは、アル

コ－ルをつかっているそうです。アルコ－ルのえá

お－ばんとかにいってわかったこと

０－１５７のおかげで、いろいろなくふをしているんだなあと思いました。

8/31 （奥山孝幸）

３年生の孝幸とは見違えるばかりである。

子どもの成長とは予測のつかないものがある。つまり、可能性はだれにも分からないと

いうことであろう。

お－ばんにさいしょいってききました。さかなをうるところできをつけているのは、

まないた、ほうちょうにしょうどくする。せいりせいとんする。にくをうっているの

は、まないたとほうちょうにせんざいをつけてあらう。せいりせいとんする。せんど
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のいいものをうる。おんどかんりをまもる。つぎに、おそうざいをうっているところ

にきいてきた。手をよくあらうこと。まないた、ほうちょうをあらう。かんぜんに火

をやきものにとおすこと。つくったものをすぐうること。 つ

ぎにいったのは、たけださかなやのとなりのケ－キやにいってきました。生クリ－ム

をつかっているしょうひんは、かならずまいあさチェックをしている。ケ－キをかっ

てくれた人には、ほれいざいという氷みたいのをいれる。くだものをつかっているケ

－キは、とくに注意している。わがしは、きせつしょうひんを中心に注意しているそ

うです。

つぎに、おくやまにくやにいってきいてきました。手をきれいにする。そうじをき

れいにする。つくったものをはやくうる。

ぼくは、いま０－１５７がはやっているから、ほかのおみせとかはしなものにとく

にきをつけているんだなあと思いました。 （藤本雄大）

にくやでは、ほうちょうやまないたなどをとくにしょうどくしている。さかなやは、

おなじく、まないたや手をあらっている。

やおやでは、まないたとか、しょうどくして、よく手をあらう。もどって、さかな

やでは、できたものはすぐうりだす。

つぎは、たけださかなやのとなりのおかしや。生クリ－ムをつかっているしょうひ

んは、かならずまい朝チェックをしています。ケ－キをかったおきゃくは、保冷ざい

をいれています。くだものをつかっているしょうひんは、とくにしょうどくしている。

わがしでは、きせつしょうひん中心にしている。 （大越佑樹）

男子の元気な３人が、授業の流れをつくってくれる。

いまは、０－１５７がはやっていますね。ゆりちゃんがいってたんだけど、ヨ－ク

のおスシうりばで、お客さんがおみせの人に、

「新しいのをください。」

といっていたそうです。わたしは、おスシうりばの前においてあるのは、いつつくっ

たかわからないから、できたてのを「ください」といったんだと思いました。あと、

ヨ－クベニマルにアルコ－ルがありました。レジのとなりにあるかったものをふくろ

につめるところにありました。あと、トイレにもありました。わたしは、これもお店

の工夫だと思いました。

０－１５７はこわい。 （辻村美穂）

ぼくは、０－１５７という言葉はニュ－スでしりました。０－１５７で多くの人が

入院しています。いまでも入院している人がいます。そのげんいんが、きゅう食では

ないかといわれています。大好きなきゅう食を食べて食中どくになるなんて、とても

いやだと思います。

この前テレビでさかい市の子どもたちがでていて、早く学校へ行きたいけど、きゅ

う食はこわくて食べれないといっていました。ぼくは、かわいそうだと思いました。

そういえば２学期は、生野さいが出てないなあ。東根市でも、いろいろとくふうを

してきゅう食を作ってくれているんだなあ。新聞に全国できゅう食メニュ－を変えて

いるのがのっていました。 （板谷 翔）

新聞で見つけた全国の「給食メニューなどの変更例」の記事を日記に貼ってきた。
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調べてきたことを授業の中で発表する場をもうけた。すると、おもしろい＝追究してみ

たい内容の時は、その日の子どもたちの活動は活発化する。おもしろいものである。

この日の日記には総勢16名が０－１５７について書いてきていた。授業形態を殊更オー

プンエンドで終えなくても、子どもたちの活動は授業と授業の間に自然に生まれてくるよ

うになっていた。

一度授業の連続性の楽しさを実感すると、子どもたちは、様々な追究を楽しんで自ら行

うようになるのである。

０－１５７にならないために、いろんなくふうをしています。それをみつけるぞ～。

まずヨ－クベニマルで～す。なんと、ししょくが１こもな～い。どこをさがしてもな

いのです。かいわれだいこんがな～い。それに、やさいはあんまりうれていませんで

した。しょうどくえきをやってみたらただの水のようでした。（においはちょっとす

る）

しゅう字でおわったらおやつをもらうんだけど、このごろアイスがつづいています。

いろいろな所でいろいろなくふうをしているんだと思いました。9/1（横尾綾香）

０－１５７は試食のメニューも変えてしまう。

(6)市役所の保健課などへ広がる行動範囲

佑樹、剛、幸憲、剛規は、０－１５７について市役所の保健課とヨ－クに質問に行った。

いつの間にか、質問に行った子が自分達で司会をして進行をしながら授業を始める、そ

ういう授業形式が出来上がっていた。

東根で０－１５７になった人はいない。

山形県ないでは、０－１５７になった人がいるそうです。（９人）

になってなくなった人１人。

０－１５７にならないために、よぼうたいさくのかいぎをした。

０－１５７は、こどもよりお年よりがなりやすい。

０－１５７は、口から入る。

０－１５７になった人（８月１日げんざい）全国では９０５６人。さかい市がいち

ばん多い。６５５３人。

世界初めてしゅうだんはっせいしたのは、1982年。日本では1990年。

０－１５７のほかにも、０－２６、０１１１、０－１５４がある。

ふせぐには、せいけつにする、火をとおす。（肉、やさい）

たべものは、あまりなまはたべない。

＜ヨ－クがしたこと＞

トイレとか、サッカ－台にじょきんアルコ－ルをおいた。保冷剤をよういした。じ

ゅうぎょういんがけんべんけんさをした。

仕事をするまえに、手をあらってしょうどくした。まないたもしょうどくする。

(100℃かんりじかんがきまっている） ←なるまえ、同じ！

仕事をするまえ、手ぶくろをはめて、しょうどく時間がきまっている。

つくって、あまり時間がたつと、しなものをとりかえる。
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パン屋 生クリ－ムをあまりつかっていない。前と今では、商品がちがう。商

品が０－１５７がはやってから、すくなくなった。 9/3 （３人の合作）

子どもたちの活動範囲はどんどん広がっていく。

９月５日（木） ケ－キ屋さんに質問

きょう、ぼくは、ケ－キやに、はやしくんとごうきくんとおおごしくんといっしょ

に０－１５７のことをききに行きました。さいしょク－ルたっちを入れてから、おか

ねはふえているかきいたら、ふえていなくてサ－ビスだそうです。あとク－ルタッチ

は２・３時間はもつといっていました。あとケ－キは０－１５７になるとわるいので

３日以上はおかないそうです。それとク－ルタッチの中みは、ドロドロしたえきたい

だそうです。ぼくは、ケ－キもくふうしているんだなあと思いました。

9/5 （高橋勇貴）

３人は、授業で発表中、

「話を聞いたら、『頑張って勉強しろな。』と言ってお店の人がお菓子をくれました。」

と楽しそうに話した。「どうして、お菓子をくれたんだろう？」という質問の声に、返事

に困っていたが、

「お店でこういうことをしているよと知ってもらえることがうれしいからじゃない。」

「宣伝になるからね。」

「安心してもらえるからだね。」

友達の意見にうなづきながら新しい発見をしたようであった。

今日ボン村山のケ－キをかってきました。はこをあけて中を見てみたら何とたけ田

魚屋の向かいのケ－キやと同じ物、氷みたいな物が入っていました。これも０－１５

７が出てくる前からやっていたのかなあ。 （石川 怜）

ヨ－クベニマルでも０－１５７にきをつけていました。しょうどくアルコ－ルをふ

くろにつめるだいに１つずつおいてある。じゆうにお客さまがつかえるようにしてい

る。トイレにもアルコ－ルをおいている。くだもののカットしょうひんを、とりやめ

た。おさしみとおすしのよやくちゅうもんをやめた。ほれいざいをおきゃくさんにか

している。 （奥山貴博）

家では、０－１５７たいさくをしています。

①井戸水をあまりつかわなくなった。（井戸水に０－１５７が入っているとわるいか

ら）

②肉や魚の生物は、はやめに食べたりしょぶんする。

③いつ作られたかラベルを見て、月日をかくにんしている。

みなさんの家はどんなたいさくをとっていますか。でるかもよ～０－１５７が‥‥

9/6 （矢作 葵）

今日、ヨ－クに行ってきました。試食を見てみたらぜんぜんありませんでした。き

っと０－１５７になるといけないからかなあ～？ もし試食をだしてて、しらなくて

食べた時に０－１５７になってしまうとヨ－クの人がわるくなってしまうからだと思

いました。０－１５７にかかってからだとおそすぎるから、ださないと思いました。

生物が多いです。なのでお母さんはたまごをあまりかいませんでした。ヨ－クの人と

お母さんたちは、危ない物をくべつしながらかっているんだな！ （本間美帆）
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子どもたちの活動はさらに広がった。9/22（日）にはJRで片道30分かけて天童駅のステ

ーションデパートまで行き、店の工夫と0-157についての質問をする子（４人）まで登場

するようになった。最初は、どこかに行く途中での出来事かと思ったが、話を聞いてみる

と聞いてくることが目的だったという。こういうことが子どもたちの休みの遊びとなって

いる。調べることはそれほど楽しいのであろう。

子どもたちの活動範囲はどんどん広がっていく。

(7)いつまでも スーパーのくふう

わたしは、きょう、由加ピ－とヨ－クに０－１５７のことについてきいてきました。

ちゅういしていることは、ものをつくるところは、かならずたべるものをあつかう人

は手ぶくろをつけているそうです。もちろん、へやじゅうというか、つかうところを

まんべんなくしょうどくしているそうです。それに、かいわれ・かぼちゃなど、あぶ

ないといわれたものはおかないと言っていました。そして、ためしに見たら、なんと

かいわれとかぼちゃがありました。かいわれをよく見たら、あんぜんだよ～というせ

つめいがかいてありました。かぼちゃはみてきませんでした。みてくればよかった。

10/3 （齋藤友里）

友達とのつながりを通して、自分から調べに行く子に変身している。

学級集団の高まりと共に成長していく子の存在。教材論を越えたものがそこにある。

今日、さいとう友里ちゃんと、ヨ－クに０－１５７のことをききに入ったのでＲよ！

最初グッティ－ズに行きました。

しつもん１ ０－１５７になって、気をつけていることや、かわったことはあ

りますか？

こたえ ないそうです。でも、気をつけていることは、せっけんなどでしょうど

くしてくるそうです。

次は、おすしうりばに行ったっす。しつもん２。さっきと同じで０－１５７になっ

て気をつけてることや、かわったことはありますか？

こたえ 前より、おきゃくさんが少なくなったそうです。（ん～おすしは生だし

なあ～）

次に、あげもの（コロッケなど）やです。手ぶくろをして、し

ょうどくもちゃんとして気をつけているそうです。（そっか～み

んなすごいな～）

そして魚やさん こたえ４ おきゃくさんは、生物なので

けいかいして、売り上げ70～80％ダウンだそうです。なのでアル

コ－ルを使っ

て、もちろん手ぶくろもして、気をつけているそうです。

次は、ケ－キやさん、これはすごい！品物にはきれ～いな手で

さわるそうです。それに、れいぞうこに入れて、すぐ食べるよう

にアドバイス。モンペリエパンやさん、

気をつけていること １ 手あらい
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２ きちんとかかさずアルコ－ル

この２つは、きほんだって。パンは、その日に売れないとすてるって。でも、ほと

んどからっぽになるって。みんな、すごく気をつかってるなあ （斉藤由加）

見ようとする目がないと、何も見えない。見る目のある子には、いろんなことが見えて

くる。０－１５７で困っているのは、買う人ばかりでなく、つくっている人、売っている

人。いろんな所に影響があるということにまで視野が広がった。

酒田市のス－パ－の話です。ス－パ－のふくろは、ゴミになるばかりなので、ある

ことを考えました。それは、ふくろをあげないで、自分の家でかいものぶくろを作り

ます。そして、それをもってス－パ－へいきます。そうするとゴミがへります。それ

だけではありません。スタンプカ－ドをもらい、ふくろをもってきた人に、ペッタン

とスタンプをおしてくれるそうです。それが20こたまったら、モテモテポストに入れ

るそうです。（20こたまると、やく 100円ぐらいのお金）１か月たつと、やく70万に

なるそうです。そのお金は、目のみえない人たちなどのおじいさん、おばあさんたち

のしせつへおくられるそうです。つまり、きふです。ゴミはへるし、おじいさんたち

も喜んでくれるし、いっせき二ちょうだね。 10/5 （斉藤由加）

ゴミの勉強と、ス－パ－のくふう、２つを関連してとらえている。

ã
私は見たぞ！

それは、このまえかいた日記に、あるス

－パ－でかいもののビニ－ルぶくろはごみ

になるから自分の家でふくろをつくってく

るとかきましたが（酒田でのス－パ－）な

なんとウエルマ－トでもやっていました。

そのふくろをもっていくと、１回につきス

タンプ１こもらえるそうです。スタンプを

20こもらったら、けいひん（もえるごみのふくろ20まい）がもらえるそうです。いや

～とうとう東根まで。

感想 私は少しでも地球をきれいにすることをやると、地球はどんどんきれいに

なるんだなあと思いました。私もどりょくして、きれいにしたいと思います。

10/8 （斉藤由加）

由加は、自分の身の回りにアンテナを張り巡らしているようである。


