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(5)ナポレオンからさとうにしき 10/21（月）＜５時間目＞

18日に市役所に行って聞いてき勇貴、友里、ちひろ、由加、辻村、梢の発表から始まっ

た。６人が前で発表すると、それにつけたしのかたちで、どんどん他の子の発表がつなが

った。

【田んぼを畑にするには？】

の答が見えてきた。最初、友里が、「できないのでは？」と？を持ったことである。そ

のあと、友里は、市役所に行って？を解決した。

１ｈａの田んぼを畑にするには、２８００万円もかかる。

「ええっ」‥‥‥これには驚きの声がたくさんでた。

『どうしてそんなにお金がかかるのに、畑にするの？』

「それでも、もうかるからじゃない。」

「さくらぼって、そんなにすごいんだあ。」

【ナポレオンを全部切って、さとうにしきにしないのはどうして？】

これには、いろんなわけがあるようだ。

「受粉できない」「時間がかかる」「うえてから実がなるまでに５年もかかる」

これらの理由と共に、「とる時期をずらすため」という収穫する側からの理由もあった。

「つぎ木をしてふやすこともできるよ」葵と林が主張する。子どもたちの調べ学習の幅は

どんどん広がっている。

高橋勇貴が、さくらんぼの歴史を話してくれた。（18日の勇貴の日記、P.154参照）

①昔は東京まで４日かかって、運んで行くとと中でくさってしまってだめでした。だから

１回やめちゃいました。

②でも、工場で加工してかんづめにして売られるようになると、さくらんぼ（ナポレオン）

がたくさんつくられるようになった。工場ができたことがさくらんぼにとってはラッキ－

でした。

③そして、今は交通が便利になったので、生で運ぶことができるようになりました。だか

ら、生で食べておいしいさとうにしきがたくさんつくられるようになりました。

一緒に行った子たちが補足するため、彼の日記には書かれていない③が明確な言葉となっ

て発表された。この辺が、集団で調べる強みである。

19日（土）休み時間を使って市役所の矢萩さんからもらって来た資料（折れ線グラフ）
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を大判用紙に写させた。子どもたちは、社会の学習に算数が出てくることをおもしろがっ

て取り組んでいた。

また、天野まいの父親にさがしてもらった市の10000 分の１の地図２まい（１枚は昭和

３８年のもの。もう１枚は、平成３年のもの。）にみんなで空き時間を利用して色ぬりを

した。 田んぼ → 緑 果樹園 → 赤 桑畑 → 緑

２まいの地図が、どんどん色分けされていく。それとともに、子どもたちの確認してき

た市の耕地の移り変わりが見えてくることになった。

授業後の子どもたちの追究

チェリ－ランド（寒河江市）日記 10月20日（日）

きのうチェリ－ランドにいってきました。太田ちひろちゃんと行きました。チェリ

－ランドへついて、手づくりアイスのうっているところに、さくらんぼのことがくわ

しくのっているところがありました。さくらんぼはトルコのギレスン市という所から

きたそうです。やっぱり、さとうえいすけさんがのっていました。ナポレオンの写真

があったよ！あと、黄玉とにているぶったいが！月山にしきとかいてありました。パ

シャ！写真にとっておいたよ～ん。

さ～てとしつもんするために店長さんをさがしますか～いましたいました。では、

コホン、ゲホッゲホッ。

しつもん１ なぜチェリ－ランドを作ったのですか？

Ａ より多くの人からさがえをしってもらいたい。さくらんぼにこだわっているまち

を県外に知らせたい。

しつもん２ １番とおくからくるおきゃくさんは、何県からですか？

Ａ 全国の所から。おきなわや北海道など、いろいろな県から。（へえ～アメリカか

らなどはこないのかなあ～）

しつもん３ さくらんぼを使っている品物は、いくつぐらいですか？

Ａ 10何品。モナカ、まんじゅう、クッキ－、お酒、ジュ－ス、そば、さくらんぼの

たねを使ったおてだま、さくらんぼのみを使ったおしばな、さくらんぼぞめなど、

いろいろ

おまけ さくらんぼは１本の木に7000こつくそうです。あと、

さくらんぼの日があって、その日は第３土よう日、家の人ははたを

かざるんだって－。すごいな～。

さくらんぼの勉強をしてきて、私は、さくらんぼのことがだいぶ

わかりました。しらべにいったりしたからです。たとえば、さくら

んぼを作るには、すごくたいへんなこととか、田んぼを畑にするに

は、すごくたいへんだしお金もかかるんだなあと思いました。でも、

不思議なことは、ナポレオンと黄玉でどうやってあんなにおいしい

さとうにしきができたのかな。それが不思議です。ん～どうしてか

なあ～。これからもどんどんしらべていきたいな～。でも、山形の

さくらんぼって本当に日本１だなあ。ハッハッハ～。 （斉藤由加）
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10月21日（月）

おばあちゃんにきいたら、あっさく

らんぼのことだよ－。ジャボ－レが１

本、こうかんにしきが２本、ナポレオ

ンが３本、たかさごが１本です。さと

うにしきがすんごくおおいのね～。さ

くらんぼの木は50年ぐらいもつそうで

す。１番ふるいので30年くらいの、あ

たらしい木は10年くらいだそうです。

そして、ナポレオンとかみわけるには、はっぱだそうです。 （辻村美穂）

さくらんぼ日記でゴザル。

わたしのおかあさんがはたらいている所で、さくらんぼのことをききました。

① さくらんぼの木は何本ありますか？

Ａ、やく１２０本だそうです。

② 何種類ありますか？

Ａ、６種類。佐藤錦・高砂・ナポレオン・きょ光・セネカ・ジョボレ～

思ったこと こんなに種類あるなんてびっくり

③ お手伝いきている人は、何人ですか？

Ａ、12人です。

思ったこと そのなかの１人がおかあさんなんだからすごいな～

④ 何円ぐらい売れますか？

Ａ、木によってちがいますが、佐藤錦で１本からの売り上げが10～20万円ぐらい。

（武田 梢）

(6)３つの資料から 10/25（金）＜６時間目＞

『３つの資料』を使って授業をした。

①【経営耕地面積のうつりかわり】

②【重点作目の生産の現状】

③【品種別栽培面積の推移】と【品種別生産の推移】

①と②は、大判用紙に土曜日に書いてもらったものを黒板に掲示した。
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資料① 資料②

資料③

①からは、「田や畑は面積がへって、樹園地（果樹園）だけがふえている」

という発表が多く出た。

②からは、「おうとう（さくらんぼ）の生産がふえている」

「葉たばこの線がきれているのは、どうしてか？」

「葉たばこをやめて、おうとうをうえるようになったのでは！」

「家も、昔は葉たばこをつくっていたところに、今さくらんぼをうえている」

グラフからいろんなことがわかってきた。

最後に、③のグラフの載ったプリントを配った。
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『グラフからわかることは？』

「佐藤錦をうえてる広さがだんだんふえてきた。」

「ナポレオンをうえてるところがへってきた。」

「平成２年ころに佐藤錦がナポレオンをぬいた！」 ‥‥‥資料③から

「生産量も平成２年ころに、さとうにしきがナポレオンをぬいた！」

「やっぱり、昔はナポレオンだったんだ。」

『あれっ？と思ったことは、ないですか？』

‥‥‥‥‥‥‥‥‥

「あれ？‥‥‥」

「おかしいよ。」

「全体では、へっているよ。」

「植えている広さは、だんだんふえているのに、生産量はへったよ！」

「昭和60年には 18200 なのに、平成２年には 11500 になったよ。」

「へっちゃった‥‥‥」

さくらんぼをうえてる土地は広～くなったのに、どうしてさくらんぼのとれる量は

へったのでしょうか？

大きな？がでて授業が終わった。

子どもたちの理解を超えるものがそこにあった。

①②のグラフは、東根市役所農林課の矢萩が個人的に作ったもので、16日に子どもたち

がもらってきたものである。

③のグラフは、ちひろの持っていた本『日本のさくらんぼ』（２）からとった。

授業後の子どもたちの追究 10月25日（金）～27日（日）

ナポレオンがへったから

たぶん、さとうにしきはやわらかくて、雨になるとわれてしまうので、少なくなったと

思います。昭和60年の全体で多いのは、ナポレオンが多くて雨になってもかたかった

からわれにくいから多いと思いました。 （外塚孔明）

ナポレオンは畑のめんせきがあまり多くなくても、いっぱいとれると思う。だから、

へいせい２年のナポレオンが少なくなったので、せいさんりょうが少なくなった。

さくらんぼは、その年の天こう、気こうによって、生産量がちがうと思います。

その年のさくらんぼは、われたり、ふたごさくらんぼはうれないのでせいさんりょ

うはへります。カビもはえてくされるさくらんぼもあります。 （小野智美）

木をうえかえているから

ぼくは、すぐ始める人は、まださくらんぼがなっていないし、なるまですごい時間が

かかるから、さくらんぼのりょうはへってると思いました。ぼくは、そんなに時間が

かかるんだったら、さくらんぼとやさいをうえたら、さくらんぼがなるまでいいかも

しれないと思いました。 （鈴木優斗）
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農家がへったから 鳥に食べられたから

わたしは、土地はふえてものうかの人が少なくなっているからだと思いました。なぜ

なら、１人の人が畑を３つか４つもっていても、１人じゃたいへんだからだと思いま

した。

もう１つあって、さくらんぼがとりにつっつかれたり、われたりしてうりものになら

なくなるからだと思います。 （髙橋可奈恵）

わたしは、さくらんぼをうえている土地が多くても、農家の人が少なくなってきて

いるからなんじゃないかなと思います。それから、いいさくらんぼがあまりできなく

なったんじゃないのかなと思いました。そして、市場へ出すりょうがへったんじゃな

いかと思いました。これじゃないのかなあ？さとうにしきくんばっかり、すご～く多

いからつめつめしてるのとかが多くて、くされちゃってるのとかがあったりして～。

かんづめにするのも多いからな～。かんづめく～んみたいに加工するのもあるし～う

～ん、う～ん、なにだろうな～やっぱりな～農家の人がい～っぱいやめて、すご～く

少なくなっちゃったんだと思いました。こんなにむずかしいなんて思ってなかったな

あ。こうゆうことでもむずかしいんだなあと思いました。 （横尾綾香）

自分の考え

その１ のうかの人がへったとまえにべんきょうしましたね。だからだと思います。

その２ 雨がふったりして、さくらなんぼのみがわれてしまって、のうきょうにだ

せなくなったからへったのではないか。

その３ ナポレオンのことなんだけど、ナポレオンとかの１つぶがおもいとべん

きょうしましたね。１つぶがおもくてのうかの人がだめだと思ってだせないんじゃな

いか？

その４ さくらんぼの木にみがついているのを、とりがたべちゃって少なくなった

と思います。

だいたい、このくらいよそうをつけてみました。本当のこたえとかはきいてみない

とわからないけど、自分でよそうをつけてみるのもいいなあとおもいました。

（井上奈美）

さくらんぼは春にできるから、つゆのじきにもできるときもあるから、そのときに雨

がふってみがつぶれたりもするし、あまりおいしかったりとかもしないから、さくら

んぼをうえている土地は広～くなったのに、さくらんぼのとれるりょうはへったとお

もいました。それに、ハウスがないところは、すずめにくわれたりするから、とちは

ふえているんだけど、りょうはへっているとおもいました。 （奥山孝幸）

天気によって！

面積はふえているのに、生産量はへっていますね。わたしは、生産量が少なくなっ

たのは、鳥が桜桃を食べたりしてなったと思います。

調べたこと（おじいちゃんの話）

気候や温度差で植えても実がならない木がたくさんあるそうです。（山間部）一部

平地もあるそうです。田に植えたものの管理が畑の数倍も大変な割りに実がならない

そうです。それが今後の問題だそうです。 （太田ちひろ）
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私は天気によると思います。それは、雨がふるとさくらんぼは水にあたってくされ

てしまうこともあると思うし、そんなに水が少なくともだめだと思うから、天気によ

ってとれる日と、とれない日があると思いました。農家の人が水をかけてあげれば、

多くとれると思うけど、いくつかの木にはしごなどをもってかけると、１日すぎてし

まうかもしれないので、水をかけるのはたいへんだと思います。このごろは、雨がふ

ったりふらなかったりで、ばらばらな日がたくさんなので、天気によると思いました。

（本間美帆）

わたしはかんがえて、さいしょとりからくわれたんじゃないかとかんがえて、あと

おもいつかなかったので、じっかにでんわをしてききました。

① しもでこおってすくなくなった。

② さむくて、みがあまりならなくなった。（長い雨）

でした。さくらんぼをつくるには、気おん、天気がだいじなんだな。（岡崎 綾）

ぼくは、さくらんぼの勉強をして、いろんなことがわかりました。

さとうにしきを作ったさとうえいすけさんが、ぼくの習字の先生のひいおじいちゃ

んだということや、さとうにしきはぐうぜんできたこと。

今さくらんぼの木が植えてある土地も、昔は田んぼだったこと。昔米がとれすぎて、

げんたんといって田んぼをさくらんぼ畑にかえた。さくらんぼの土地はふえて、さく

らんぼの量も最初はたくさんあったけれど、おいしくて高く売れるものを作ろうとさ

とうにしきを発明した。でも、さとうにしきは、おぼっちゃんさくらんぼで、天候によっ

てとれる量がかわってしまう。

さくらんぼは、花がさいて実がとれるまで３か月ぐらいです。５、６月の天気が晴

れの日が多いと、さくらんぼはよく取れるそうです。でも、６月はつゆで雨が多い月

です。だから、だんだんとれる量がへったんだと思います。

おいしいさくらんぼができるのは、土地や天気だけではなく、人の手がたくさんか

かっていると思います。まびきをしたり、じゅふんをしたり、たいへんだと聞きまし

た。今は、農家で働く人がへってきて、それもさくらんぼがへってきたげんいんだと

思いました。 10/26 （板谷 翔）

どうして面せきは広くなっているのに、実はへっているの？

それは、きっとみんなたくさんつくろうとして、どんどんさくらんぼの木をふやし

てるけど、しっぱいしてというか、あまり実がならなかったからだと思います。

それに、今年はとくにとれなかったそうです。それは、今年はひょうがふって、花

がほとんどおちてしまい、あまりとれなかったそうです。

私は、さくらんぼを作るには、いろいろくろうがいるんだなあと思いました。あま

いさとうにしきを作るには、くろうとやる気があったから作れたんだとなあと思いま

した。 10/27 （斉藤由加）

かんきょうがわるくなったから

気候や土のしつがわるくなってしまったからだと思います。昔の方が空気や水がき

れいだったからいっぱいなったと思います。今は工場や車が多くなって、空気などが

よごれてしまって、たくさんならないじゃないかなと思いました。さくらんぼをつく
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るのも、大変だなあと思いました。 （元木祐介）

昔は大きさよりも量だったから

昔は、さくらんぼの大きさ、あまさなどよりも、小さくても多い方がよかったのだそう

です。だから、おろぬきをしないで、そのまま大きくしていたそうです。今は、大き

くて、あまく、赤いさくらんぼがいいのだそうです。なので、ぐ～～～んと下がった

のね。なるほど。うん、そっか。 （齋藤友里）

さくらんぼをうえてる土地は広くなったのに、収穫量は減ってきている。

農作物には様々な条件が関わってくる。本当の原因が何であるかと明確に追究すること

は難しいかと思われた。

しかし、その不思議について、子どもたちは、自分なりの意見を持ち主張できるように

なっていた。それまでのさくらんぼの追究により生まれた、個々の思いと願いがその根底

に存在している。

(7)生産量が減ったのはどうして？ 10/28（月）＜７時間目＞

さくらんぼを植えている土地は広くなったのに、生産量がへったのはどうして？

いろんな意見が出た。以下のようにまとまった。

①車とかで、かんきょうが悪くなったから

②土地がふえても農家がへっているから

③年をとったさくらんぼの木を切って、新しい木をうえているから

④昔は大きさよりも量 今はあまくて大きいもの だから数がへるから

⑤今年はひょうとしもで花がおちた 天気が悪い

⑥花ふんをはこぶミツバチ 寒い日に死んだから

⑦雨 実がわれたから

⑧鳥に食べられたから

⑨台風でだめになったから

どれなのであろうか？ 「やっぱり天気かなあ」子どもたちの考えは動く。

さくらんぼの木の下には蜂がくるように巣を作っておくという話が出た。竹のぼうを切

ってならべて作るのだそうだ。さくらんぼの受粉に蜂が関係するという事実。学習の幅は

どんどん広がっていく。

この日は、ちひろのチェリ－ランドのおみやげ「さくらんぼシュ－ケ－キ」、筆者の新

第５章第三節 話し合い活動の意義



- 166 -

庄のおみやげ「あじさい」の菓子を食べながら寒河江と新庄の話もした。

授業後の子どもたちの追究 10月28日（月）

きょう社会のじかんにチェリ－のことをしました。チェリ－ランドのおかしと、せ

んせいがかってきたあじさいのおかしをたべながらべんきょうしました。どうしてな

らないのかで、ハチがでてきました。ぼくは、ハチはかんけいないと思っていたけど、

ハチのことをしっていた人のをきいていると、かんけいあるということがわかりまし

た。 （渋谷宜克）

今日５じかん目に社会のさくらんぼのべんきょうをしました。いろんないけんがで

ました。で、ぼくちんちんは、風（台風）でさくらんぼがとばされてさくらんぼがす

くなくなるといいました。１回はっぴょうできてよいとおもいました。 （森 渉）

ぼくは、⑦の天気が悪いのだと思いました。ぼくも外づかくんたちと同じで、雨が

ふると実がわれるから、木はふえても実が出せなくてへっていると思います。また、

気こうがさむすぎてならない時もあると思います。さくらんぼを作るのは大変だなあ。

（石川 怜）

しゃかいのべんきょうのかんそう

ぼくのいえでは、ちいさくてながくてほそい竹をつかってはちの

すをつくります。そして、さくらんぼの木のちかくにつけます。か

なあみは６角形のをつかってハチのすにかけています。でも、ほか

のうちの人は畑につけていない人もいます。ぼくは、どうしてかな

あと思いました。あと、ハチもやくだっているんだなあと思いまし

た。 （武田貫平）

わたしは、元木君が言った車とかでかんきょうがわるくなったと言ったのがいいな

あと思いました。わたしが１番いいなあと思ったのは、花ふんをハチがしてくれて、

ハチのおかげでさくらんぼはできているんだなあと思いました。 （佐藤美香）

ぼくは、きょうしゃかいのべんきょうをして、さくらんぼで、ハチがしょうどくで

しんだからへったと思いました。気こうは、山形はきこうがいいからちがうと思いま

す。ぼくは、ハチはかんけいないと思っていたけど虫にかんけいあるのはすごいなあ

と思いました。 （高橋勇貴）

社会のじゅぎょうでさくらんぼのことを勉強しました。みんな自分の考えなどをい

っていました。私も自分の考えをいえてよかったです。それでとくに、ゆうとくんの

古い木から新しい木にうえかえるじきだから、というのがすごいなあと思いますただ

よ。ほかにもすごいいけんがたくさんですごいことばかりでした。 （斉藤由加）

５時間目に社会でさくらんぼの勉強をしました。ないようは、土地は広くなったの

に、どうしてさくらんぼのとれる量はへったのか？です。わたしは、かんがえた。そ

れは、風（たいふう）がふいてきて、さくらんぼがおちるからとれる量はへったと思

います。それに、雨などがふってきて実がわれるからへったと思いました。うちでは、

雨で実がわれないようにハウスをたてて、そのうえにビニ－ルをかけています。わた

しは、それもうちの工夫だなあと思いました。あともう１つあります。それは、ハチ

くんのことです。うちにはハチのすがあります。それで、どうしてハチのすがあるか
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きいてみました。それは、さくらんぼの花めをむすぶためだそうです。そのハチくん

の名は、ミツバチです。そのミツバチくんは、いまおひるね中‥‥またさくらんぼの

じきになるとでてくるそうです。それってとうみん？ わたしは、お父さんでもおこ

してくれるのかなあと思いました。 （辻村美穂）

どうしてへったかというと、ハチが春の暑い日

に出てきて、次の日寒くてハチが死んでしまった

からだと思います。なぜかというと、ハチは花粉

をはこんでさくらんぼができます。ハチがいなか

ったらさくらんぼができないからです。

（太田ちひろ）

５時間目に社会のじゅ業で平せい２年はどうし

てさくらんぼの量がへったのか話し合いました。

車ができてかんきょうをこわすからとか、ミツバ

チが少なくなったからとか、鳥が食べてしまった

からなど、まとめて全部で９つになりました。学

校が終わってから市役所に聞きにいった人もいます。台風のせいだといった人もいま

した。でも台風は秋なのでちがうと思います。それよりも、つゆのとき雨がたくさん

ふったりするとさくらんぼがわれるので平せい２年は雨が多かったからさくらんぼの

量が少なくなったと思います。今日発表できればよかったなあ。 （板谷 翔）

今日社会のじゅぎょうをしてみて、自分のかんがえなんだけど、ビニ

－ルシ－トみたいなのがないところは、たぶんこういうの →

をつかうとおもいました。あとハチのすみたいのはなんにもならないと

おもっていたんだけど、今日勉強をしていて、かふんをはこぶためある

ということがわかりました。 （奥山孝幸）

家の人に、雨がふると実がわれる？ときいたら、われるといっていました。だから

ビニ－ルシ－トをうえにのっけておくといっていました。のうかの人のくふうだなと

思いました。 （瀬野剛規）

ぼくは、考えがかわって鳥のせいで、さくらんぼをうえている土地はふえているん

だけど、とれるりょうは少なくなっているんだと思います。そのはけは、鳥はおいし

くて実が大きくて赤いのしか食べないから、われているのとかがのこったりして市場

とかに出すさくらんぼがなくなるんだと思います。 （林 幸憲）

今日、社会のじゅぎょうでみんないろんないけんを言いました。わたしは、こうい

うことを言いました。昔は、おいしさ、色つや、大きさよりも多い方がよかったそう

です。でも、今は、おいしさ、色つや、大きさだから下がったんじゃないかという答

でした。そして、おわりにちかづいたときに、山形の算数ものがたりという本に、さ

くらんぼのことがかいてありました。よくみると、ためになることがいっぱいかいて

ありました。収かくは、天候がいちばんえいきょうするということです。そのほかに、

品種とか、土地がえいきょうするのだそうです。だいじなことは、おいしさや色つや、

大きさなどなのだそうです。

おまけ

第５章第三節 話し合い活動の意義



- 168 -

「さくらんぼの花がさいて、みがなるまでの天候にかぎっていいますと、雨が少ない

と、そして、５月６月の気温が高い年は、さくらんぼはほう

作になるのだそうです。」

おまけっけ 山形県のさくらんぼの10ａ（ア－ル）あたりの収

かく量（ｋｇ）のうつりかわりは、なんとぎざぎざなのよ～なぜ～

キャ～ （齋藤友里）

授業での友達の発表が、個々の子どもへ大きく影響を与えていることが分かる。

子どもたちは、他者との対話を通して自分の意見の捉え直しを行っていくのである。

社会的事象、事実がもとになってはいるが、そこにあるものは、他者の存在そのもので

ある。学習を通して、友達とのつながりの編み直しを行っているのである。

学習を通して友達づくりが行われている。

この日、市役所に確認に行った４人の子どもたちは、学習でつながった友達である。調

べ学習がもとで築かれた友達なのである。

友達との会話を通して学習に深みが増してくる。それは、単に調べ学習で終わることの

ない「生きる力」と言えないであろうか。

授業後、みんなの予想をもって、４人が市役所に確かめに行ってくれた。

散々みんなで意見を言い合ってのことなので、４人の質問は、今までの「～～について

教えてください。」という質問の仕方とは違って、「…は、～～ではないのですか？」と

自分たちの考えを主張しての確認的な質問となっていた。

自分なりの予想を持っての質問と、全面的に教えてもらうための質問。

この２つの違いは大きい。

今日、市役所に、剛君、奈美ちゃん、外塚君と私でサクランボのことについてきい

てきました。やはぎさんがおしえてくれました。

①かんきょうが悪くなったからか？ ときいたら、かんきょうはかんけいないと思う。

②いっぱいとってうるよりも、大きいのをとってうった方がお金になる。

③台風などがきたら、サクランボはもうどうしようもない。

④われたサクランボはうりものにならないので、自分で食べるかあげるかどちらか。

⑤なので、われないようにビニールをしておく。だけどすこしわれるのもある。

⑥みつバチじゃなくて、まめこバチというハチを育てていて、花ふんをとってくれる。

⑦まめこバチは、人などをささないのではりがない。

⑧ナポレオンは、かこう。

⑨大きくておいしければ、いくらでもかってくれる。

⑩だんだんさとうにしきにかわっていく。

⑪天気とかはすごくかんけいあるそうです。

それでせいかいは、昔は大きいよりも量というのがせいかいです。天気のことなん

だけど、私は思ったんだけど、やっぱり天気にかかっていて、天気がわるければサク

ランボもだめになってしまうんだな～と思いました。やはぎさんのおかげで、こんな

いろんなことがわかりました。こんどもまた、いろんなことをおしえてください。私

達もよそうをもっていくんで。今日は本当にありがとうございました。（本間美帆）
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市役所にいって、さくらんぼのことをきいてみました。いっぱいとってうるよりも、

大きいのをとってうった方がお金になるそうです。百円で10こ入りであまくないのと、

百円で５こ入りであまいのをどっちがほしい？ わたしは百円で５こ入りであまい方

をかいます。先生はどっち？ やはぎさんは、百円で５こ入りであまい方をみんなか

っているよといっていました。

かんきょうはかんけいあるのかときいてみたら、それはかんけいないそうです。と

りからたべられたさくらんぼは、すてるそうです。雨とかでわれたのは、自分の家で

食べるか他の人にあげるそうです。台風とかがきたら農家の人はどうしようもないそ

うです。でも、今はさくらんぼがわれないようにビニールシートをかけているから、

ほとんどだいじょうぶだそうです。のうかの人がまめこばちをそだてているそうです。

そのはちは、花ふんをとってくれる。今はみつばちじゃなくて、まめこばちをそだて

ているそうです。みつばちとまめこばちのちがいは、まめこばちははりがなくささな

くて、みつばちははりをもっていてさす。これがちがいです。

ナポレオンは、つくればつくるほどもうかって、さとうにしきはあまくておいしけ

ればすごくもうかる。おおきくておいしければいくらでももうかる。まえにもべんき

ょうしたんだけど、ナポレオンをどうしてさとうにしきにかえないのかときいてみま

した。農家の人でまだナポレオンをほしい人がいるから、ぜんぶきりたおさないそう

です。

天気はかんけいあるのかときいてみたら、すごくかんけいあるそうです。

これで、きいてきたことぜんぶです。市役所にききにいくと、くわしいこともわか

るし、やさしくおしえてくれるのでいいなあ。やはぎさんのおかげで、くわしいこと

がわかりました。 （井上奈美）

(8)生産量が減ったわけ 10/30（水）＜８時間目＞

さくらんぼをうえている土地は広くなったのに、生産量がへったのはどうして？

28日にはいろんな考えが出された。この日は、最初にそれらをまとめてから授業に入っ

た。１日たつと子どもたちの考えも変わってくる。

４年５組の予想ナンバ－３は、
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第１位 花ふんをはこぶハチが寒さで死んだ １７人

第２位 鳥に食べられた １５人

第３位 雨で実がわれた １２人

〃 ひょうとしもで花がおちた １２人

であった。さくらんぼにおける蜂の役目を主張する子の意見が反映された。意外性は、子

どもの興味を引く。

その後で、28日に市役所に行って聞いてきてくれた本間、奈美、外塚、剛に前に出てき

てもらい説明してもらった。

鳥は？ →→ 「あみがあるからだいじょうぶ！」

環境は？ →→ 「とくに関係なし。」

ハチは？ →→ 「関係はある。」

剛が「天気は、すごく関係ある。」と言った。みんな、「やっぱりそうか」と口々につ

ぶやいた。

台風は？ →→ 台風がきたらぜんめつだから‥‥‥しかたない！

雨は？ →→ ビニ－ルシ－トがあるからだいじょうぶ

（あれれ‥‥‥‥？）

「天気は、すごく関係あるけど、でも、それよりも関係あるのは‥‥‥

昔は量、今はあまくて大きいもの です。」

28日、ただ１人友里が主張し続けていたことである。また、板谷翔は、本時に入るまで

は天候派であったが、授業始めの友里の言葉で変更した。しかし、全体での挙手ではまた

もとの考えに戻った。このあたりの子どもの思考の移り変わりがおもしろい。その過程こ

そが子どもの成長を促すことになる。

様々な意見が飛び交ったが、子どもたちの中にはどのような理由であれ、最終的には天

候によるもの（蜂もこれに含まれる）で、自然に影響されるものという意識が強かった。

天気によって仕方なく減ったのだと予想していた。

しかし、人間がわざと少なくしているという原因に至った。

おしいくて、大きいものを作るために、数をへらしているのだと言う。

いっぱいよりも、大きい方がお金になる。消費者の嗜好を捉えている。

消費者の立場から、生産者の立場を考えるに至った。

そこに、さくらんぼを作る人の工夫を見つけることにもなった。

授業後の子どもたちの追究 10月30日（水）

今日５時間目に社会をしました。土地は広くなったのに、どうしてさくらんぼのと

れる量がへったのかとべんきょうしました。わたしは、寒くてミツバチが死んだと、

天気だと思いました。でも、それは、せいかいじゃありませんでした。せいかいは、

昔は量、今は大きさでした。わたしは、しんじられませんでした。 （押切未希）

平せい２年はどうしてさくらんぼはへったか、けっかがわかりました。ぼくは、雨

が多くてさくらんぼがとれなくてへったと思っていました。最初は、量よりもおいし

さだと思っていたけど、とちゅうで変わりました。変えなければ正かいでした。人が、

考えて、量よりもおしいくて形が大きい物を作ろうとしたことがわかりました。今は、
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おいしくて高いさくらんぼができたのには、いろいろな人のど力があったんだとわか

りました。 （板谷 翔）

今日、社会でさくらんぼのりょうがへったのはなぜかで、ぼくははじめ年をとった

木をきって、新しい木をうえただと思ってたけど、市役所の人にきいてきた人が前に

たってこたえをいったら、昔の人は味じゃなくて数だったから、今は数じゃなくて味

だから、今は実をとっておいしいさくらんぼをとっているから、さくらんぼはへった

んだというのがせいかいでした。ぼくは、そんなじだいがあったんだなあと思いまし

た。 （鈴木優斗）

５時間目に社会をしました。わたしは③⑥⑦⑧だと最初は思いました。

市役所に行ってきいてきた人は、④がせいかいだといっていました。わたしは、天

気もかんけいあると思います。それで、家の人にきいてみました。今年は、やっぱり

さくらんぼのとれる量はへったそうです。台風は、さくらんぼのじきにはこないそう

です。でも、10年くらいまえに家のさくらんぼの木がたおれたそうです。それで、な

んでたおれたのかきいてみました。そしたら、台風のせいでたおれたんだそうです。

台風でくふしているところは？ときいてみました。そしたら、台風はこないから工夫

はしていないそうです。でも、りんごはあるそうです。それは、そえぎをするのであ

～る。さいごに、台風は９月のはじめごろから、10月のはじめごろまでだそうです。

これで今日の日記をおわ～る！ （辻村美穂）

今日、社会の時間に市役所できいてきたことを発表しました。そしたらよそうがあ

たった人がいました。よそうをみんなでしてから、答をいいました。「台風」という

ので、まよいました。先生から、

「じゃあ台風はかんけいないのかな？」

ときかれて、どう答えればいいのかわからなくなって、まよってしまいました。それ

で、台風のことでききにいく人とばとんたっちしました。台風のことはあまりくわし

くきいてこなかったので、今度いった時にくわしくなんでもきいてきたいと思いまし

た。でも、さくらんぼのことはくわしくしったのでよかったなあと思いました。

（本間美帆）

今日５時間目社会をしました。もちろん、さくらんぼのことです。答をいってくれ

ました。④でした。私は⑤に手をあげました。でも、その⑤はすごくかんけいあるそ

うです。私は、はずれてもあたっても、わかればいいんだと思いました。④に手をあ

げた人は、どうしてわかったのかなあ。

やっぱり、昔は実が小さくても、黄色くても、とれるりょうが多ければいいけど、

今はあまくて赤くて、実が大きい方がいいんだなあと思いました。（斉藤由加さん）

今日、わたしたちが市役所に行ったことを話しました。市役所にいくまえは、わ

たしはどれがせいかいかわかりませんでした。これだなあと思っていたのが⑤とかで、

天候にかんするものだと思っていました。

そして、今日みんなにきいてきたことを話しました。

はなしてみてよかった所。さいしょからこたえをいわないで、ちがうのからつぶして

いった所。

はなしてみて、だめだった所。わたしたちであ～かこ～かじゅんばんはこうだとか
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話して、ほかの人がききづらくなってしまったかもしれない。もしこんどいって話す

ときには、ききやすく話さなければ。 （井上奈美）

今回の４人は、聞いてきたことを発表するだけではなく、誰かの代弁者としての存在で

はなく、自分たちの言葉で補足しながら説明することができた。

それは、多分に自分たちの予想を持って聞きに行ったということが大きい。

みんなで意見を出して話し合い、自分の考えと友達の考え、お互いの主張することを認

めた上で、聞いてきたというところが大きい。予想には、それなりの理由が存在する。

思考の往復運動にもそれらは存在しない訳ではない。しかし、明らかに主体は調べる対

象にある。

学級集団で話し合いを通して得た予想には、予想を出した子の存在も関わってくる。28

日の子どもたちの日記には、友達（発表者）の名前が多く書かれていることでも分かる。

学校で話し合った後、家で自分の考えをまとめ直すときに友達の名前が出てくる。その

意味は大きい。

子どもたちは、自分の属する学級集団をしっかり意識しているのである。

それは、第二節で述べてきた思考の往復運動時の個人的な追究とは大きく次元の違った

ものへと成長している。

個の追究が、集団の中でしっかりと根付きながら展開されているのである。

４人の発表者は、正解を伝えることに目的をおいてはいない。

①～⑨のそれぞれの立場の意見について、正解と至らないその理由についても補足して

いる。４人は、市役所の矢萩から聞いた説明を自分たちで消化し、みんなに分かりやすく

説明することを意識している。常に聞く側を意識している。

自分の意見さえ発表することができない奈美が、集団の力を借りて説明し、そのことに

ついて自己評価するにまで至っている。個の学習では、彼女はこのレベルには至れなかっ

た。学び合う集団が彼女をここまで育て上げたのである。

(9)扇状地

11月１日（金）

＜９時間目＞

元木と剛が数日前から書いていた絵を掲示して扇状地の地形による東根の耕地について

説明してくれた。
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東根の土地はジャリが多くて水がしみこみやすく、米作りには適しない。

しみこんでいった水が長瀞あたりでわきでてくる。だから、長瀞あたりは水がたくさん

あって米がつくりやすい。

これは、どうしようもない事実である。

米作りが中心だった昔の農家の人たち。東根の人たちは、どんなに困ったことか。

それ故、苦労して、たばこ畑、くわ畑としていた。

そこに登場したのが『果樹』だったのである。

14日の発表で、すでに元木はこの内容についてふれている。父から前に聞いたことを主

張していた。しかし、14日の段階では、みんなを説得させるまでには至っていなかった。

『お父さんに、もっと詳しく聞いてみたら？』

と話しておいた。

全体の授業の流れは記述してきた通りである。多くの子どもはその流れに沿って考えて

きた。しかし、地形から稲作が難しい、つまり、東根には畑が多いことの原因……彼の頭

の中には、つねにこのことがあった。個のこだわりである。ほとんどの子は、このこだわ

りを持ち合わせている。それは、多分に自分の生活経験からのものである。ただ、その表

現の術を持ち合わせていないだけである。これを個性と言うのであろうか。

父親から詳しい説明を聞いてきた元木は、紙にまとめてきた。筆者はそれを大判用紙に

書くように促した。たまたまその場に居合わせた剛が、「ぼくも手伝う。」と言ったので、

２人で書くことになった。授業での説明は、元木と剛の２人がおこなった。楽しくみんな

を笑わせながら説明する剛、父の説明を付け加える元木。協力者の存在が大きい。

＜元木祐介と太田剛の書いた絵・発表の感想＞ 11月１日（金）

東根の田やかじゅえんのれきしがわかった。そのジャリにしみこむのは東根だけな

のかな。そのジャリをとりかえてかたい土にすれば米がつくれたのに、どうしてなのか

なと思った。ぼくは、米がつくれなくなって、さくらんぼをつくるといって、日本の

さくらんぼもいいけど、外国のさくらんぼもいいといってナポレオンをゆにゅうした

のかなあと思いました。それとも、その前にナポレオンはあったのかなあと思いまし

た。もしナポレオンがなかったら、どういうさくらんぼをつくっていたのかな。昔か

らひくいとちが米づくりがさかんなら、長とろより下の市や県などのほうがいいんじ

ゃないかと思いました。 （藤本雄大）

昔からさくらんぼとかがつくられたんじゃなくて、米を作っていたことがわかりま

した。ぼくもふじもと君と同じで、土にしたらよかったんじゃないかと思いました。そ

こで、ぼくは考えました。昔の人は土をかうお金がなかったとぼくは思いました。

昔の人は、田んぼをつくっても、おいしい米がつくれなくて、さくらんぼにしたという

ことがわかりました。ぼくは、昔の人の工夫だなあと思いました。長とろでお米がつ

くられるんだけど、東根でつくれないから、昔の人はこまったと思いました。

（石川 怜）

東根では田んぼをつくってもいい米がつくれなくて、長とろのほうに水がながれてい

ってしまうということがわかりました。ぼくは、じゃりのところで田んぼをつくった

って米はつくれないし、さくらんぼやりんごとかだとつくれるからだと思いました。

そこで考えました。たぶんこれはのうかの人がかんがえたくふうだなと思いました。
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どうして、こめはジャリのところにつくると、おいしいこめがつくれないのかな。そ

こで、長とろのほうでは、米がつくれるから、田んぼがじょうぶにそだつから、りん

ごやさくらんぼなんか長とろの人たちはどうでもいいと思っていたんだと思いまし

た。 （瀬野剛規）

東根にはジャリがあって水がしみこんで、長とろにわきでて、東根では米をつくっ

てもおいしくないけど、長とろでは米がつくれて、ぼくはとくなのかなあと思いまし

た。だけど、東根と神町の人が考えたさくらんぼとりんごをうえて、ぼくは土地でと

れる物とかがちがうんだなぁと思いました。これも土地のくふうなんだなあと思いま

した。ぼくは、くだものは１つずついえみたいなものがあるのかなあと思いました。

（鈴木優斗）

東根では、田（米）がつくれないということがわかりました。それで思ったことが

あります。昔、田がつくりたかったら、石をとってかたい土をうめればいいと思いま

す。あと、東根の石をとって長とろの土とこうかんすればいいと思います。こずえち

ゃんとかがいったのとにているんだけど、東根は石が多くて、どうして長とろの方はか

たい土があるのだろう？あと、さいしょの方にかいてあるんだけど、ひくい土地が米

をすごくつくれるとかいてあります。どうしてひくい土地だけなのだろう。それはきっ

と、上の方からかなりの水がながれてくるからだと思います。 （井上奈美）

わたしは、東根ではかじゅがさかんで、長とろの方では米がさかんなんだというこ

とがわかりました。東根でも、まえは米がつくられていたことがわかりました。長と

ろの方では、きれいな水がたくさんわきでるから、おいしいおこめがたくさんできた

ことがわかりました。東根の白水川は、土ではなく石っころみたいなのがいっぱいあ

って水がしみこんでいくから、おいしいお米があまりできないことがわかりました。

わたしは、じんまちの人はいろいろかんがえたんだなあと思いました。その中で、東

根でそだてられるかじゅをさがして、さくらんぼとりんごをえらんで、うえられるものをい

ろいろかんがえたんだなあと思いました。 （髙橋可奈恵）

ぼくは、元木くんとつよしくんのはっぴょうをきいて、昔は川の水がじゃりみたい

なところでしみこんで、ながれていって、東根の川の水が長とろのほうにながれてい

くというのは、はじめてわかりました。あと、ぼくは、しつもんのとき、ふじもとく

んのじゃりを水をとおさなくすればいいといったはっぴょうがいいと思いました。も

しちがうところに水がながれていったら、それをとめればいいと思います。

あとぼくは、田んぼはだめだったから、あまり水をつかわないりんごやさくらんぼに

しようと思った昔の人はすごいなあと思います。 （高橋勇貴）

元木くんとつよしくんがはっぴょうしてくれたかんそう。わたしは、東根はりんご

やさくらんぼができるりゆうをはじめてききました。ただすきでりんご畑やさくらんぼ

畑をつくったんじゃないとわかりました。わたしは、かじゅえんをつくろうなんてだれ

がかんがえたのかふしぎです。それになんで東根だけがじゃりなのかなあと思いまし

た。ほかの市にもあるのかなと思いました。りんごの木やかじゅえんは、水がいらな

いですね。なので東根もじゃりなどもなくほかの市みたいでしたら、今ごろは何をつくっ

ていたんでしょうね。わたしは、れきしってすごいなあと思いました。日本１になれ

たのも、このせいかな。 （武田 梢）
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東根では、どうしてさくらんぼが多いのかが分かりました。ぼくは、昔の人がジャ

リがいっぱいあるからどうしたらいいだろうと考えなかったら、今東根ではさくらんぼが

有名じゃなかったんじゃないかなあと思います。ジャリで田んぼがつくれなかったから

ジャリを土になおして田んぼをつくればよかったのに、なおせなかったのかなあと思

いました。そこでぼくは少し考えてみました。そして、ぼくは、ジャリから土にかえ

るのはとてもお金のかかることだったので、ジャリのままでもつくれるさくらんぼに

したんだと考えました。 （林 幸憲）

元木くんと剛くんが田、果樹園の歴史をいってくれました。それは、昔からひくい

土地では米作りがさかんだったそうです。でも、東根にはあわなかったそうです。東

根は昔から米がつくれないし、あわなかったのかなあ。？と思ったこと。こずえちゃ

んと同じで、どうして東根はじゃりばかりなのかなあと思いました。 （斉藤由加）

ぼくは、なぜ東根の方ではあまりおいしいこめはつくれないのに、長とろの方はお

いしい米がつくれるのは、どうしてかなと思ったんだけど、それは東根の方は川のそ

こがじゃりだから水がちかにしみこんで、長とろの方に水がわきでるから、東根の方

ではおいしい米がつくれないけど、長とろの方はおいしい米がつくれることがわかっ

た。ぼくは、最初は、山からきた水が、東根をとおらないで長とろにいくから東根の

方はあまりおいしい米がつくれないと思ったけど、ぼくのはまちがっていた。

（太田 剛）

わたしは、東根では米をつくってもおいしいくないということはしらなかったんだ

けど、今わかりました。わたしは、どうしてりんごとさくらんぼをえらんだのかなあ

と思いました。水があまりなくてもできると元木くんとつよしくんがいったので、わ

たしは、どうして水がすくなくてもできるとわかったのかふしぎに思いました。

（廣谷エミ）

(10)さくらんぼの歴史 11月８日（金）＜10時間目＞

これまで学習してきたさくらんぼの歴史を振り返ってみた。

授業では、筆者は、最後に子どもたちに次のように話した。

東根の土地について勉強しました。

みんなは、さくらんぼの学習を始めたとき、「東根の土地はさくらんぼにあってい

る」と言っていました。しかし、昔の農業の中心は、何といっても『米』でした。
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田んぼが中心でした。

「東根の土地は米つくりにはあっていない。」ことを確認しました。

元木くん、剛くんが絵にかいて説明してくれたように、ジャリが多くて、ダメな土

地だったのです。扇状地(せんじょうち)ということを説明してくれました。

そこに、しかたなくて くわ畑 たばこ畑 をつくりました。

農家の人たちは、さぞかし残念だったと思います。

しかし、そこに「りんごくん」がやってきました。

続いて、「さくらんぼっちゃん」もやってきました。

最初はうまくいかなかったけど、かんづめができると「ナポレオン」くんががんば

りました。さとうさんが「さとうにしき」をつくると、さくらんぼを生で食べるよう

になりました。この時、交通が良くなった！‥‥これが大切だったのですネ勇貴くん。

そして、さくらんぼは、日本１になりました。

米作りのだめな土地 が 日本１のさくらんぼ作りのよい土地

になりました。おもしろいものです。そして、不思議なものです。

今でこそ、さくらんぼで有名な東根市ですが、ここまでになるまでには、いろんな

人たちのくろうがあったはずです。

人の知恵とくふうが、同じ土地を【だめな‥‥】から【よい‥‥】に変えたのです！

すごいことですね。

さとうにしきを作り出したさとうさん

ナポレオンを植え始めた人

いや、りんごを植え始めた人

いやいや、くわ畑やたばこ畑から「何かほかのものは‥‥‥」とさがした人‥‥‥

‥‥‥‥道路を作った人‥‥‥‥‥

いろんな人がいたからこそ今の東根市があるのです。

いろんな人のくろうの上に今の私たちがいるのです。

さくらんぼの歴史から、いろんなことが見えてきましたね。

授業後の子どもたちの追究 11月８日（金）

わたしは、このじゅぎょうでジャリが多くてだめな土地から日本１のさくらんぼを

つくったんだとわかりました。これは、しぜんのくふうみたいだなあと思いました。

ジャリとかがなかったら、日本１のさくらんぼなんてなかったから、ジャリはけっこ

うすごい。でも、ぼけ－っとしていた人がいたら東根のうんめいはどうなっていたの

かなと思いました。さくらんぼは東根をかえたんだなあと、わたしは思いました。

（横尾綾香）

さくらんぼの勉強をしてきて、こう思いました。ジャリがなかったら東根は米でゆ

うめいだったかもしれないと思いました。それで、昔の人はいろいろためしてみて、

くわ畑とか葉たばこをためして、さくらんぼのするまでなやんでいたと思いました。

昔、さとうにしきがナポレオンがかんづめにされていたころになっていたら、それも

加工とかしてはこんでいたのかなあと思いました。 （外塚孔明）

わたしは、昔の人たちは、田がだめでもあきらめないで自分１人１人の知恵を出し
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あって、いろいろつくってりんごやさくらんぼをいろいろなしゅるいにして、たくさ

んつくってどこかでうっていたんだなあと思いました。佐藤さんは、ナポレオンを母

に、黄玉を父にして、どうゆう名前でどうゆうあじのさくらんぼをつくろうとしてい

たのかなあと思いました。

白水川は水がしみこみやすい石ころだらけで、水あそびができなくてももがみ川も

石ころみたいだけど水がしみこみにくくなっているから田も多いんだなあと思いまし

た。 （髙橋可奈恵）

今までさくらんぼのべんきょうをして、はじめは人びとのどりょくがあっただなん

てことは、思ってもいませんでした。でも、こうして今までをふりかえると、人びと

のどりょくがあったんだなあと、今おもいます。

さとうにしきを考えたさとうえいすけさんや、交通を良くしてくれた人、それに、

もうだめだとあきらめなかった人、こうしてかじゅの王国東根ができたんだと思いま

した。もし、かんがえ出してくれなかったら、なんにもできない東根になってしまう

ところだったと思いました。人々のどりょくがあったから、こんなすてきなかじゅの

王国だできたのだと思います。 （齋藤友里）

ぼくは、はじめてしりました。最初からさくらんぼじゃなくて、

田 → くわ → りんご → さくらんぼ

すごいなあと思いました。いろいろな人のど力、どうろを作った人、たばこからあ

きらめないで果樹をつくった人、さまざまな人がかんけいしているんだなあと思いま

した。

人の知恵・くふうというのは、すごくすごくすごくかんけいしているとわかりまし

た。昔の人にかんしゃしなくちゃいけないなあと思いました。 （元木祐介）

ぼくは、さくらんぼのべんきょうをしてきてわかったことがいっぱいありました。

昔は田んぼであまり作れなかったから、その時は東根はもう全めつだと思った人が何

人もいたと思いました。だめな土地からさくらんぼにした人はすごくたいへんだった

と思いました。でも、１人だったらできないと思いました。交通がよくなったのも１

人だけじゃなく、みんながきょう力しあってきたから交通がよくなったと思いました。

（石川 怜）

いままでべんきょうしてきて、さくらんぼのことがよくわかりました。さくらんぼ

をつくるまで、こんなことがあったんだなあ。東根は、さいしょにめざしたのはさく

らんぼではなく、米だったというのがぼくはびっくりしました。東根の人たちがきょ

うりょくしてきたみたいで、すごいとおもいました。ぼくは、さとうにしきが、よくこ

うつうのべんりになったときになったのがナイスタイミングだと思いました。ぼくは、みら

いでさとうにしきとナポレオンとかがじゅふんして、またあたらしいさくらんぼがで

きるかもしれないと思いました。

きょう、ちひろちゃんがさとうにしきはもくてきのものじゃなくてタマタマできた

ものといって、ぼくは、しんじられませんでした。でも、さとうにしきがもくてきの

ものじゃないんなら、どういうさくらんぼをつくりたかったのかなと思いました。ど

ういうのかなと思って考えました。さとうにしきみたいにあまくて、みが大きいとい

うのかな。それとも先生がいったみたいにスイカぐらいであまくておいしいのかな。
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でも、木にならなくてだめだなあ。ナポレオンみたいにすっぱいけど、みが大きいの

かな。どういうのかな‥‥。そうだ、昔の人はみがすっぱいナポレオンがすきだから、

きっとすっぱくてみが大きいさくらんぼじゃないかと思いました。 （藤本雄大）

さくらんぼをべんきょうしてきて、さくらんぼがゆうめいになったのはむかしの人

のゆうきと知恵があって日本１になったと思いました。さくらんぼは、佐藤さんがつ

くって、さとうさんとうちのおじいさんがともだちだったといっていました。あと、

ジャリがあったからこそさくらんぼをつくっていれると思いました。ぼくは、ジャリ

があっていいと思いました。だからこそ、かじゅのおうこく東根となったと思いまし

た。 （奥山貴博）

みんなとさくらんぼの勉強をしてきて本当にいろいろなことがわかってよかったな

あと思います。昔の人がしかたなくくわ畑やたばこ畑にしたからこそ、さくらんぼが

できたんだなあと分かりました。しかたなく畑にした人たちは、昔はこうかいをして

いたんだけど、今はしかたなくてかえてよかったなあと思っていると思います。昔の

人のくふうや知恵は、すごいなあと思いました。佐藤さんは、さとうにしきを作るの

に何年もかかってその間にしっぱいもあったかもしれないけど、がんばったからとっ

てもすごいなあと思いました。これからも、だれかが研究していろんなさくらんぼを

作るんだろうなあと思います。 （林 幸憲）

ぼくは、さくらんぼのべんきょうをしてきて、昔の人たちはいっしょうけんめいに

交通やだめな土地をなおしていったと思いました。けんきゅうをしていて、さとうに

しきは、たまたまなったのかな？それとも、さとうさんがいっしょうけんめいにかい

はつしたのかなあと思いました。米がつくれないから、さくらんぼやりんごをつくろ

うと考えた人はだれなのかなあ。もしかして、さとうさんがかんがえたのかな。

（瀬野剛規）

ぼくは、さくらんぼのはなしをきいてきて、さいしょは、なんかむずかしそうに思

ってたけど、しらべたり、かんがえたりしてたら、むずかしかったのがたのしくなっ

てきました。でも、はてなやもんだいがでてきて、わからなくなりました。だから、

しやくしょにいったりしました。のうりんかとゆうところにいってきました。さくら

んぼのめんせきのプリントとかをもらってきました。でも、もんだいがでたりしまし

た。めんせきがふえているのに、どうしてのうかをしている人がへっているかです。

ぼくたちは、べんきょうして①から⑨までかんがえてって、しやくしょにこうじゃな

いですかとききにいきました。

さとうえいすけさんがいなければ、東根かじゅ王国なんかならなかったと思います。

さとうにしきがあうじだいにできたからです。ぼくは、さとうにしきができないと、

ゆうめいにはならなかったと思います。 （大越佑樹）

私は、今までさくらんぼの勉強をしてきて、わかったことや不思議だと思ったこと

がたくさんありました。それは、最初この勉強をした時、最初から日本一だと思って

いたけど、どんどん勉強していくうち、いろんなことがわかりました。最初は米を作

っていたが、じゃりが多くて作れなかった。それで、しかたなくくわ畑や、たばこ畑

を作っていた。でも、だんだんりんごを作り、さくらんぼを作りました。でも、ナポ

レオンというさくらんぼは、とってもすっぱくて、あまる売れなかったので、作るの
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を１回やめたけど加工ぎょうしゃができたので少し売れたが、佐藤さんがさとうにし

きを作りだし、今のように日本一になった。それまでのくろうは、どれくらいとはい

えないほどのくろうがつみかさなり有名になったんだと思いました。

私は、この勉強をしてよかったなと思いました。それに、農家の人のくろうと知恵

があったからこそ、今のようになったんだなあと思いました。 （斉藤由加）

わたしは、10時間もべんきょうしたなんて、わかりませんでした。ず～っとべんき

ょうしてわかったのは、人の知恵とゆうきがあったからこそさくらんぼが作れたんじ

ゃないかとおもいます。昔は、さくらんぼをとおくにおくることはできなかったけど、

今は交通がよくなったから、とうきょうとか、かごしまけんとかにおくれたんだとお

もいました。 （岡崎 綾）

(11)佐藤さんの話 11月14日（木）＜11・12時間目＞

さくらんぼの学習の最後は、さとうにしきを作った佐藤栄助の孫にあたる佐藤栄泰の話

を聞くことにした。幸いにして、佐藤宅は東根小学校の管内であり、学校から歩いて15分

のところにあった。

感 想 （15日、自習の時間に20分で書いた感想である。）

きのう、さとうさんちにいきました。あるいていきました。さとうさんは、やさし

いかんじの人でした。さとうさんちのうらでしつもんしました。やはり、さとうさん

ちのうらには、かじゅがたくさんありました。こんなに木が多いからたいへんだなあ

と思いました。でも、手つだいにきてもらっているんじゃないかと思いました。いろ

いろおしえてくれました。たとえば、ナポレオンときだま（ガバナ－ウッド）にビニ

－ルをかけて、ほかのかふんがはいってこないようにして、さとうにしきを作ったそ

うです。しかし、できたのはいいけど、みんなにしってもらうには、それくらいのり

ょうなんかじゃなくて、なんトンというくらいつくらなければさとうにしきのひょう

ばんはひろがらないから、そのためにいっしょうけんめいつくったそうです。ぼくは

たいへんだったんだなあと思いました。だれかしらないけど、さとうにしきはたまた

まできたものじゃないのかとさとうさんにいったけど、たまたまじゃないといったの

で、そうなのかとわかりました。ぼくは、まだまだなぞがあるんじゃないかというき

がします。それは、さとうえいすけさんのまごさんだから、まだうまれてなかったと

き、だれにもわからないくろうがあったんじゃないかと思いました。なん年、いやな

ん十年かかったと思います。またこんどさとうにしきとナポレオンとかをがったいさ

せてつくったあたらしいさくらんぼができるんじゃないかと思いました。つぎきのこ

ともおしえてくれました。ぼくは、最初えだをするのかと思っていたら、ず－っと下

からやっていたのでびっくりしました。ぼくは、今まで生きてきて、はじめてしりま

した。ぼくがしつもんしたのは、上のほうにせんぷうきみたいのがあったので、なに

かとしつもんしたら、あられかひょうだったかわすれたけど、それにかんけいあるよ

うでした。 （藤本雄大）

きのう、さとうえいすけさんの家に行きました。しつもんをたくさんしました。黄

玉は、ガバナ－ウッドというそうです。ぼくは、黄玉という名前がついているので、
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日本産のさくらんぼかなとおもったら、外国からゆにゅうしたものだそうです。あと

先生は、「もしさとうにしきをつくったなら、だれにもおしえない。」といったけど、

佐藤さんは、日本全国にさとうにきしを知ってもらうためにおしえたそうです。でも

さとうにしきを日本全国に知ってもらうには、すごく年数がかかったんだそうです。

でも、佐藤さんは、いくら年数がかかっても日本全国に知ってもらうためにがんばっ

たから、今東根のさとうにしきは有名になったんだと思います。さとうにしきは、た

またまできたかときいたら、ちゃんと研究してできたものなんだそうです。それで、

何年研究したかときいたら、20～30年だそうです。ぼくは、しっぱいしたらまた20年

も研究しなくちゃいけないなんて、１種類のさくらんぼを作るのにも、すごい時間が

いるので、すごいなあと思いました。 （元木祐介）

きのう、さとうにしきを作ったさとうえいすけさんのおまごさんからお話をききま

した。おくの畑みたいなところでききました。わたしは、きたときに？と思ったのが

あります。それは、うしろの方にい～っぱいある木とビニ－ルハウスの上にあるプロ

ペラです。あとできこうと思いました。

最初にしつもんです。東根市ではめいじの中ごろにできたそうです。わたしは、さ

くらんぼのれきしはそんなにむかしにあるんだなと思いました。でも、そのむかしは

どこでもうっているくわ畑を作っていたといっていました。くわ畑よりはかずは少な

いけど、すいかもつくっていたそうです。でも一番おおかったのはたばこのは、小む

ぎ、大むぎ、だいずだったそうです。一番さいしょのさくらんぼをそだてたところは

山だったそうです。そのころは、めいじの末だったそうです。でも、山でうえたのは

みがならなかったそうです。わたしは、たぶんきこうやてんきなどもかんけいあるか

らと思いました。ナポレオンはすっぱくてかたすぎる。それにたいして、き玉はやわ

らかくてあまい。でも、すぐくされてしまう。こんなことがあって、やってみようと

思いついてやってみたそうです。さとうさんは、みんなしらない方法でしました。そ

れは、ふくろをかぶせて、ほかのかふんをまぜないという方法だそうです。

しつもんがおわって、さとうさんの畑をみせてもらいました。先生が、「どうして

上をきっているのでしょう。」といっていたので、わたしは「みがとりにくいから」

といいました。これも、のうかの人のくふうかなあと思いました。 （武田 梢）

昔は、東根はかじゅをうえていなかったそうです。そして、たいしょうにはじめて

外こくからかじゅがきたそうです。そして、さとうにしきは、けんきゅうというか、

人のひらめきで作られたんだと思いました。それは、なぜかというと、人がみのかた

いナポレオンとあまいきだまをがったいさせて、かたくてあまいさくらんぼをつくろ

うと思ったからです。そして、さとうにしきができるまで、10年もかかるといってい

ました。10年といったら、一度けんきゅうして10年かかって、二度けんきゅうして20

年もかかるなんて、びっくりしてしまいました。こんなに大変なら、つくらなければ

よかったと思います。昔の人は、どうしてゆうめいになろうとかんがえたのかなと思

いました。きっと、さくらんぼを日本ぜんこくの人に、東根のさくらんぼはとっても

おいしいんだよ、とおしえてたべてほしかったんだと思いました。昔の人は、けっこ

うゆめが大きいんだと思いました。そして、どうしてみんなにおしえたのですかと先

生がいいました。そしたら、さとうさんは、みんなのしらないものだから、みんなは
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なんだかわらないから、ぜんぜんもうけないそうです。

そして、さとうさんにさくらんぼの木をみせていただきました。50年くらいたって

いる木の上の方がくされている、とさとうさんがいったけれど、わたしは、元気でま

だまだもつんじゃないかなあと思いました。そして、１年たったのをみせてもらいま

した。それは、小さくて、かわいいさくらんぼの木でした。そして、５年たったさく

らんぼの木をみせてもらいました。なんと、５才なのにわたしより大きいのでした。

だから、びっくりしました。そして、つぎ木は、ねっこだかにしているそうです。わ

たしは、えだにしていると思っていたのでびっくりしました。 （横尾綾香）

佐藤さんに、さとうにしきのことできいてきました。そしたら、いろんなことをお

しえてくれました。

(1) めいじ中ごろにうえたそうです。それで、昔は電車でほかの県などにおくってい

た。

(2) なぜみんなに広めたかというと、みんなにうえてもらうために広めたそうです。

さとうにしきだとお客にいわないと、だれもかってくれないから、つくった人もあま

りもうからないそうです。

(3) みなさんがさとうにしきだと覚えてくれたのが、ついさいきんだそうです。

(4) ビニ－ルシ－トは、雨をふせぐためにしている。あと、しもがついてしまうとだ

めになってしまうので、しもがつかないように上の方にせんぷうきみたいなのがつい

ていました。

(5) おなじひんしゅではできない。さとうにしきは、ナポレオンときだまをこうはい

してつくった。

(6) ハチは、すごくかんけいある。 （本間美帆）

11月14日に、さとうさんの家にいって、さくらんぼのことをきいてきました。行く

ときに、わたしは、さとうさんの家でさくらんぼことについて、どういう工夫をして

いるのかなあと思っていました。もんの所に「さとう」とかいてあったので、ここが

さとうさんの家かなあと思いました。よく考えると、さとうさんの家は、けっこうち

かいなあと思いました。さくらんぼの所に行くと、そこで話をきかせてもらうことに

なりました。まわりをみてみると、たくさんのさくらんぼの木がありました。わたし

は、つぎきがどこにあるのかなと思いました。そして、話にとりかかりました。さい

しょに、ゆうとくんが、研究はどれくらいしたんですか？とききました。わたしは、

けっこうしたんだろうなと思いました。さとうさんの話では、同じひんしゅだけでは

みがあまりならないので、ちがうひんしゅもつぎきでつなげたといっていました。わ

たしは、それも工夫だなあと思いました。いろんなものをつくりたかったら、さくら

んぼの木に、なしやラフランスやももをつぎきでつなげればいいんじゃないかなあと

思いました。べつのことかもしれないけど、たねを 100つぶまいたとしても、めがで

るのはほんのちょっとだそうです。さくらんぼ作りにもくろうがあるんだなあと思い

ました。さくらんぼの木は70～80年は生きるそうです。

つぎにちょっと歩いておくのほうにいきました。さくらんぼがい～っぱいありまし

た。そして、そこで、もうだめな木とか、まだ生きるきをしょうかいしてもらいまし

た。上の方がかれてる木が、らい年みをつけない木で、かれていない木は、まだ生き
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る木だそうです。みわけかたをはじめてしりました。

また、もうちょっと歩いて、プロペラみたいなのがあるところにいきました。それ

は、なにをするのかをおしえてくれました。しもとかがかかってもだいじょうぶなよ

うにするきかいだそうです。

研究をして何年たったらけっかがわかるのかというと、10年くらいでわかるそうで

す。その10年の間にさくら‥‥‥‥‥ （井上奈美）

３・４校時にさとうさんにあいにいきました。行く時は、あるいていきました。行

くと中に、先生が、これは何の木でしょうと言いました。みんな、さくらんぼの木と

いっていました。ぼくは、何でわかるのかなあと思いました。そうやっているうちに

つきました。さとうさんのおまごさんに、いろいろききました。

わかったこと

○さとうにしきにするのは、１つの木だけじゃだめだから、何本もかったそうです。

○黄玉の本当の名前は、ガバナ－ウッドというのだそうです。日本にきてよびやすい

ように黄玉という名前にしたそうです。

○昔は、車、飛行機がなかったので、汽車でおくったそうです。でも、くされやすい

のが多かったそうです。

○さとうにしきは、たまたま作られたんじゃなくて、こうはいしたたねをうえてでき

たそうです。

○どうして、さとうにしきを広げたか。それは、みんなにうえてもらいたいから広げ

たそうです。

○さくらんぼのシ－トの上にあるプロペラは、さむい時、あたたかい空気をとりかえ

る大事なプロペラだそうです。それと、空からしもがおちてきた時ふせげるんだそう

です。

○さくらんぼを作るには、ハチがかんけいあるそうです。

さとうにしきを作るには、木を何本もかったから、お金がかかったと思います。後

こうはいとでてきたけど、わからなかったので国語じてんでしらべました。

交配‥‥‥植物のおしべとめしべをかけあわせること。 （石川 怜）

きのう佐藤さんの家にいきました。やはり、佐藤えいすけさんのおまごさんでも、

いろんなかじゅがうえてありました。さくらんぼを一番最初に見つけました。やはり

さとうにしきがありました。さくらんぼは、ハチのおかげで実ができる。だから、佐

藤さんの家にも、まめこばちせんようの家がありました。その中で、まめこばちのた

まごは、ぼうの中にうみつけられているそうです。そうやって、どこでもハチをふや

すそうです。さくらんぼを作っている人だけそうやっているんだなあと思いました。

佐藤さんのちかくの人たちは、ガバナ－ウッドをきだまとよんでいたそうです。50年

くらいする木のところに、センプ－キのようなものがありました。話をきいていると

しもをとかすようにしているそうです。わたしは、これも工夫だなあと思いました。

やっぱり、さくらんぼは‥‥‥‥‥ （押切未希）

ぼくは、さとうさんにあえるとは思ってもいませんでした。だけど、あえてとても

よかったです。はじめ、さとうさんにしつもんをして、ぼくが１番目にしつもんして

よかったです。そして、ぼくは「さとうさんは、いったい何年くらいけんきゅうした
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んですか？」ときいてみたら、20､30 年かかったと思いますといって、

そして、しつもんがおわって、さくらんぼの木をきって別のにつけるので、はじめ

ぼくは、えだかと思っていたけど、ねっこのちかくからきってやるので、ぼくはびっ

くりしました。そして、きったえだの所にクスリをぬるそうです。ぼくは、木も生き

ているからばいきんとかがはいっていくとわるいから、クスリをぬるのかなあと思い

ました。あと、まめこばちについても話しました。そして、まめこばちには、はりが

ないとききました。そして、みつばちがきたら、おわりだそうです。なぜかというと

まめこばちにははりがなくてはんげきできなくて、みつばちの方ははりがあって、だ

から、まめこばちのすにみつばちがきたらまめこばちはおわりだそうです。

あと先生がいっていた、先生は一人だけでつくって、売って、先生のだけそだてる

のに、さとうさんは一人だけでしなかったのは、売ってもおいしいかわからないから

うれないので、はじめにみんなにたべさせてからでないとだめだといっていました。

それには、何十年もかけてやったそうです。

あと上の方にあったセンプ－キみたいなもので、あったかいくうきを下の方にやっ

ていました。そして、ぼくは、ほんとうにあったかいかそこのところにいってみたら

ほんとうにあったかいでした。ぼくは、のうかの人もいろんなくふをしているんだな

あと思いました。

あともう１つわすれていたけど、昔はさくらんぼをおくるとき、すぐくされてだめ

だったけど、ナポレオンはかわがかたくて、はこぶのにはいいものだといっていまし

た。だけど、ナポレオンは雨がふるとすぐやぶれてしまうので、そういうけってんが

あったそうです。だけど、いまはひこうきとかがはつめい‥‥‥‥（鈴木優斗）

さとうさんはしんだけど、さとうさんのおまごさんにききました。そして、東根の

かじゅのはじまりは、さとうさんがかじゅをうえたのがはじまりで、かじゅそのもの

がありませんでした。めいじにはほとんどかじゅがなくて、外国からかじゅがきまし

た。ふつうにつくっていたのはスイカでした。そして、くわばたけもつくっていまし

た。おおむぎなどもつくっていました。ぼくは、外国でかじゅがつくられたんだなあ

と思いました。あとがっこうではけんきゅうしていないと思ったけど、さとうさんは

かなりけんきゅうしたかもしれないといっていました。あとほのみがないというひん

しゅがあるといっていました。１つのひんしゅではつくれませんといっていました。

そのほかにわれるとうりものにならないといっていました。やっぱり天気もかんけい

あるんだなあと思いました。とうじはきしゃではこんで、くされることがあってだめ

だった。それはひんしゅによってさがるといっていました。ナポレオンのひんしゅが

かたくてよかった。でもあめがふると、すぐわれるといっていました。かたくてもだ

めなんだなあと思いました。あと日本で黄玉とよんでいるけど、きだまのほんとうの

なまえは、ガバナ－ウッドといいます。そして、ガバナ－ウッドをナポレオンとこう

はいしました。こうはいしてから、やくにたたないやつのほうが多い。こうはいして

から10年かかるといっていました。ぼくは、そんなにかかってすごいなあと思いまし

た。たべてみて、いいひんしゅをみわけてきめます。そして、あまさも大きさもかた

さもいいさとうにしきができました。そのとき、さとうにしきはうまれたばかりで名

前がなかったけど、さとうにしきというなまえがつきました。ぼくは、さとうさんが
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つくったからさとうにしきとなまえがついたのかなあと思いました。そして、さとう

さんがさとうにしきを広めたりゆうは、みんなにさとうにしきをうえてほしかったか

らです。そして、なえぎをなえぎやに人にいって、なえぎをつくって広めました。

（武田貫平）

佐とうさんちは、畑や木がいっぱいありました。ラフランスやさくらんぼなどがう

えてありました。やっぱり、さとうにしきをつくったから、お金がいっぱいもらえた

からとちが大きいのかなと思いました。黄玉は外こくからきて、えいごでいっていま

した。ぼくは、すごいなあと思いました。昔は、まめなどうえていたんだそうです。

それに、すいかもうえていました。ぼくは、そのじだいすいかがあるのかと思いまし

た。きだまは、あまいけど実がやわらかい。ナポレオンはすっぱいけど実はかたい。

それをあわせて佐とうにしきをうみだしたそうです。さくらんぼは、ハウスをやんな

いといけないんだけど、ラフランスはハウスをやらなくていいといっていました。ど

うしてラフランスはハウスをしてないのかなあと思いました。水がためてあって、花

にかけてるそうです。さとうさんちには、いっぱいさくらんぼやラフランスとかをう

えていていいなと思いました。それに、さとうさんちでは、いろいろなしょくぶつや

いろいろな木をうえていました。それに、ハウスに花をうえていました。ハウスはい

ろいろつかえるんだとわかりました。それにへんなセンプ－キみたいなのがありまし

た。それは、しもやひょうなどをはねかえすどうぐといってました。木にはじゅえき

がありました。ぼくは、さくらんぼをつくるのはたいへんなんだなと思いました。さ

っきいった水は、あま水で、はなにかけたり、さくらんぼをとっておわったあと、そ

こであらうとうちのおじいさんがいっていました。あま水もいろいろつかっていると

思いました。ラフランスもそうです。あま水は、のめないそうです。あめの水をその

ままつかっているからだそうです。さくらんぼをつくるにも、土地がひろくても、か

わないといけないものがあるとわかりました。 （奥山貴博）

教師もその姿、感じたことを子どもに語っていく。それが、筆者の学級通信の根底をな

している。飾り言葉や知識の押しつけは子どもたちには受け止められない。

子どもと一緒に行った「佐藤宅での学習」を学級通信に以下のように記述した。

さとうにしきを作るときに、ナポレオンと黄玉を交配したそうです。そのときに、

ほかの花粉(かふん) がつかないように袋をかけてしたのだそうです。佐藤さんは、当時

は、農業試験場でもしていなかった方法でしょうと話されていました。

そんなこと１つとっても、さとうにしきを作りだすのにはかかせないことだったの

でしょう。大きな１つの発明には、いろんな工夫がなされています。

『先生が、佐藤さんだったら、発見したさとうにしきの作り方は、だれにも教えない

で、自分だけがおいしいさくらんぼを作って、ガッパガッパともうけるけどなあ』

授業中、みんなの前で話しました。いやしい私だけでなく、ふつうの人の考え方だと

思います。

どうして、みんなに広めたのでしょうか？

佐藤さんが言うには、
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「おいしいさくらんぼだと、名前を知ってもらわないと、だれもかってくれません。

多くの人に知ってもらわないといけません。そのためには、たくさんの量がいりま

す。１人で作っていては、たりません。みんなで作らないと‥‥‥‥。」

新しい品種は今でもいっぱいでているそうです。しかし、名前が広まっていないと

だれも買ってくれないのだそうです。おぼえてもらうには、量がいるんだなあ。

「量がふえるまでは、年数がかかります。日本で、さとうにしきがおいしい、とみん

ながわかってくれるようになったのは、つい最近です。」

佐藤さんに教えていただきました。そういうものなのですねえ。

授業で、【さくらんぼを植えている土地はふえたけど、生産量はへっている。】を

話し合いました。その理由のもう１つとして‥‥‥

『ハウスのさくらんぼが大きくなったら、ハウスはどうするのですか？』（沼澤）

「ハウスにあわせて枝を切ります。」（佐藤さん）

あらあ～さくらんぼをまもるためのハウスなのになあ。だったら、さくらんぼは、

ハウスにあわせて、高くのびられず、横にものびられず、大きくたくさん実をつける

ことはできないはずだあ‥‥‥‥‥。私は、大きなハウスに作りかえるとばかり思っ

ていました。そうなんだあ‥‥‥。

佐藤さんのお家に着く前に、道路ぞいの木を見て、『これは、何の木？』クイズを

して行きました。「りんご」「ラフランス」「かき」‥‥‥今、実がついている木はさ

すがにわかります。

『これは？』‥‥‥「さくらんぼ！」

ハウスがかかっているのは、さくらんぼです。

「先生、ハチの巣があるよ！」

「本当だ。」

授業ででてきたハチの巣です。

「昔は、みんな家がかやぶきだったから、ハチはたくさんいました。今の家はちがう

から、ハチの巣を作っておいています。」（佐藤さん）

家のつくりが、ハチ、そして、さくらんぼに影響をあたえているなんて、考えても

みませんでした。

『ハチは、どこからつれてくるんですか？』（沼澤）

「今入っています！」 （佐藤さん）

『が～ん！卵が入っているんだ。』 （沼澤）

「先生、だから巣に屋根がついているんだよ。」ちひろさんが教えてくれました。

そうだったのねえ。まめこばちくん、きみたちは、さくらんぼの準備をしているの

ねえ。

有名なハウスも、ほとんどの人がかけるようになったのは、ここ20年くらいだと言

っておられました。
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さくらんぼは、つぎ木でふやします。葵ちゃんが21日の授業で黒板に絵をかいて説

明してくれました。

『どこで、つぎ木してる？』

近くにあったさくらんぼの木を見て、みんなに聞きました。

「ビニ－ルでつないであるはずだよ。」

「このへんかなあ？」

質問している私は、答が分かりませんでした。でも、だいじょうぶ、佐藤さんがい

ます。

「地面にかくれているこのあたり‥‥‥‥」

佐藤さんは、少しさくらんぼにかかった土をとって教えてくれました。

「ええ～～っ」 みんなはおどろいていました。

そのわきで、ひそかに私も（エエ～！）

つぎ木のひみつ‥‥‥これだけでも、いろいろあるようです。

いそがしい中、わざわざ時間をとっていただき、教えていただきました。

佐藤さん、ありがとうございました。 （沼澤）

＜４年５組学級通信コロッケ №１２１ 11月19日（火）＞

②実践を振り返って

(1)教師の存在

教師は、子どもの目線に立ち、教材を使って学んでいくことの楽しさを共に実感できる

存在でありたい。

勿論、単元の設定など教師の立場で決定しなければいけないことは多い。

しかし、学んでいくことの楽しさを誰よりも実感できる存在でなければいけない。

教師は、すべてを知っていて、子どもが自分の高さまで上ってくるのを上から見守って

いる。そういう姿勢では、子どもは常に教師の存在を意識し、上りつめることそのものを

楽しもうとはしない。

一緒に上ることを楽しめる存在。すぐ脇で共に語り合える存在でありたい。

これは、すべてを子どもに委ね、任せてしまうということではない。子どもにその方向

性を問いかけながら、共に学び合うのである。

教師は、大人故に子どもよりは授業の方向は見える。知識も豊富である。

しかし、知ってはいたものであっても、それを前にしたときに、どこまでその教材に入

り込んでいけるか、その真実を実感できるかが重要なのである。

本実践を行うにあたって、筆者にもさくらんぼの知識はあった。蜂の役割、つぎ木の方

法も知ってはいた。しかし、その事実を子どもが授業の中で発表したときに、他の子と一

緒に、どこまでその真実に対しての「そうなのか」という実感を持てるかなのである。

これは、理屈ではなく、教師の存在すべてから表れる。

筆者の学級の子は、いろんな物を教室に持ち込んでくる。社会科の資料に限らず、様々
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な植物、種、生き物、観光地でのおみやげ………。

「先生のクラスの子は、いろんな物を持ってきてくれていいですねえ。」

同僚に言われて気がつく。受け持った学級は、いつもそうなっていた。

オープンエンドの授業を意識して行うようになってから、子どもたちが教室に物をもち

こむことが特に多くなったように思える。

しかし、ふと気づくと、子どもの動きに敏感になっている自分がそこにあった。第一節

で述べた（教師の姿）有田和正の姿を追い続けてきた自分がそこにあった。

教室に子どもが物を持ち込むということは、大きなことなのである。家庭に帰ってまで、

学習に意識がつながっているからなのである。「これを持っていったら、どうなるだろう。

先生は何て言うかなあ？ 友だちは？」子どもにとっては、大きな大きな出来事となる。

少なくても、そこには、その物を通しての親子の会話がある。その意味も大きい。

意識の継続は、物へと高まる。そして、みんなで学習する教室へとつながっていくので

ある。

本節で述べてきた話し合い活動の意義は、思考の深まりを目指すためだけではない。

ミュニケーションの高まりによる学級集団の高まりをも目指すものである。

(2)発表する者と聞く者のつながりを求めて

【話す】と【聞く】

授業を見ていると、次のことはよく目につく。

子どもがどのように発表しているか子どもがどのように表現しているか。

しかし、子どもがいかに聞いているかは見えにくい。

聞いてáそれが分かる、は必要であるが、すべてではない。

聞いてáそれをもとに話す、にならなければ、本物ではない。 逆も言える。

話す側は、常に聞く人の立場を意識して話さなければならないのである。

生き生きとした発表

楽しい発表

分かりやすい話し方

それらは、常に相手の存在を意識したものでなければ意味をなさない。

聞く活動が話す活動につながらなければ、たいていの場合、一方的な空回りの授業に終

わることになる。

発表する者と聞く者のつながりを求めて、筆者は以下の３点の実践を行ってきた。

Ａ【発表の相手を友達に】 （３）

子どもの教師への発表は、「先生は、全てを受け入れてくれる存在」という意識から、

知識の豊富な子は、自分の知っている限りの言葉を使って行う。

その結果、上位の子の発表は、下位の子にとっては、何を言っているのか分からないと

いうようなことになる。また、そういう発表を、かっこいいと受け取る誤解もうまれる。

しかし、友達同士の話し合いは違う。

Ａ「この前は○○○だったでしょう？」

Ｂ「そうだったっけ？」
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Ｃ「△△△でなかった？」

Ｂ「う～～ん！そうそう。」

Ａ「あっそうか。そうだった。」

Ｂ「そういえば、○○○は△△△に似ているねえ。」

より分かりやすい言葉で、相手の同意を受けながら話す。

つまり、子どもの「聞く」「話す」の力を鍛えるには、

発表の相手を、教師ではなく友達にすべきである。

発表の相手が子どもに代わると、

・発表が分かりやすくなる。

・発表を聞く回りの子が第三者でなくなる。

・発表につけたし等のつながりが出てくる。

Ｂ【ル－ル作り】（４）

発表者には、聞く側の存在を意識した発表をさせる。

聞く側には、発表者に対する反応の仕方を確認させる。

教師の方からの一方的な発表のル－ルの押しつけは、子どもには受け入れられにくい。

子どもの中から生まれたものがいい。

これらは、教師が意識さえしていれば、子どもの活動から容易に導くことができる。

★子どもの側からル－ルを導く！

教師『これは何の記号だろうね？』

Ａ「発電所だと思います。」

Ｂ「発電所です。」

Ｃ「発電所‥‥‥‥。」

教師『‥‥（沈黙）‥‥はい、次‥‥これは工場だよねえ。」

Ｄ「先生、工場はみんな同じ長さでしょう」

教師『ええ～？』

Ｄ「地図帳の◯ペ－ジを見て‥‥そこに書いてあるでしょう？」

教師『えっ、どこ？』

Ｄ「地図帳の◯ペ－ジ‥‥。」

教師『そうみたいだねえ。』

Ｄ「はっきり違うでしょう。」

大勢「そうだ、そうだ！」

『はい、その通りでございます。

Ｄさんの発表は良かったねえ。（うん） どういうところが良かったと思う？』

「先生に聞いているところ。」

「地図帳の◯ペ－ジを見てと言ったところ」

「聞く人に、～してと言ったところ。」

教師『Ｄさん、どうしてそういうふうに言ったの？』

Ｄ「だって、先生、そうしないとしっかり見てくれないもん。」
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教師『あらら‥‥‥。』

「確認しながら言った方がいいよ。」

教師『そうだね。でも、Ｄさん、みんなは、今のこと、分かったかなあ？』

Ｄ「えっ？」

教師『みんなにも分かりやすく言ってよ。』

Ｄ「はい‥‥、地図帳の◯ペ－ジを見てください。そこに地図記号が書いてあるでしょ

う？」

「うん」 「はい」

「‥‥‥‥」 「本当だ。」

Ｄ「だから、黒板に書いてあるのは、発電所だと思います。」

教師『みんな、分かったかな？ Ｄさん、どうだと思う？』

Ｄ「うんとか言った人は、分かったと思うけど‥‥‥。』

教師『そうか、わかった人は返事をしてあげるといいんだね。』

「返事でわかるね。」

教師『じゃあ、どういうふうに言うといいの？ みんなばらばらでもいい？』

「同じ方がいいよ。」

「分かりやすいよ。」

みんなで発表者への相づちの言葉を決めるのである。（私のクラスは「はい」がいいと

いうことになった。）

そして、もう一度してもらう。

Ｄ「地図帳の◯ペ－ジを見てください。」みんな「はい」

Ｄ「そこに地図記号が書いてあるでしょう」

みんな「はい」

Ｄ「だから、黒板に書いてあるのは、発電所だと思います。」

相づちの仕方を復習する。

そして、ここが肝心。

教師『Ｄさん、どうだった。』

Ｄ「みんなに返事をしてもらうと、うれしくなった。」

「返事してもらったら、うれしいよ。」

「発表してよかったなあと思うよ。」

教師『じゃあ、この発表の仕方で、しばらくしてみようか。』

「うん。」

「でも、難しくないの？」

「おもしろそうだよ。」

教師『まず、やってみようよ。』

何度も繰り返すうちに、どういうところで友達に尋ねているのかがわかりにくくなるこ

とがある。

「返事がしづらいよ。」

という声が聞こえてくる。

そこで、筆者のクラスでは、文末に「～～ですね？」とねをつけた時は訪ねている時と
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いうル－ルを決めた。

相づちは「はい」がいいということなので、その通りにした。

言葉などのル－ルは子どもたちに決めさせていい。

大切なのは、

＜発表する方のル－ル＞

発表者に、聞く人を意識して、訪ねる言葉を入れさせること。

さらには、友達を動かすなどの働きかけをさせること。

＜聞く方のル－ル＞

聞く方には、同意する時には相づちをうたせること。

これを意識させることである。

これだけで、授業中の発表に大きな変化がうまれる。

話の相手を教師から友達に変えることによって、発表力は数段伸びる。特に、上位の子

の発表が、みんなに分かりやすいものに変化する。

常時、子どもの話し合い学習をしていく必要はない。そういう活動を経験させることに

よって、子どもたちの発表力は数段伸びるのである。

発表の相手が教師の時も、聞いている友達を意識しての発表になってくる。

例えば、子どもが教師を相手に自説を主張する時など、回りの子を味方に引き込もうと

する発表が見られるようになってくるのである。

Ｃ【友達同士で鍛えさせる】（５）

中学年の社会科は、自分の身の回りでの実際の体験を通して参考となる資料をさがすこ

とができる。聞いたことを話す技能を育てるのには絶好の教科である。

「おじいちゃんがこう言っていたよ‥‥｡｣

「おかあさんが話してくれたんだけど‥‥｡｣

子どもたちはいろんな話を聞き出してくることができる。

それは、家族等から自分が聞いてきたことの発表である。比較的楽な発表といえる。

しかし、知らない人への質問となるとそうはいかない。

だからこそ、そういう場へ子どもを出して鍛えるのである。

オ－プンエンドの授業に慣れてきて子どもたちが様々な追究を日記帳に書いてくるよう

になった頃、追究を集団で行う場へと導いていく。

水の学習であれば、授業で出てきたはてな？についての「市役所に行って聞くと分かる

かなあ？」と言うつぶやきを聞きもらさないことである。『すごいね。そうしたらおもし

ろいね。』と迷わずに行ってみたくなるように仕向けてしまう。その際、個人の活躍にと

どめず『○○君、市役所に行ってみるんだって、他に言ってみたい人、いない？』と広げ

る。いつも発表があまり得意でないと思っている子がねらい目である。４～５人になった

ら、（あまり多過ぎると市役所の方に迷惑をかけることになってしまう）打ち切る。

そして、『今日の授業のどういう？を聞いてくるの』と一人一人確認して、放課後明る
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く送り出す。

次の授業では、冒頭から聞いてきたことの発表をしてもらう。当然主役の生き生きとし

た発表が始まる。

前述のル－ルによる発表が始まる。

「東根市役所にあるのは、教科書みたいに 水道局だと思いますか？」

「はい。」

「東根市役所にあるのは水道局ではなくて水道課です。（ええ？）水道課には３つの仕事

があって‥‥‥‥‥‥‥」

発表の途中に日記帳を手にして、家族から聞いてきた子や、市役所に電話をかけて聞い

た子の発表がつけたしとして出されていく。

発表が広がって行く。

発表中に質問が出される。

「大森山は水をきれいにする所ではなくて配水池がある所だそうですが、それではどうし

て大森山の上にまで水を上げるのですか？」

「ええっと、それは‥‥‥」

「配水池って何なの？」

「はい。配水池というのは～～」

国語辞典で調べた子の発表が続く。

授業後、「今日質問に行こうかな？」と言う子がいる。

『水道課ってどこにあるの？』

「じゃあ、僕、今日も行ってみるよ！」

発表した子が引率してくれることになる。

〔前時からの調べ学習の発表〕が、子どもの進行のもとに行われるようになった。

勿論、最初からはこうならない。

どういうふうに聞いてきたのか、その時の様子をドキュメントでしてもらいながら質問

の仕方・聞き方をみんなで確認する必要がある。子どもたちが失敗談を入れながら楽しく

教えてくれるように導くのが教師の役目である。次に行く子のために、それをていねいに

確認していく。

この形式を取り入れるようになって筆者の社会科の授業は変わった。

子どもたちが中心となって授業が進むという表面上のことだけでなく、授業での子ども

たちの発表がより分かりやすく、語りかける発表に変わったということである。

５・６人、休み時間などに教室の隅に集まって、

「どういうことを質問するのか？」

「だれが聞くのか？」（役割分担）

などを話し合っている。

聞いてきたことを日記帳に書いてきた翌日の朝、授業でだれがどういうふうに話すか役

割分担をしている。

「ここのところをはっきり言わないと、分かってもらえないね。」

「浄化槽ってだけじゃ分からないから‥‥」

「声が低いと聞こえないから△△ちゃん、がんばってよ。」
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友達同士で発表の仕方を教え合うようになる。

発表中も、

「聞こえません。」

「もっと大きな声で言ってよ。」

「今のところを、もう１回言って。」

という言葉が聞こえるようになってきた。

聞けば分かるような言葉（難しくない言葉での説明）で、聞きたくなるような内容だか

ら聞こうとするのであろう。

(3)学びの共同体 （６）

佐藤学の言葉を借りた。

学びの共同体。筆者の願いを端的に表した言葉である。

前節、思考の往復運動は個々の子どもの追究が絡み合いながら授業は進んだ。勿論、そ

の段階で子どもたちが身につけるものは多かった。

しかし、学びの共同体とはなり得ていない。個の追究は、他者との関連が薄かったから

である。

思考の往復運動によって学ぶ楽しさを体得する。そこでの自分の学習への実感は大きい。

自己原因性の自覚は自分の学習活動の他者からの評価によって導かれる。しかし、そこに

はあくまでも評価する他者と評価される自分の垣根が存在する。それは、学ぶ楽しさを自

覚するための契機とはなっても、目的とはなり得ない

そのような評価など度外視したところに、学びの共同体は存在する。

もっとも、これには個人差がある。集団が高まった段階で始めて自己原因性を自覚する

子も存在すれば、いつまでの他者からの評価を第一に考える子も存在する。いや、時々は

他者から存在を認められることによって人間は安定できる。

学びの共同体は、お互いが自己主張をしながらも、共に支え合っていける集団なのであ

る。

知識を客観的に捉えるのではなく、自分の中の内面すべてに影響を与えるものとして捉

えていくことができるのは、その知識の回りにあるもの全体を自分の中に捉えることによ

って成り立っていくのである。

友達の発表を、その内容だけで捉えていては、そうはならない。

客観的知識は存在しても、子どもたちの実感はそこにはない。

それらの周辺に存在するもの、すべてを含めなくては実感は伝わらない。

友達の追究による感動を、知識として捉えるのではなく、その子の存在から共に共感で

きる段階があって初めて伝え合うことができるのである。

教材を使い追究し合う中で、互いの存在を認め合い、その子の追究の過程、つまりは失

敗も成功もすべて丸ごと認め合う中から、真の学びが存在する。個々の子どもは互いに成

長し合うのである。

みんなの考えに反しながらも「田んぼを畑にかえることなどできないはず」という意見

を主張した友里の存在。友達の発表を受け止める、知識の伝達という段階に身を置いてい

第５章第三節 話し合い活動の意義



- 193 -

ては、出てこない意見である。

それは自分への問い直しであり、自分の発表の近くにいる友への問いかけである。

その発表を聞き、それまでの自分の思考にストップをかけた奈美の存在。

または、それについて調べてきた子たち。

友の疑問に共鳴し、追究を始める子。

そして、自分の足で調べに行った友里。

しかし、その内容について一番真剣に聞いてきたのは、友里本人ではなく、一緒に調べ

に行った奈美であった。

子どもたちの追究は、実に個性的である。

そして、自然に分担されていく。

例えば、みんなの予想を持って聞きに行った本間美帆、外塚孔明、井上奈美、太田剛。

詳しく聞いてきた４人であったが、きちんとメモしてきたのは本間、井上であり、みんな

の前で進行役を引き受け明るく発表を進めてくれたのは剛であった。４年生から転校して

きて、その内向的な性格故友達の中に入りにくかった外塚は、その中に入り、しっかり存

在感を表していた。

調べ学習における仕事の分担は、ある面では仕方のないことである。

思考の往復運動時は、その分担が薄かった。授業における疑問は友達のものであっても、

追究の方法・方向はあくまでも自分の疑問に対する追究であった。

筆者を含めて、教師は、子ども個々にすべての過程をとらせたがる傾向がある。

問題解決学習と言えば、課題発見から追究、まとめまでを、すべての子どもに段階を踏

ませたがる。それでいて、みんなの疑問と称してまとめたりもする。

個々の個性を認めるという言葉を重視していながらである。

筆者は、オープンエンドの授業づくりにおいては個人の追究を重視してきた。

しかし、その高まりと共に、子どもの中に生まれたものは、学びの共同体であった。

学習集団づくりへとつながっていったのである。

個の存在と、集団がオープンエンドの授業を通してつながってきた。

授業を開いて終えることが子どもたちの追究を生み、その追究がかみ合った時、学びの

共同体がそこに存在していた。

第四節 実践をふまえて

第一節では、教材の重要性。

第二節では、思考の往復運動の意義。

そして、第三節では、話し合い活動の意義。

３つの点から、授業のオープンエンド化の実践を述べてきた。

実践当時、筆者は前述の様な明確な言葉で意識的に行っていたというものではない。し

かし、結果として、三段階をふんだことになった。今にして思えば幸運であった。

この三段階は、厳密に順序立てて行っていくものではないかもしれない。それぞれが絡

み合って存在している。どこに重きを置くかという比重の問題かもしれない。
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しかし、子どもの成長過程から言えば、中学年では思考の往復運動を重視して、高学年

では話し合い活動を重視して社会科を目指すことが有効かとも思える。

また、反面、思考の往復運動の体験のないところに、十分な話し合い活動が存在するか

という疑問が筆者にはある。思考の往復運動を通さずに、佐伯の言う「本当」の実感が存

在できるかという疑問からである。

現在、体験学習の重要性が叫ばれている。体験とは、自分の体を通しての実感である。

繰り返し、満足のいくまで学び続けることへの保証である。つまりは、思考の往復運動を

導くということになる。学び続けていけること、「生涯学習」である。

片上の主張するオープンエンドは、筆者のいうところの「教材」的側面が強い。クラス

を持たず飛び込み授業を行う片上においては、仕方のないことではある。しかし、現場の

者としては、それですべてを語られては困るのである。片上は、思考の往復運動について

も述べている。しかし、筆者から言わせてもらえば、往復運動もその回数においては少な

すぎる。そこに表れる子どもの「生活」が弱い。教材の善し悪し、数度の往復だけで、授

業のオープンエンド化を語られては困るのである。

子どもは、日々成長している。その中では、当然失敗を繰り返している。その失敗をふ

くめて、子どもを丸ごとその存在から認めていくことが大切なのである。それこそが、過

程を重視する立場へとつながる。上田の言うところである。言葉をかえれば、それこそが

学びの共同体の存在なのである。

オープンエンドを授業形態だけでとらえれば、確かに片上のいう教材論でまとめた方が

理解しやすい。しかし、それは、学級づくりという側面から捉えれば、不十分である。や

はり、学びの共同体へと高めたい。

学びの共同体への入り口として、第三節で話し合い活動の意義について述べてきた。

授業を語るとき、授業づくりについて述べるとき、その学級づくりについて触れなけれ

ば片手落ちとなる。現場の者は、多くの時間を授業づくりにかけているが、その方向、ね

らいとしては、多くを学級づくりに費やしているのである。話し合い活動においては、学

級づくりがその根底をなしていると言っても過言ではない。
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