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学級全体での「はてな？」から、自分の「はてな？」へ

１０．セミのひみつ 6月20日

京都は、夏休みに入る直前にセミが鳴き始め、休み明けには鳴き声が聞こえ

なくなる。学校とは別の世界で生きている「セミ」。それでも、子ども達の生

活の中には、しっかり存在してきている。

本授業は、入学希望者の保護者や塾関係の方々が多く参観しているオープン

スクールの中で行われた。

数日前から始まったセミの調べ学習、そして、導入で使うセミの鳴き声、写

真をもとに授業を行った。

最後に（実際は次の時間に）【分かること】【はてな？】を連絡帳に書かせた。

多くの子は、その後の家庭学習で、自分の書いた【はてな？】を調べていた。

学級全体での「はてな？」から、自分の「はてな？」へ気づきを深めていく。

ポイント 自分の【はてな？】を調べ、追究させることを明確にした。

「知っている」と簡単に言わせない＝授業観の共有

比較するもの カエルの鳴き方

鳴き声・鳴く時間帯・鳴く時季の違い

視点 卵から生まれた幼虫が移動して長い間土の中で過ごす

不完全変態

次につなげる視点
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【コロッケ№８１～８３】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№８１～８３ ８月２８日（金）

６月 20日（土）２時間目・生活科【オープンスクール】

セミの授業

６月 20日（土）、朝の健康観察で、セミの鳴き声を聞いたことをはるなさん、
あやねさん、りょうたくん、ともやくんが話してくれました。いつのまにか、

セミの季節です。

＊

【ジジジジジジジジ】

（何これ）

（セミや）

『何か分かった人？』

（はーい）

（セミ）

れい「ミンミンゼミ」

そんりん「ミンミンゼミ」

こうへい「アブラゼミ」

るか「イワサキクサゼミ」

ひな「アブラゼミ」

『セミによって違うのかな、鳴き方？』

（鳴き方違う）

『もう一回聞いてよ』 ※また音を聞きました。

【ジジジジジジジジ】

（アブラゼミかな）

ゆうけい「やっぱりミンミンゼミ」

りゅうと「アブラゼミ」

いわさ「エドゼミ」

りゅうと（エドゼミいんぜえ、ハチみたいの。）

あらた（ハチ）

はるな「クマゼミ」

『ハチにも聞こえたけどセミなので、セミついて知っている人は教えて下さい。』

※日記帳を渡してあるので、昨日までの調べ学習をもとに発表が始まります。

いわさ「日記には書いてないけど、セミには、ここらへんにストローがついて

いて、それをさして……」

スピーカーから録音したセミの鳴

き声を流しました。
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こうへい（チョウチョもそうやあ。）

『ストローでさすの。』

けいた「セミは、せい虫になるまで５～６年かかる。」

（そうそうそう）

（そして、一ヶ月しか生きられない。）

（アブラゼミもったことがある）

りょうた「イワサキクサゼミは日本で一番小さなセミ。」

『イワサキ、なに？』

りょうた「イワサキクサゼミ」

『そう、小さく書いておくね。』

あかり「めすのせいちゅうは、のこぎりじょうのさんらんかんで、きのみきや

えだなどに、じぐざぐのきずをつけてたまごをうみつける。このたまごは、

冬をこしてよくねんふ化する。ふ化したようちゅうは、土の上におち、まえ

あしをつかって土の中にはいる。ようちゅうのきかんは、６年かんで、その

あいだは、きのねっこにくちさきをさし、そのじゅえきをすってせいちょう

する。７年目にしゅうれいようちゅうが、ふたたび土の上にあらわれ、木の

みきやえだなどにのぼって「う化」する。

ふかんぜんへんたいで、さなぎにならない。よう虫のきかんがながいのに

くらべ、せい虫のきかんはわずか１か月たらずである。

とかいてありました。セミは、６年かんも土の中にいて、１か月しかいきて

いないなんてびっくりしました。」

『さっき読めなかった字「ふ化」は何て読むかわかる？』

（ふゆ）

こうへい（ふか？）

（ふか）

『どこかに「ふか」ってあったね。どこ？』

かずき（さなぎからよう虫になるところなんだけど、）

『どこに書いてある？ ああ、このたまごは、冬をこしてよくねん……』

こうへい（ふかは、たまごの次やでえ。）

（たまごの……）

『たまごから出てくるのをふかっていうんだね。』

ようこ「セミは、しゅるいによってなくきせつがちがいます。アブラゼミやミ

ンミンゼミ、クマゼミのように、なつになくしゅるいもいれば、ハルゼミの

ように４がつからなくセミ、ツクツクボウシのように９がつまでないている

セミもいます。

- 146 -

【コロッケ№８１～８３】

また、しゅるいによって１にちのうちでなくじかんもちがいます。ヒグラ

シのように１にちのうちできおんがひくいあさとゆうがたになくものもいれ

ば、あさからよるまでないているニイニイゼミのようなものもいます。

もっとあつくなってきたら、セミをつかまえてけんきゅうして、しょうが

っこうにもっていきたいです。」

『４月に鳴くのは何？』

ようこ「ツクツクボウシ」

『ぼうし？ ぼうしをかぶっているんだろうか？ ９月まで鳴いているのは？』

ようこ「４月から９月」

『あれ？ ハルゼミって書いてなかった？』 ※ノートを確認しました。

『ツクツクボウシって、どういうふうに鳴くの？』

りょうた「せみのなきごえは、しゅるいによってちがいます。ニイニイゼミは

ジージーとなきます。ツクツクボウシは、オーシーツクツクとなきます。ク

ロイワゼミは、チュチュチュ。ハルゼミは、ギーとないて、クマゼミはシャ

ーシャーとないて、エゾゼミは、ギーギーとないて、ミンミンゼミは、ミー

ンミーンとなきます。アブラゼミは、ジージーとなきます。イワサキクサゼ

ミは、ジーとなきます。」

『今、発表してもらった人たちの話だと、セミは、せい虫になるのね。せい虫

までどこにいるんだろう？』

（土の中）

るか「土の中にいる。」

（７年間もいる。）

『土の中にいるのね。そして、せい虫になるのね。ここに７年間もいる。』

ようこ「私が０才から７才になるまでず～っと。」

けいた「食べ物は、植物の根っこから木のしるをすう。」

『それは、どっち？ 土の中にいるとき？ せい虫になってから？』

けいた「土の中にいるとき」

（だって根っこにって。）

『食べるものは何？』

けいた「根の木のしる」

『木の何？ 木のみつ？』

（ちがう）

（木の根っこ）

（木の根っこのみつ）

『木の根っこの何？』
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【コロッケ№８１～８３】

ゆうけい「土の中に７年間いて、７年間したら外に出て、それがタイヤとか公

園の土とかにぬけがらをつけてせいちょうする。」

『木の根っこの何をすうんだろう？』

れい「水分をすう。」

『樹液、水分、どっち？』

（じゅえき）

（水分）

りょうた（樹液の中に水分がある。）

『樹液って土の中にないよ。』

（ある！）

『７年間ずっと土の中で水分をすってくらしているの？』

こうへい（人間で言うと、オレンジジュースみたいの。）

（オレンジジュースや。）

（木のえきや。）

『じゃあ、この時（カブトムシのよう虫の写真）は、何を？』

（土）

（土を食べる。）

『よう虫のときだね。カブトムシはさなぎになって、せい虫になるんだね。じ

ゃあ、順番でいったら、セミは何から始まるんだ？』

（ようちゅう、さなぎ）

『カブトムシは最初、何から出てきました？』

かずき「たまご」

『たまごだね。では、セミは最初は何？』

（たまご）

『どこにあるのたまごは？』

（かれ木）

（かれ木のえだ）

『たまごは？』

（かれ木のえだ）

『かれ木のえだ？ 土の中じゃないの？』

ともや「かれ木の中のえだのところ。あなのあいているところにたまごがいっ

ぱい入っている。」

『ここにたまごが入っているの？ で、どうしてこのあと土の中に行くの？』

（………）

『この間 S組のこうきくんが給食のじかんにもってきて、教えてくれたねえ。
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【コロッケ№８１～８３】

これ（写真）だったね。これは、何？』

（セミのよう虫）

『よう虫だね。どこにいるって言ってた、あの時。』

（土の中）

（せい虫になってから）

『ええっせい虫になってから土の中にいる？』

（ちがうでえ）

（よう虫）

『確認するよ。たまごは、木の中に産むんでしょう。（うん）この土の中にい

るのは、さなぎ？ これは、何？ よう虫？ さなぎ？』

（よう虫）

（だって、さなぎにならへんでえ）

（それまで産まれてきたのが一生懸命あなをあけて入ってるんだよ。）

『ここに、次は、さなぎになるわけだな。』

（ならへん）

（ならない）

『待って待って、なるかもしれない。』

（ならない！）

（ぜったいならない）

『たまごから、よう虫になって、さなぎに………』※板書をしています。

（ならない～）

（あああ～）

『木の中にいたのが、どうして、土の中に入るんだろう？』

あやね「木から自分で落ちて、土の中に入る。」

『木の中から出てきて……』

ともや（そうそうそう、たまごから出てきて、落ちるの。）

（自分から落ちて土の中に入って、そんで出てきてせい虫。）

『じゃあ、これ（せい虫）は？』

（ならない）

（ならないって書いてあったし、さあ。）

『さなぎにならないってことは、どういうことなの？』

けいた（不完全変態）

（不完全変態）

『不完全変態の仲間？』

（書いてあったあ）
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【コロッケ№８１～８３】

（書いてあったよ不完全変態って。）

『セミは、不完全変態の仲間ね。』

（うん！）

『たまごを持ってこようと思ったけど、たまごがないので、写真だけ持ってき

た。見たことある人いる？ セミの写真。』

（ある）

（見たことある）

『じゃあ、セミのたまごを調べた人いますか？』

（だって知ってるもん）

るか「めすは、のこぎりのようなたまごをうむくだで、」

①（のこぎり？）

②（のこぎり）

③（そうやでえ、のこぎりやでえ。）

④（そうやでえ）

⑤（のこぎり）

⑥（のこぎりやでえ）

るか「きのかわにきずをつけて、たまごをうみつけます。」

『たまごのかたちわかる人いる？』

「のこぎりみたいなの……」

『もう１回読んであげて。』

るか「めすは、のこぎりのようなたまごをうむくだで、きのかわにきずを

つけて、たまごをうみつけます。」

『のこぎりみたいな形？』

（そう。）

（のこぎりみたいな形で、まるいのに……）

※るかさんにもう一度読んでもらいました。

『たまごは、のこぎりみたいな形？』

（うん）

（うん、めっちゃ小さいのこぎり）

（めっちゃ小さいから、ふつうに見たら丸く見える）

『よく聞かない人は、のこぎりの形って、説明を聞かないで言っているから、

うんわかるわかるって言っているけど、何もわかっていません。』

※るかさんにもう一度読んでもらいました。
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【コロッケ№８１～８３】

『のこぎりのような形をしているのは何ですか？』

（たまご！）

『そう？ ゆっくり読んでみるよ。めすは、のこぎりのようなたまごをうむく

だで、きのかわにきずをつけて、たまごをうみつけます。』

（でも、ふつうに見たら）

『ちゃんと聞いて下さい。』

『めすは、のこぎりのようなたまごをうむくだで、きのかわにきずをつけて、

たまごをうみつけます。』

（くだやあ）

（…………）

『たまご？』

（うん）

『もう一度読みます。』

（だから、くだのようなあ……）

『何がのこぎりなの？』

（たまごが、のこぎりみたいなの。）

＊

「知っている」ということ

※ 友だちの発表の後、「知ってる知ってる」「そやでえ」と自己主張する子が

います。【そうなのか】と知識の真実性に寄り添うのではなく、【ぼくだって知

っているんだ】と自己主張したくなる、本当はどうなのかではなく、知ってい

るということが大切だという知識観でしょうか。

自分が知っていたか、知らなかったか、ということは本当は自分の中では小

さなことです。その事象の理解に近づければいいのですから。

自分が知っていたか、知らなかったか、ということへのこだわりは、他者か

らの評価を気にするあまりで、その事象の理解に至らなくても知っていること

にすれば、そこで完結できます。極端に言えば、思考の停止状態に陥ります。

また、○×での他者の目を通した自己評価なので、間違うことを極端に嫌い

ます。どう考えるか、どういう見方ができるか、よりも、答えは何か、何と答

えれば○をもらえるかに関心が向いてしまいます。

「はてな？」は、ある事実から生む自分なりの思考過程です。答えではない

ので、○×思考では書くことが難しくなります。

友だちの発表を聞いて、【そうなのか】と知識の真実性に寄り添うことがで

きる子は、「でも、これはどうなのだろう？」「だったらこれは？」と小さな違

いから生まれる気づきを自覚できます。
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「知っている」と完結してしまうと、その後の自己変容は難しくなります。

「知っている」「そうやでえ」と言う子には、時々聞いてみます。

『何を知っているの？』

すると、ほとんどの場合は、前に発表した子のことばをオウム返しします。

でも、本当に知っている子は、自分の言葉で他の事実を付け足したりして答え

ることができます。

表面の①～⑥のことばは、最後の方の⑥になるにつれて声が大きくなります。

誰かが発表したときに、「え？」と違いに気づく子がいると、次に「ええ？」

と続き、段々その声は大きくなります。最後の「えええ？」と言う子に『何が

えええ？なの？』と聞くと、目を覚ましたように戸惑います。誰かにくっつい

てこの際だから言ってしまえ、私だけでない、間違いないから言っちゃえ的な

無責任な声です。この手の声は、何度も注意をしてきました。そういう声を発

してしまうのも○×思考的な子が多いことに驚かされます。

＊

（ちがう）

（ちがう、たまごをうむくだがのこぎりみたいなの）

『くだだね。のこぎりみたいなたまごではないよ。「知ってる知ってる」って

よく言う人がいるけど、何も知らないのに「知っている」ってだけ言う。一

生懸命に前で説明しているのを聞かないで「知ってる知ってる」だけ言って、

全然知らない。ただ、知っているふりをしたいだけ。「そやでえ。知ってる

知ってる」というのは何もならない。』

※ るかさんにもう一度読んでもらいました。

『のこぎりみたいなのは、何？』

（たまご）

（くだ）

（たまごをうむためにぎざぎざ）

『セミのメスは、たまごをうむくだがどこかにあるんだね。それは、のこぎり

みたいな形なんだね。ほかに、たまごの形を知っている人？ だれかが発表

してから知ってる知ってるではなくて、その前に言わないと、知ってる知っ

てるは本当は知らないことだよ。』

あらた「セミのたまごは、こういう形。」

あやね「細長い形」

『これがたまご、そこから出てくるのが、白いよう虫。…………これ（写真）

セミだって。』

（ハハハ）
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【コロッケ№８１～８３】

（エビみたい。）

『足がカクンッて曲がっている。』

りょうた（セミもそうや。）

りゅうと（大きくなったら分かりやすくなるんやけど、カマキリみたいな、カ

キーンって……。）

『この間、持ってきてくれたの、これが少し大きくなったころかな。７年間っ

て言ったけど、せい虫になってからどのくらいって言ってた？』

（１週間）

（２週間）

『種類で違うんだろうね。』

りょうた（1ヶ月のもいる。）
『調べてみようか、「セミ」』

※ 国語辞典で調べました。

（あったあ）

※ とても速くなりました。

（セミあったあ）

ななこ「夏のこん虫で、おすは木のみきなどにとまって、大きな声でなく。木

のかわにたまごをうみ、よう虫は、数年土の中ですごす。」

ゆりこ「夏にあらわれるこん虫。おすは、木などにとまってなく。よう虫は、

地中で５～ 10 年ほどくらし、地上に出てせい虫になると、１～３週間で死
ぬ。あぶらぜみ、ひぐらし、みんみんぜみ、つくつくぼうしなどしゅるいが

多い。」

けいすけ「夏、木などにとまってよくなくこん虫。よう虫は、数年間地中でく

らし、地上に出てせい虫になると、１～３週間くらいで死ぬ。なくのは、お

す。しゅるいが多い。」

（先生、ないよセミって）

『あるよ。』

そんりん「夏、木などにとまってよくなくこん虫。よう虫は、数年間地中でく

らし、地上に出てせい虫になると、１～３週間くらいで死ぬ。なくのは、お

す。しゅるいが多い。」

（あった～）

『さっき鳴いたのは、これでした。』

※プロジェクターにセミの画像を映しました。

（やった～）
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『アブラゼミでした。もう一回、鳴き声を聞いてみます。』

※ツクツクボウシの鳴き声を聞きました。

『どこで鳴いているか見て下さい。』

※映像を映しました。

（おしり）

（だって、ぴくぴく動いている。）

（人間で言ったら、おならをしているみたい。）

※ハルゼミ、ミンミンゼミ、クマゼミの映像を見ました。

りゅうと（これぼくつかまえたことある）

『鳴き方は、それぞれちがうみたいですね。』

るか（３種類ある）

『どういう３種類？』

るか（ひめいと、ほんなきと、なかまのおすがなくのをじゃまする。）

『土の中から出てくるところだそうです。ず～っと土の中にいて、上がってき

て、その後、土の上に行ってから、背中から出てきて、ビヨ～ンと出てきて、

最後は……これ、新しいセミみたいだな、色が……』

（ほんで、茶色になるの。）

『色が、後から変わるの？』

（白からどんどん色が変わるの）

（うん！）

こうへい（せい虫になる１つ前のセミで、もうちょっとたったら、ふつうのセ

ミみたいになる。そこにあるのがセミのぬけがら。）

よう虫は、土の中に

『どれがセミのぬけがら？』

れいな「これ！」

『この間見た、これと似ているなあ』

（トンボ）

※トンボの成長の様子を追った写真を貼った移動
土の中
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掲示板を持ってきて比べました。

『トンボのときも、たまごからヤゴが出てきて、何回か脱皮して、最後上がっ

てくるんだったね。木の上まで上がってきて、背中からパカッとわれて、出

てくるとこうなるんだったね。こっち（トンボ）は水の中だけど、あっち（セ

ミ）は土の中だね。』

『「なく」のは、オス・メス両方とも鳴きますか？』

（オスだけ、メスよぶために。）

（もしかしたらメスも鳴くかもしれない。）

『調べた人いない？』

りゅうと「日記には書いてないけど、オスが鳴く。」

『オスが鳴く。』

かずき「オスは結婚するときに鳴く。だから、メ

スは鳴かないでオスだけ鳴く。」

『たまごを産むのは？』

かずき「オスはたまごを産まない。」

『たまごを産むのは？』

（メスだけ）

（なんでもメスだけ）

ともや（人間で言ったら、女だけ。）

『でも、オス・メスないものがあったなあ。』

りゅうと（カタツムリ）

葉っぱにのって

あなを

ほって

土から出て

うか
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セミのはてな？

６月 20日（土）３時間目の授業の後に、「セミのはてな？」を見つけて書き
ました。

【分かること】と、【どうしてなのだろうか】ということに気づくことは違

います。でも、本当に分からないと、分からないことが分からないということ

になるので、【どうしてなのだろうか】が分からないと、分かっていると思っ

ていることも、本当はよく分かっていないということになります。

①どうやって、セミはかわをぬぐのかな？

②なんで、セミという名前なのかな？

③なんで、セミはなくのかな？

④なんで、つぎの日になるとしんでしまうのかな？

⑤なんで、セミのたまごは、ほそながいのかな？

きょう、おひるごろ糺ノ森にセミのよう

虫をさがしにいきました。はじめに、こう

えんの土の中を見てみましたが、見つから

なかったのでちがうところを見てみました。

お川のそばの木の下にあながあいていたの

で、そこをほってみました。ほってみると、

じめんがかたくて木のほそいねっこがいっ

ぱいあった

ので、このへんにいるのかな？とおもいました。なぜ、おもったかという

と、よう虫は、ねっこからすいぶんやえいようなどをとるからです。

そこには、セミのよう虫がいました。１ぴきめは、おとうさんがつかま

えました。いろは、まだ白いろで、これぐらいの大きさでした。

つぎに、おかあさんが、みんながみたことがあるちゃいろのよう虫をみ

つけました。わたしは、見つけられないのかなとおもったら、さいごにす

ごくちいさな白いろのよう虫を見つけました。

この３びきは、なんさいなのかな？ わたし

がつかまえたのは、１～２才だとおもいます。おとうさんがみつけたのは、
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３～４才ぐらいだとおもいます。おかあさんのみつけたよう虫は、しゅう

れいよう虫で、ことしの夏に成虫になるのだとおもいます。みんなちゃん

とうかすればいいなあ。なにゼミのよう虫かな？ あぶらゼミかな？ あ

ぶらゼミはたくさんいるけど、クマゼミかな？ クマゼミも多いとおかあ

さんがいっていたので、おとうさんがへええええ

といっていました。おもしろかったです。6/20
セミは、オスだけなきます。セミのなきかたに

は、

①なかまのオスやメスをよぶなきかた。

②ほかのオスがなくのをじゃまするなきかた。

③きけんがせまってきたなきかた。

があるそうです。セミは、せなかのほうからかわ

をぬぎます。セミのたまごは、なんでほそながいかというと、きのかわの

きずがながくてほそいからだとおもいます。 6/21（きた あやねさん）

土の中をほってさがしたのですね。すごいなあ。

①なんで、ようちゅうは、しろからちゃいろになるんだろう？

②なんで、たまごはほそながいんだろう？

③なんで、ようちゅうからでたセミは、みどりなんだろう？

きょうは、セミの？をしらべるために、セミのようちゅうをさがしにい

きました。Ｓぐみのこが、かきのきのしたでセミのようちゅうをみつけた

っていってたから、きのしたをほってみました。いっぴきようちゅうはみ

つかったけど、セミのようちゅうかどうかわかりません。

おうちにかえって、ずかんでしらべたけど、やっぱりセミのようちゅう

かどうかわかりませんでした。せいちゅうになるまでそだててみます。そ

うしたら、なんのむしかわかるとおもいます。26 かしょも、かにかまれ
ました。でも、セミの？はわかりませんでした。だから、わたしのかんが

えをかきます。

①なんで、ようちゅうは、しろからちゃいろになるんだろう？

だんごむしみたいに、だっぴをするたびにちゃいろくなっていくのかな

とおもいます。

②なんで、たまごはほそながいんだろう？

ながぼそいほうが、きのみぞにくっつきやすいからだとおもいます。
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③なんで、ようちゅうからでたセミは、みどりなんだろう？

だっぴしたら、すぐにとんでにげることができないから、はっぱのふり

をして、てきにおそわれないようにみどりになっているのかなっとおもい

ます。 6/21（おおぜき ようこさん）

だっぴしたあとのみのまもりかた、たいせつなのですね。

①なんで、きにきずをつけるのかな？

②なんで、おすしかなかないんだろう？

③どうして、ようちゅうのときは、とうめいなんだろう？

④どうして、２ねんから７ねんぐらいもつちのなかにいるのかな？

⑤どうして、たまごは、ほそながいんだろう？

⑥どうして、１しゅうかんでしぬのかな？

⑦どうして、セミは、さなぎにならないのかな？

⑧どうして、ちょうのようにみをまもるために、いろがおんなじなのかな？

生活の時間にセミについてわからないことをいっぱい書きました。

問②どうして、鳴くのはオスだけなのかな？

よそう 私は、メスをよぶためかと思っています。

答え ○仲間をあつめるために

○メスをよぶため

○みじかい音で鳴くのは、ほかの鳴いているオスの

じゃまをしている声

○オスだけ声を出すための大きな腹弁とか発音きん

などがある。

問①なんで、木にきずをつけるのかな？

よそう たまごを木にうむために、ふかくきずをつけない

と、たまごがおちるから。

答え メスがのこぎりのような強力なたまごを生むくだ

で、木にたまごを１つの穴に２～５こうむため。

問⑦どうして、セミは、さなぎにならないのかな？

よそう よう虫の形とせい虫の形がにているから、さなぎ

にならなくてもいい。さなぎになる虫は、さなぎの

中でへんしんして出てくる。（たとえば青虫がちょうになる。）

答え しらべてみたけど、よくわからない。
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不完全変態の虫の特ちょう

・幼虫の体のつくりが、せい虫とにているものが多い。

・幼虫とせい虫のえさが同じしゅるいであることが多い。

さなぎについてしらべなければならないと思いました。

6/20・21（ながお ななこさん）

「はてな？」をかんがえて、そして、しらべるのがすごいです！

知識観

低学年の子ども達は、「知っている」とよく言う。

自分は、知っている。

それがどういうことか知っている。

この２つの違いを意識させなければならない。

知っている ＝ すごい などとは、簡単に認めない。

それが、どういうことなのか が大切で、だれが知っているのか ではない。

これは、算数の授業にもよく表れる。

答えが分かる。でも、解き方が分からない。

低学年のうちは、簡単な計算が多く、よく読まなくても答えが出てしまうこ

とがある。

６と２の数字が入った文章問題などは、簡単に答えを出してしまう。

「答えは８です。」

『えっ』 「じゃあ、４です。」

『どうして？』 「………忘れました。」

生活科の中でじっくり考えさせることは、あらゆる教科で活用できる力、学

び方となっていく。

簡単に「分かった」と言わせてはいけない。

そこで思考がストップしてしまう。

だから、「はてな？」が大切になる。

考えることは、どこかにオープンエンドが成り立っていないといけない。


