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北海道大学大学院教育学研究院紀要

第129号　2017年12月

子どもが学びに向かう姿の研究

－１人の子どもの学びに向かう姿の変化に注目して

今　田　章　子＊

【要旨】　本論文では，子どもが学ぶとはどういうことかを探究するため，１人の子どもKくん

（仮名）の変化に注目し，その学びに向かう姿を描きだすことを試みた。

　その際，観察者である私が，間主観的にKくんの姿を感じ取り，その学びを捉えるために，

エピソード記述を用いた。

　Kくんは，他の子どもたちと学ぶ経験を通して，他者や自分の意見との向き合い方を変え，

学びに向かう姿を変化させていく。その変化は，一見すると消極的になったととられかねない

ものだが，Kくんの表情や発言からは学びの深まりや喜びをうかがい知ることができる。子ど

もたちが学びの深まりや喜びを感じながら授業への参加の意味を変化させ，それに呼応するよ

うに他の子どもたちも変化するということが，学びに向かう姿の一つの現れである。

　こうした仕草や小さな変化の中から，子どもの学びに向かう姿を捉えられたことが本研究の

意義であるといえる。

【キーワード】子どもの姿，子どもの学び，授業研究，エピソード記述

１．はじめに

　私（注１）はこれまで，道内の小学校・中学校や，公開研究会をしている学校，一般公開をし

ている学校等，さまざまな学級で授業を観察してきた。初対面の子どもたちの授業を観察する

こともあったが，１つの学級で，２年間にわたり授業を観察する機会にも恵まれた。子どもた

ちと共に過ごした経験は，子どもが学ぶとはどういうことか，授業ではどのようなことが大切

か等，教育において重要な多くの発見を私に与えてくれた。

　実際に今，目の前で起こっているにも関わらず，埋もれてしまっているような教室の事実は

たくさんある。こうした，教室の中にあり，簡単に見て取れない細かな事実を伝えていくこと

は，教師たちの子どもたちに対する見方を変え，子どもたちの様子がうまくつかめない等の行

き詰まりが感じられる学級を明日から変えることに繋がるかもしれない。こうした想いから，

子どもたちの今この瞬間の姿，日常の姿にこだわって研究を行いたいと考えている。

＊ 北海道大学大学院教育学院博士後期課程
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２．子どもたちの学びを捉える意義

　子どもたちの学びを捉えることは，教育において非常に重要なことである。斎藤（1969）は，

授業の目的を，子どもたちが幸せで豊かな生活を営むために役立つような知識や能力を発達さ

せることとし，こうした授業は，「子どもを見つめ，子どもにくっついて，その上で勝負をし

ようとするものにだけできる仕事である。」（p. 48）と述べている。また，佐藤（2006）は，

学校改革において，子どもたちの事実から語る授業の事例研究を学校経営の中心に据えるよう

にすべきだと述べている。２人も述べているように，子どもたちの実際の姿を見て取ることは，

すべての子どもたちの学びを保障する授業を行うために重要である。

　優れた実践者と呼ばれる教師たちには，子どもたちの姿をよく見て授業を展開していく様子

が見られる。また，授業の事後検討会の際にも子どもたち一人ひとりの姿についての言及が多

い等，彼等が子どもたちの学びを重視していることがうかがわれる。そして，彼等の指導案や

授業記録等には，子どもたち一人ひとりの具体的なイメージが湧くような記述があることも印

象的である。こうした事実からも，子どもたちの学びを見て取るということと，授業を良くし

ていくことは繋がっていると言えるだろう。

　こうした事実からも，子どもたちの学びを見て取るということと，授業を良くしていくこと

は繋がっていると言えるだろう。

　本論文は，授業観察の中で実際に捉えられた１人の子ども（Kくん・仮名）の学びを，あり

のまま描くことによって，授業における「子どもが学びに向かう姿」を，子どもの姿そのもの

から描き出そうという試みである。「学びに向かう姿」は，ありふれた日常の中で突然，浮か

び上がるように現れる。その変化はとても小さいものの，私にとって確かな感覚として感じ取

ることができるものでもある。しかし，子どもたちの「学びに向かう姿」が現れていても，誰

もがいつでも感じ取ることができるわけではない。観察者である私が，その場に無関係な部外

者として存在するのではなく，その場で共に学ぶ主体の１人として存在し，長い時間を共にし

ながら，子どもたちにまなざしを向け続けることによって，自然に子どもたちの息遣いや生き

生き感を感じられるようになって初めて現前するようになるものである。こうした子どもの姿

を可能な限りあるがままに捉えるため，現象学的に（注２）場をとらえ，エピソード記述にて描

き出し，「子どもが学びに向かう姿」はどのように現れるのかを子どもの姿そのものから捉え

直すことが本論文の目的である。

３．研究方法の選択

　前述したように，優れた実践者は，子どもたちの学びを感じ取り，それに応じて実践を変化

させていくが，こうした実践者による，子どもたちの学びを意識した授業記録は，発言や行動

等の記録だけでなく， 教師から見た子どもたちの姿等，その場での子どもたちの具体的なイ

メージを持つことができるような記述が書き添えられているものも多い。例えば，「社会科の

初志をつらぬく会」（注３）のように，T-C型の授業記録（注４）に教師の反省を加えたもの等がそう

である。ただしこうした授業記録でも，子どもたちの姿のイメージはつくかもしれないが，そ
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もそもT-C型の授業記録は，発言中心の記録となるため，発言中心に子どもの姿を捉えること

になりやすい。発言を中心とする方法での記録を選択することは，子どもたちの学びをうまく

描くことができないということに繋がりかねない。そこで，子どもたちの姿を，私がその場で

感じたまま，忠実に，再現する方法がないかと考えた。

　授業を観察していると，実際に，様々なことが感じ取られる。それは，後からその出来事を

意味づけて初めて感じるものだけではなく，その場で確かに感じ取られるものもある。鯨岡

（2005）は，保育という人と人が関わり合う場で起こることをできる限り忠実に伝えるものと

して，エピソード記述という方法論を示した。それまで行われてきた客観的な記述では描くこ

とができなかった人と人が関わる場面に存在する間主観的に感じ取られる事実を，エピソード

記述はありのままに描くことができると鯨岡は主張している。鯨岡は，人が関わり合う場での

体験のほとんどは意識されることもなく過ぎていくが，情動や印象が喚起される体験をしたと

きにその経験が浮かび上がりそこから思考がめぐらされ「他者に伝えたい」「一緒に考えてほ

しい」といった気持ちに駆られることがあると述べている。鯨岡によれば，エピソード記述は，

こうした関わり合いの中でのみ感じ取ることができるような相手の「生き生き感」や「息遣い」

を可能な限りあるがままに捉えて提示するためのものであり，その人の生き様の「あるがまま」

とそこから浮上してくる意味を目指すものである。

　鯨岡の述べたこうした経験は，その場に共に生きているとき，確かに相手から感じ取ること

ができるものであり，授業を観察する中で私が感じているものである。エピソード記述とは，

こうした人と人が関わる場において，日常から図として浮かび上がった出来事を，その出来事

の背景や状況と共に，そのとき観察者が間主観的に感じとったことや自身の感情，場の雰囲気

等も交えて，できる限りありのままに描き，そのエピソードの意味を探究するという研究方法

である。このことから，今回の目的にふさわしい研究方法であると考え，採用した（注５）（注６）。

４．エピソードの背景

４－１．学校について

　私は，北海道札幌市内のある公立小学校の１つのクラスで，2014年の５月末から2016年３月

まで約２年間，授業や行事に関与していた。

　この学校は，学びの共同体を取り入れた実践を行っている。学びの共同体とは，佐藤学が提

唱した学校改革の方法論であり，クラスにいるすべての子どもたちの学ぶ権利を保障するため

に，子どもたち，教師，保護者，市民等が実践に参加し，実践を展開することによって，学校

を改革していくものである。学びの共同体は，方法そのものではなく，３つの哲学によって支

えらえる方法論である。１つ目の哲学は，学校は多様な人々が学ぶ公共の場であり，こうした

他者の声に耳を傾けることで，他者への寛容さや多様性を尊重する精神を意味する「公共性」

である。２つ目の哲学は，多様な人々が共同する場で，子ども，教師，保護者等が対等な関係

で学びの主人公となって学びながら，学びに責任を負うという「民主主義」である。そして３

つ目の哲学は，「卓越性」であり，困難な場面でも自他のベストを尽くし，至高のものを追求

し続けることである。そのため，教師には子どもの尊厳・教材の発展性・自身の教育哲学を尊
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重することが求められ，子どもには学びに挑戦し続けることが要請される。学びの共同体の実

践を続けることによってこの３つの哲学が身に付き，学校改革のヴィジョンが共有され，学び

方が身に付くようにデザインされている。

　学びの共同体は，「教室において，〈活動的で共同的で反省的な学び〉を追求する」（佐藤，

2006，p. 15）もので，その基礎には，柔らかな声と身体で交わり，聴き合う関係による対話

的なコミュニケーションがあるとされている。こうした学びを実現するため，男女混合４人グ

ループによる共同的な学びの導入，教材・課題選択の原理の提供，学級内だけでなく学年団や

学校全体で子どもたちの学びの保障を目指し，子どもたちがどこで学び，どこで学びが閉ざさ

れたのかといった事実を中心に議論する授業の事例研究を学校経営の中心に据えること，保護

者も授業に協力する学習参加の方法の導入等の方法がとられる（佐藤，2006，2012）。

　この学校では，2011年度から学校に学びの共同体が取り入れられた。北海道では学びの共同

体の研究会等もほとんど行われたことがなく，子どもたちは勿論のこと，教諭たちにとっても

未知の試みであったため，理解度の差等もあり，改革が容易に進んでいたわけではない。ま

た，一般的な市立の小学校であるため，子どもたちの転校や教諭の転勤等もあり，５年生にな

る前にはクラス替えも行われている。５年生から６年生にかけてクラスは持ち上がりであり，

担任教諭も変わらなかった。なお，学校はオープンスクールの形で作られており，廊下と教室

の間に壁はない。

４－２．クラスについて

　私はこのクラスに，週に２～３回程度通い，朝の会から給食，掃除，帰りの会までできるだ

け子どもたちと同じように時間を過ごすことにしていた。授業中は，教室内を歩き回りなが

ら，気になるグループや，目に留まった子どもの姿を見ていた。

　このクラスは，男子18人，女子20人の合計38人のクラスで，元気のよい若い女性教諭が担任

をしていた。私は，子どもたちが５～６年生になる２年間を共に過ごした。この学年は，この

クラスを含めて全部で３クラスあり，体育・音楽等では，３クラス合同で行われる場合もある。

　私がこのクラスに関与し始めた2014年度の時点で，学びの共同体を取り入れて４年目となっ

ており，ほとんどの子どもたちが，学びの共同体による「学び合い」の授業を経験していた。

しかし，2014年度の初めは，授業中，学び合う姿はほぼ見られず，授業内容を理解している子

どもたちや発言が好きな子どもたちが全体で発表し，グループ活動で見られる子どもたちのか

かわりも，分かる子が分からない子に教えるという姿がほとんどであった。分かる子が分から

ない子に教える場合にも，子どもたちはかかわっているように見えるが，佐藤（2006）はこの

関係を「教え合い」と名付けており，こうした関係は一方的でおせっかいなものであり，さり

げない優しさで成り立つ「学び合い」の関係（分からない子から「分からない，教えてほしい」

と言うことから始まる関係のこと）とは異なるものであると位置づけている。

　このクラスは，授業中，学び合いをし易いように，普段から教室の机をコの字型に配置して

いる。子どもたちは，男女混合３～４人の10個のグループに分けられ，グループの形に机を移

動しなくても，同じグループの子どもたちとすぐに話すことができる座席配置になっている。

これらのグループは，授業中だけでなく，給食，掃除等の活動にも利用される。掃除当番が１

周するおよそ１か月半で座席替えとなり，このとき，グループのメンバーも入れ替わる。

　このクラスには元気な子どもが多いが，元気な子どもたちだけが声を上げているわけではな
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く，声は小さくとも自分の気持ちを正直に表現できる子どもが多いことも印象的である。子ど

もたちは，休み時間や給食等でも各々自分の好きなことをして過ごしており，そのときやりた

いことによって一緒にいる子どもを変えているため，性格によって教室の居心地に差が出るこ

とはないようである。子どもたちは，性別に関係なく，趣味の合う子どもや家の近い子ども同

士でより親密になりやすいようだが，いつも固定された友人グループのみで行動しているわけ

ではなく，様々な子どもたちがかかわる姿が見られる。

４－３．クラスにおける「学びの共同体」の取り組み

　担任教諭は「学び合い」に全員が参加できることを重視しているため，グループ活動に参加

していない子どもを見かけると，グループの他の子どもに，「○○君，話し合いに参加してい

ないよ。」，「○○さん，まだ分かっていないみたいだよ。」，「○班はまだ全員分かっていないん

じゃない？」等と声をかけるようにしている。特に，５年生の１学期にはグループ活動がうま

くできないこともあり，こうした言葉掛けが非常によく聞かれた。しかし，５年生の２学期に

もなると，グループ活動にも次第に慣れ，担任教諭による働きかけがなくても，子どもたちだ

けで，グループ活動に参加していない子どもを見つけて声をかける等の姿も多く見られるよう

になった。

　このクラスは，自分の気持ちに正直な子どもが多いため，分からないときには分からないと

言える子どもが多かったが，全員が初めからそうであったわけではない。子どもたちが，学び

合いに全員で参加するようになりたいと，周りの子どもたちへの声掛けや発言の手助け等，自

分だけでなく，周りを気に掛けるようになると共に，分からなくても黙っていた子どもたちや，

分からないときは，気持ちが授業から離れてしまっていた子どもたちも，だんだん分からない

と言えるようになっていった。こうした子どもたちの変化は，子どもたちの相手への接し方や

表情にも変化をもたらすようになっていく。

４－４．クラスとのかかわり方と研究の具体的な方法

　私はこのクラスに入る前に，子どもたちが授業において学ぶ姿を見る研究がしたいというこ

とを学校に伝え，引き受けてくれるクラスを探した。このクラスの担任教諭が，研究の目的や

方法によってはこのクラスに入っても良いと立候補してくれたため，私が研究したいことにつ

いて具体的に伝え，承認を得た。クラスの子どもたちには，担任教諭から事前に，私が大学院

生であり，研究のためにクラスに入ることと，子どもたちの学びを見て取る研究をするために

クラスに入るということと，ずっと彼等と一緒に生活をすることを伝えてもらった。また，初

めてこのクラスに入った日に，特別に時間をいただき，私が子どもたちの学ぶ姿を見て取るた

め，彼らの授業や普段の生活での学ぶ様子を見たいということを，自己紹介と共に説明した。

子どもたちは私が研究のために来ていることはわかっている様子だった。研究や大学について

尋ねられることも多かったので，このときは，できる限り丁寧に，どのようなことをしている

のかを伝えるようにした。また，研究先でのノート等は，子どもたちが見たいと言えば，見せ

るようにしていた（注７）。

　私から積極的に授業中の子どもたちに話しかける等の関与はしないが，子どもたちから話し

かけられたとき等には，その子どもや，そのグループの話を聴き，その子どもたちが何を考え，

どのような話し合いをしているのか，真剣に聴いていた。初めのうちはよくわからない新参者
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である私に対し，緊張し，警戒するような子どもたちもいたが，夏休みが始まる頃には，私が

そのクラスに共に存在していることにも慣れたようで，授業中にグループや子どもたちの様子

を見ていても，特に気にしていない様子に変わっていた。

　しかし，佐伯（2001）が言うように，子どもたちには，彼等なりの見られたくない等といっ

たプライバシーがある。このことを，私は承知していたため，提出物や子どもたちのノートを

勝手に覗くような真似はしないようにし，見せてほしいときには，本人の許可を必ず取るよう

に心がけていた。私は共に学ぶ者として存在していたものの，子どもたちの大切な学びの場に

共に入れてもらっている存在でもあるため，子どもたちの負担にならないようにということは

常に意識していた。そのため，研究と関係ある・なしにかかわらず，子どもたちにとって，私

が役に立てそうなときには，できるだけ学校に行き，努めて手伝い等もすることにしていた。

　私の席は廊下側の１番後ろに用意されていたが，授業中は教室内を動いていることが多く，

子どもたちの様子を見ながら，エピソードとして浮かび上がったことをその場でメモを取り，

後からエピソードとして描き直した。毎回必ずエピソードが浮かび上がるわけではない。２年

間で100個を超えるエピソードがある。また，エピソードにはならないものの，子どもたちの

姿で気になったこと（例えば，いつもと違った表情・様子・行動等）や，体調で気になること

（顔色や，欠席状況等）等は，絵等を交えて具体的にメモを取っていた。また，授業中以外にも，

給食時間や休み時間の子どもたちの過ごし方，子どもたちの趣味についての話や相談事等，彼

等が私に話してくれたこと，授業中一緒に考えたことや，休み時間や放課後，掃除等の時間に

一緒にした作業等をメモに残していた。子どもたち同士の関係については，実際に観察し，子

どもたちがお互いどのように接しているかに加え，子どもたちが他の子どもたちをどのように

呼んでいるか，どの子どもとどの子どもが遊ぶ約束をしているかに注目して記録した。また，

ある子どもが他の子どもの印象等を語ったときは，その内容を記録すると共に，その子どもた

ちのその後の関係を観察し，その子どもの表現が具体的にどのような様子か等に注目するよう

にしていた。

　私が記録した100個を超えるエピソードには，１人の子どもしか出てこないものと，多くの

子どもが出てくるものがある。クラス38人すべての子どもたちが必ずどれかのエピソードに登

場している（注８）。

 こうした観察と記録の中から，今回はKくんという１人の男の子に注目した（注９）。Kくんを

選んだ経緯は，以下の通りである。

　私は，Kくんと共に過ごす中で，はっきりとその変化が見えていたわけではないが，何とな

く変化しているという印象だけは持っていた。５年生の終わりの頃にふと，Kくんの表情が明

るいことに気付き，エピソードを読み返した結果，Kくんの変化があったことに気付いた。K

くんは，５年生の初めの頃から，様々なことに積極的で，授業の理解度も高く，自分のことは

自分でできる子どもであった。また，男女の分けへだてなく友人が多く，学校生活も充実して

いるようであった。何かができるようになったという変化は見えやすく，話題になりやすい

が，Kくんのように大きな問題が見られず，本人も楽しそうにしている子どもは，何か問題が

発見されない限り，授業研究や，授業の事後検討の場であまり話題にならない。しかし，Kく

んは，授業中の姿を変化させていたのである。こうしたKくんの変化は，小さく，その場でど

のような変化であったか見えづらいため，見逃されがちであるが，何となく変わっているとい

う印象と共に，エピソードとして残すことが多かった。Kくんの表情の変化に気付いた際，K
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くんの出てくるエピソードを並べて，その変化が初めてはっきりとした形をもって浮かび上

がったため，Kくんのエピソードを考察することにした。

　この論文では，Kくんという１人の子どもの変化に注目したため，Kくんが登場しているエ

ピソードを発生した順番に読み返し，それぞれのKくんの姿を印象の違いで大まかに分類した。

その結果，３つの時期に分けられることに気付き，その中からKくんの変化を示しやすいエピ

ソードを３つ選びとり，考察した。

４－５．Kくんについて

　Kくんは，明るく，はきはきとした男の子であり，楽しいことが大好きな，クラスのムード

メーカーである。楽しいこと，盛り上がることが好きな反面，静寂や重い雰囲気が苦手であり，

どんなときでも面白いこと，楽しくなること，明るくなることを探し，想像しながら動く子ど

もである。他の子どもたちは，Kくんの面白い行動を期待しているようであり，Kくんはそう

した期待が自身に向けられていることに気付いている。Kくんは，楽しいことが好きという部

分と相まって，ムードメーカーである自分を好きではあるものの，周囲の期待に応えることに

は多大なエネルギーが必要なようで，ムードメーカーとして楽しく過ごした直後に，ふと電池

が切れたように静かになることもある。

　Kくんは，自分の話を聴いてほしいという欲求がとても強い子どもである。特に５年生のと

きは，授業中に「ハイ！ハイ！」と大きな声で挙手し，自身が当てられないと，悔しそうにし

ていることもあった。また，全員が考える前に，ポロっと発問の答えを言ってしまうこともし

ばしばであった。

　また，大人と接するときには，少し緊張する子どもであった。

５．エピソード

５－１．エピソード１

５－１－１．「Kが言いたかったのにぃ……。」

　このエピソードは，５年生の７月のものである。この授業の時間，Kくんは既に２回発表し

ていた。授業も終わりが近づき，最後に先生が質問をすると，Kくんは，待っていましたと

いった表情で，「ハイ！」と半分立ち上がりながら手を挙げる。そして，目をキラキラさせな

がら，先生を凝視し，また，「ハイ！ハイ！」とかすれたような大きな声を出す。教室全体に

Kくんの声が響いているようであった。先生はチラリとKくんを見るものの，すぐに他の子ど

もを見て，Kくん以外の子どもを指名した。

　先生が口を開けた瞬間，Kくんは，ピクッと反応し，他の子どもが指名されたことに気付く

と，崩れるように席に座り直し，眉間にしわを寄せて，ムスッとしている。しばらくそのまま

机をにらみ，周りは全く目に入らないようであった。

　隣の子どもが少し心配して，「K ～，別に良いじゃん？」と言うが，Kくんはその言葉が聞

こえていないのか，ピクリとも動かず，全く表情を変えない。隣の子どもは，少し困ったよう

な笑顔で，「ねぇ，K ～？次の時間もあるよ？」となだめるように言うが，Kくんは唇をぎゅっ
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と噛んでいて，隣の子どもの話には反応しない。そんなKくんを見て，隣の子どもは，少し呆

れた表情になりながらも，そのまましばらくKくんに話しかけていたが，Kくんが反応しない

ので，「まあよいか」という表情になり，授業に戻っていった。

　そして，指名された子どもの発表が終わった。それまで，唇をギュウっと噛む以外には何も

せず，石のように体を強張らせていたKくんだったが，発表した子どもが席に着く音にピクッ

と反応し，顔を上げる。そして，その子どもを羨ましそうに，ジーッと見つめ，先生をチラッ

と見て，クラスをすっと見回す。しかし，クラスの子どもたちも，先生もKくんが顔を上げ，

周りを見回している姿には気付かない。そしてKくんは，唇を真一文字にしながら，絞り出す

ような小さな声で，「Kが言いたかったのにぃ……。」と言った。その後もしばらく，いつもよ

り乱暴な文字を書き，ムスッとした表情でいたKくんは，そのまま休み時間を迎えた。

５－１－２．エピソード１の頃のKくんの様子

　エピソード１の頃のKくんは，他の子どもの話を聴いているときでも，自身と意見が異なる

ときには，「でもさ？」等と言いながら，相手の言葉を遮ってしまうことがよくあった。他の

子どもの意見と自身の意見とが似ている場合でも，「それさ，Kも思ったんだけど，」等と言い

ながらスッと話に参加し，いつの間にかKくんが話しているということも少なくなかった。

　また，授業中，発問の答えを他の子どもたちが考える前にポロッとこぼしてしまい，担任教

諭から注意されることや，他の子どもが発表している意見と自身の考えた答えが同じであった

場合には，「Kもそれ思った！」「Kも同じ考え。」等と大きな声で言うことが多かった。

　グループ活動でも，他の子どもがKくんの話から何かを思いつき，彼の話が途切れたところ

で話し始めたとしても，「今，Kが話してるんだけど。」や「聴いてよ！」等と言って自身の話

を続けていた。その子どもの意見が自身と似ている場合には，「それ，Kが今言ってるんだけ

ど，」等と言って話を遮ってしまう様子も見られた。また，その子どもの意見が自身と異なる

ときには「でもさ？」等と言い，激しく反論していた。

５－１－３．エピソード１の考察

　エピソード１の頃のKくんは，グループでもクラス全体でも，とにかく自分の話をしなけれ

ば気が済まず，他の子どもの話をじっくりと聴くということが苦手であった。当時のKくんに

とって，他者の意見は自身の意見ほど価値のあるものとは感じられなかったようで，Kくんは

自身の意見こそが一番といった調子で，演説のように，自身の考えを話すことが多かった。当

時はあまり発表できない子どももいたため，必然的に話がうまい子どもたちや発表が好きな子

どもたちが発表しやすくなっていた。

　当時のKくんは自分が発表できないと，眉間にしわを寄せたり，悔しそうにしたりすること

はしばしばであったが，ここまで露骨に悔しがることはほとんどなかった。Kくんは，自身が

周りにどのように見られているのかを気にする面もあるため，大人と接するときには少し緊張

するような子どもである。そんなKくんが，担任教諭の指名に対し，ここまで反応することは

とても珍しいことだったのである。また，このときの授業の内容は，Kくんにとってそこまで

難しいものというわけではなく，絶対に彼が発表しなければならないというほど，個性的な意

見が出せる場面でもなかった。さらに，彼はそれまでに２回発表を終えており，指名された子

どもは，その場で初めて挙手した子どもであったため，彼が指名されないことは誰の目からも
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明らかであった。そんな場面でのこのKくんの行動にはどういう意味があるのだろうか。

　当時のKくんを振り返ってみると，教師の指名に対してここまで露骨に反感の態度を示すこ

とはなかったものの，鬼気迫るような表情で発表をしたり，意見を否定されると興奮しながら

反応したりという姿が多く見られた。Kくんが「わかった」「できた」ということや，「Kくん

自身の意見」は何があっても皆に伝えなければならないという強迫観念を伴っているかのよう

であり，その機会を奪われるということは，Kくんにとって，他のことは目に入らなくなるほ

ど，心乱されることだったのである。

　Kくんは自身の意見を聴いてほしいという欲求が強いものの，何度聴いてもらっても満足す

ることができず，発表できた喜びと次も聴いてほしいという渇望とが常に入り混じったような

状態で授業に参加していた。誰よりも授業に積極的で，誰よりも発表が好きなように見えるK

くんだが，休み時間のように朗らかに笑う姿というのは，授業中には数えるほどしかなかった

のである。

５－２．エピソード２

５－２－１．「今さ，みんなで話す時間だからさ，……みんな意見言ってこ？」

　このエピソードは，５年生の９月のものである。授業中，グループ活動が始まった。Kくん

のグループは，Kくんしか話をせず，なかなか議論が始まらない。するとKくんは話をやめ，

「あのさ，まずね，Kがね，まず言ったからさ，でさ，次はさ，Lが話して？それでさ，Lの次

はさ，M，N……って。時計回りにさ。」と言ってグループの子どもたちの顔をすっと見回す。

そして，「今さ，みんなで話す時間だからさ，でもKしか話してないじゃん？だからさ，みん

な意見言ってこ？」とグループの子どもたちに話しかける。しかし，グループの子どもたちに，

まだ話そうとする気配はない。

　Kくんは，Lさんの方に体をくるっと向け，「じゃあさ，Lの番ね？ K，聴いているからさ。」

と言う。Lさんは，そのKくんの言葉を聞いて，チラリとKくんを見るものの，なかなか話し

始めることができない。見かねたKくんは「じゃあさ，Lはさ，Kの意見はさ，どう思う？同

じ？違う？」と尋ねる。Lさんはまだ答えない。Kくんはさらに，「Kの言ってたこと，分かっ

た？」と，Lさんの顔を少し覗き込みながら尋ねる。するとLさんは，パッと明るい表情にな

り，「Kのさ，さっきのさ，もう１回言って？」と言った。

５－２－２．エピソード２の頃のKくんの様子

　エピソード２の頃のKくんは，だんだん周りに目を向け，他の子どもたちの話を聴こうとい

う行動を見せ始める。周りの子どもたちも，Kくんに促され，少しずつ彼に向けて話をするよ

うになっていった。ただし，相手が言葉に詰まると，「はい」か「いいえ」で答えられるよう

な閉じられた問いをすることが多かった。Kくんは，グループ活動を盛り上げようとしてもう

まくいかないときには，不安気な表情になり，少しソワソワと焦っているような姿を見せ，う

まくいったときには，満足気な表情をするようにもなっていった。

５－２－３．エピソード２の考察

　エピソード２の頃のKくんは，少しずつ，周りの意見を聴くという行動を見せ始め，グルー

プ活動において司会者のような役割を担うようになる。Kくんは真剣に他の子どもの意見を聴
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いてはいるものの，その意見が自身と違うと思ったときには，すかさず自身の意見を挟んでし

まうことも多かった。

　それまで全く意見を言わなかった子どもたちが，この頃から少しずつグループ内や全体で発

表する機会が増えてきた。これは，話がうまかったり，発表が好きだったりするKくんのよう

な子どもたちが，自分の意見を言うだけでなく，他の子どもたちの意見を聞き出すようなかか

わり方を始めたことと無関係ではないだろう。

　ここでもKくんは，自分の話をやめ，グループの他の子どもたちに話をするよう促していた。

５年生の初めの頃には，止められなければいくらでも自身の意見を話し続けていたKくんだが，

５年生の９月にはだんだん周りの子どもたちの意見を聴こうという行動をとり始めたのであ

る。

　しかし，この頃のKくんの質問の仕方は，簡単に答えられるものが多く，相手の話を広げる

ようなかかわり方は見られなかった。おもしろい意見や，話が広がりそうな意見等が出たとき

には，またKくん自身が話し始めることも多く，自身の意見を押し通そうとすることもあった。

　この頃のKくんは，他者の意見を聴くことは大事だが，自身の意見を聴いてほしいという気

持ちも劣らず強いようであった。

５－３．エピソード３

５－３－１．「今はさ，Kのより，Oの聴きたいからさ，聴かせて？」

　このエピソードは，５年生の12月のものである。国語の時間，「千年の釘にいどむ」（内藤誠

吾著，光村出版）という単元の授業をしていた。古代の釘作りに挑み，その見事さを知った現

代の職人が，古代の釘についてどのように思っていたかを，グループで語り合うことになった。

　グループ活動が始まるとすぐに，Kくんは目をキラキラさせながらグループの子どもたち全

員の顔を見る。そして，その直前に発表していた子どもの言葉をそのままに，「すごい，やば

いって。」と目を輝かせながら言った。Kくんは，楽しそうな表情のまま，何か言いたげにま

た口を開くが，同じグループのOさんの言葉と重なってしまう。

　Kくんはハッとすると，すぐに柔らかく両手をOさんに向けて，「どうぞ。どうぞ。」と爽や

かに言う。それを見たOさんは，にっこりしながら，「ううん，K，先に言いなよ。後でいい

から。忘れたら困るじゃん？」と言う。

　Kくんはキリッとした表情で，「それさ，Oも同じじゃん。」と言い，軽く笑う。さらにKく

んは，「今はさ，Kのより，Oの聴きたいからさ，聴かせて？」と少しOさんの顔を覗き込みな

がら，楽しそうに言う。そして，何か納得したような表情で，「Kはさ，後で言っても，言わ

なくてもいいし。」と言うと，何かに気付いたようにまたグループの子どもたちの顔を見て，「て

かさ，Oだけじゃなくて，みんな先言ってよ。何か意見ない？まずOは？」と言い，全員の顔

をゆっくりと見渡した。それを聞いたOさんは，「じゃあ言うけど……」と話し始めた。Oさん

はしっかりと教科書を見ながら話し，Kくんはそれに一つ一つ相槌を打ちながら，楽しそうな

表情で聴いている。２人に引きずられるように，他の子どもたちも，楽しげな表情で，議論は

盛り上がっていく。

　Oさんの話に全員が少しずつかかわりながらグループ活動は進み，Oさんが話し終わると同

時に，グループ活動の時間が終わった。Oさんはハッとして，すぐにKくんを見て，手を合わ

せながら，申し訳なさそうに，「あ，時間。K，ごめん。なくなった。」と言うと，Kくんは，
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朗らかに笑う。そして，「Kのもよかったけど，Oのがよかった。」と言って，コクコクと頷き，

「Kはさ，最初は言いたかったけど，Oの聴いたら，別に言わなくてもいいなって思った。だ

からさ，いいよ。」と言って満足気に笑った。

５－３－２．エピソード３の頃のKくんの様子

　エピソード３の頃のKくんは，楽しく遊んでいるときや必死に何かを作っているときと同じ

ような必死な表情で，他の子どもたちの意見を聴くようになっていった。以前のように，周り

を盛り上げるためにおどけた言動に及ぶこともなく，楽しそうに授業に参加するようになった。

そして授業にかなり集中を要するようにもなったようで，休み時間が始まると，フーっと深く

息を吐き，体をたくさん動かして帰ってきたときと同じような，爽やかな表情で伸びをする姿

等が見られるようになった。

　Kくんは，とつとつと話す他の子どもの言葉をすぐに遮ったり，簡単に言い換えたりしてし

まうのではなく，ゆっくりとその言葉に向き合いながら，その子どもの発言がうまく伝わるよ

うに，抜けている主語や目的語をつけ足したり，教科書のどの部分の説明かを補足したりと

いった手助けをするようになる。また，以前は順番待ちをしているという様子で他の子どもの

意見が終わるのを待っていたKくんだが，この頃になると楽しそうに他の子どもの意見を聴く

ようになる。ときには，前のめりになり，時間も忘れて話を聴くのに夢中になるという姿も見

られるようになった。Kくんは，授業後，大きなため息をついているときに私と目が合った際，

「最近ね，授業でK，すっごい頭使うから疲れてんの。けど楽しい。」と誇らしげに言ったり，

興奮冷めやらぬ様子で，「（グループでまとめた意見について）Kたちのさ，さっきの，すごく

なかった？最初はKのだったんだけど，みんなのどんどんくっつけて，すごいのになったっ

しょ（なったでしょう）？」と嬉しそうに目を輝かせながら言ったりするようになった。

５－３－３．エピソード３の考察

　エピソード３の頃でも，Kくんはやはり発表が大好きなままであり，まず口を開き，他の子

どもたちよりよく話はするものの，ふと周りを見渡し，「K話しすぎちゃった。」等と言い，話

をやめる等，少しずつその様子が変わり始める。このエピソードでも，Kくんがまず話し始め

ようとするが，Oさんとタイミングが重なってしまう。Oさんは，発表にこだわる子どもでは

なく，発言のタイミングが重なったときにはやってしまったという表情をしていた。おそらく

タイミングが重なったと気づいた瞬間には既にKくんが先に発言するよう譲る予定だったのだ

ろう。

　しかし，それより早く，KくんがOさんに譲るのである。一瞬でも，「やはり自分が発言し

たい」という気持ちが勝ってしまえば，順番を譲ることに躊躇のないOさんが先に譲ることに

なっただろうが，Kくんは，流れるように自然にOさんに順番を譲るのである。そして，Kく

んは，Oさんの意見を，ただ順番待ちや司会者の役割のように聴くのではなく，楽しそうに，

一番真剣に聴いている。さらに，Oさんだけでなく，皆の意見が聴きたいと言うのである。

　エピソード２の頃のKくんは，他の子どもの意見より，自身の意見を通そうとすることも多

かった。また，他の子どもに発言の順番を譲ることもあったが，やはり不服そうにしていたこ

ともあった。そんなKくんが，Oさんの話を聴こうとしただけでなく，Oさんの意見の方が良

かったと朗らかに言うのである。この頃からKくんは，自身の意見を他の子どもの意見と繋げ
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たり，他の子どもの意見がうまく伝わらないときには，その子どもの話を補ったりするように

なる。グループ活動でも，ただ話が円滑に進むように促す司会ではなく，話している子どもが

黙ってしまっても，その子どもがまた話し始められるようにゆったりとした様子で待ったり，

周りにも待つように促したりと，相手を支えるような司会の役割を担い始める。そして，その

とき，生き生きとした表情で，授業に参加しているのが印象的だった。

　Kくんは，他の子どもの意見を楽しそうに聴くようになっていった。また，他の子どもの意

見が自身の意見と同じか違うかということにそれほどこだわらなくなっていったことから，自

身の意見を押し通そうとするのではなく，自身の意見と他の子どもの意見が異なる場合には，

しばらく考え込むといった姿が見られるようになる。その間に自身の意見と異なる意見とを比

較し，より良いと思う部分は取り入れ，融合させる等してできあがった新しい意見を「Kのと，

こんな風にくっつけたらどうかな？」と発表したり，全く異なる考えを見つけて，「それは，

全然思ってなかった！」と嬉しそうにしていたりと，自身だけでは見つけることのできなかっ

た考えにまでたどり着くという姿が見られるようになる。

　エピソード２の頃も，Kくんは司会のような役割を果たすことがあったが，当時と比べると，

その楽しそうな様子，他の子どもに話しかけるときの表情や仕草，声の柔らかさ等の，印象が

異なる。そしてエピソード３の頃，発表をするKくんからは，必死になったり，興奮している

場合でも，エピソード１の頃のように，鬼気迫るといった様子は感じられなかった。Kくんは，

必死ながらも楽しく，心地よい集中と共に授業に参加するようになっていた。

　Kくんは，自身の意見を大切にしつつ，他者の意見を大切にするということができるように

なっている。エピソード２の頃は，それを身に着けようとしている段階であり，もしかすると

まだ，形式的に他者の意見を聴く役目を担っていただけかもしれないが，この頃の表情や，他

の子どもとのかかわり方から，エピソード２のときのように，自身の意見の方が他の子どもの

意見より重要であると思っていそうな印象は受けなくなっていた。

　エピソード３の頃から，Kくんが他の子どもに発表を促すとき，本当に楽しそうな雰囲気が

感じられるようになっていく。また，他者の意見を正確に聴こうとするかかわりはこれまで以

上に神経を使うようであり，それまでのように自身の意見を通すために臨戦態勢になり，興奮

するというような姿が見られないときでも，心地よい疲労感を感じることも多くなったようで

ある。

　佐伯（2003）は，「『学び』とは，人間の，最も人間らしい営みとしての学びである。むしろ，

『よく生きること』とほとんど同義である。」（p. １）とした上で，私たちの「学び」のほとん

どは「学校外」（日常生活）でのものであり，「生活の中で，社会や文化と接触し，人びとと交

流して学ぶ」（同上，p. 276）ものだと述べ，「学び」を４つの特徴で定義している。

　１つ目の特徴として，日常生活での「学び」と学校での「学び」とを比較しながら，「学び」

は「自分でおもしろいと思い，必要だと思うことを学ぶ」（同上，p. 277）ものであり，この

「おもしろい」，「必要だ」という感覚は，「人びととともに生き，文化的創造のいとなみに参加
4 4

しているから」（同上，p. 277）生み出されるものであるとしている。

　２つ目の特徴は，こうした知識の正しさは自分で判断するしかなく，「自分で考えてみて，

納得し，たしかにそうだと思い，自分が今まで信じていたこととつじつまが合うことを確かめ，

生活の中でたしかに『うまくいく』ことを知って，受け入れる」（同上，p. 278）ということ

であるが，この感覚も，「人びとの中で，人びとと共に『そう思える』」（同上，p. 278）のだ
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としている。

　３つ目の特徴は，「学び」は「たえず『これでいいのか』という根源的な問い直し過程
4 4 4 4 4 4

」（同

上，p. 278）を含んでおり，この問い直しが学びの本質であるとしている。

　また，こうした「学び」は，１つ目と２つ目の特徴から分かるように，人や社会との交流の

中で生まれるものであり，３つ目の問い直しすらも，「社会や文化との交流の中で視点を変え，

前提を吟味していくことであり，（中略）周辺の人々びとや社会との共同作業だ」（同上，

p. 281）と述べ，学びは「相互的活動」（同上，p. 279）であると４つ目の特徴を述べている。

　「学び」が「よく生きること」であるとすると，それは子どもにとって，耐えなければなら

ないものではなく，生命力を感じられるような，生き生きとした営みのはずである。このエピ

ソードで見られるKくんの姿は，以前は自身の意見がすべてであり，自身の意見に執着してい

たKくんが，他の子どもたちと共にそこで懸命に考えるようになったという変化であり，これ

は佐伯（2003）の述べた通り，「人びととともに生き，文化的創造のいとなみに参加
4 4

している

から」（p. 277）生み出された感覚であると考えられる。また，自身で他の子どもたちの意見

のおもしろさや価値に気付き，もっと知りたいと思うようになるのは，佐伯（2003）の述べて

いる，「自分でおもしろいと思い，必要だと思う」（p. 277）から学び，「自分で考えてみて，

納得し，（中略）受け入れ」（p. 278）たことの現れである。さらに，ただ受け入れてしまうの

ではなく，自身の意見と繋げたり，ときには相手の意見を受け入れたりしながら，学んでいく

姿は，佐伯（2003）の「たえず『これでいいのか』という根源的な問い直し過程
4 4 4 4 4 4

」（p. 278）

に該当するものであり，Kくんの変化は，学びの質の深まりである考えられる。また，こうし

た学びは，Kくんが周りの子どもたちと学ぶ楽しさや高揚感を覚えていく中で生まれてきたも

のなのである。

６．総合考察

　先に示した３つのエピソードは，Kくんと他の子どもたちがかかわるエピソードの中から，

Kくんの授業への参加の仕方が変化しているものを集め，Kくんの側にスポットを当てて描き，

その中から変化が分かりやすい３つを選び取ったものである。

　私にとって，出会った頃のKくんは，授業だけでなく，何事にも積極的である反面，自身の

意見に固執し過ぎて失敗してしまうことも多くあり，授業中，うまく他の子どもの助けを借り

ることができない不器用な子どもという印象が強かった。Kくんはエピソード１から３に向

かって少しずつ変化していくのだが，その変化は劇的に起こるものではなく，実際には，エピ

ソード２の頃にも，自身の意見を何としても通そうとする姿が見られたし，エピソード３の頃

もやはり発表が大好きで，よく話す子どもであり，本人もそれを自覚しているからこそ，改め

ようとする姿も見られた。このように，Kくんの変化は，一進一退を繰り返しながら，小さく

進んでいったものである。

　前述したとおり，私は，Kくんの変化をその場で意識的に察知できていたわけではない。K

くんの変化というのは，時間をかけて小さな変化を積み重ねていった結果として現れたもので

あり，そうした変化する姿を並べて，初めて見えてきたものだったのである。



104

　こうしたKくんの変化から，「子どもが学びに向かう」とはどういうことかを考える上で重

要な２つの視点を見出したので，エピソードの頃のKくんの様子も交えて，検討する。

６－１．授業に参加することの意味の変化

　１つ目の視点は，Kくんのエピソードから見えてくる，Kくんにとっての「授業に参加する

ということ」の意味の変化である。

　エピソード１の頃のKくんは，授業中，自身の意見や，答えを知っていることを伝えずには

いられないというKくんの思いが滲み出ているようであった。また，グループ活動でも，自身

の意見が否定されることや遮られることには我慢ならないようで，Kくんの演説に周りの子ど

もたちがそれとなく相槌を打つだけということも少なくなかった。

　このように授業中に他の子どもたちの意見を遮ってしまうKくんだが，授業以外の場面では，

他の子どもたちと楽しそうに話す姿や，他の子どもの意見を後押しする姿も見られた。このこ

とに鑑みると，授業でのKくんの言動は，「授業中には，皆に自身の考えを聴き，理解してほ

しい」という必死な思いの現れだったようである。

　エピソード１の頃のKくんが，積極的に授業に参加していたということは間違いない。しか

し，そのときの硬い表情や，ときには自身の意見の矛盾に気付きながらも，必死に自身の意見

を通そうとする様子から，Kくんにとって，「授業に参加するということ」は，「自身が理解し

ていることを１つでも多く皆に伝え，理解してもらうこと」であり，「他の子どもの意見は，

ときにKくんの授業への参加を邪魔してしまうもの」と映っていたと考えられる。

　エピソード２の頃になると，Kくんは少しずつ，グループ活動で他の子どもたちの意見を聴

こうとし始める。エピソード２のように，自分以外の誰も話をしていないことに気付くと，周

りの子どもにも意見を言うように促し，それでも意見が出ないときには，意見を出しやすいよ

うに質問を変えていく等のかかわりが見られるようになる。エピソード２の頃のKくんは，そ

れまでのように，自分だけが話すのでなく，周りの子どもたちにも目を向けるようになり，皆

でグループ活動をしようとしていた。Kくんは，グループ活動を盛り上げようとしても，うま

くいかないときには不安気な表情で，少しソワソワと焦っているような姿が見られ，うまくいっ

たときには，満足気な表情をするようにもなる。このようなKくんの変化は，グループ活動を

何とか形として成り立たせようとする努力の現れである。

　しかし，エピソード２の頃には，Kくんの手を借りながら発言をしていた子どもたちの意見

が，本人の言葉から，Kくんの言葉になってしまうこともよくあった。Kくんは，相手が言葉

に詰まると，二分法の閉じられた問いをすることが多く，白黒つけられないような意見はその

場から消えてしまっていた。また，相手がうまく話せない場合には，Kくんがその子どもの意

見を皆に伝えてあげようとするのだが，その子どもの言葉を活かすのではなく，Kくんの言葉

で要約してしまうため，微妙にニュアンスがずれてしまうということもあった。しかし，Kく

んの言葉は，とつとつと話す元の子どもの言葉よりも明快であり，勢いもあるため，本当は少

し自身の意見と違うと気付いている場合にも，Kくんの要約を自身の意見として採用してしま

う子どもが多かった。

　担任教諭は，クラス全員で学び合うということを非常に重視しており，全員が参加できてい

るかを問いかけ，１人でも学び合いに参加していないと授業は成立しないので，全員が学び合

いに参加できなければならないとよく子どもたちに伝えていた。Kくんのように，話すのが得
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意な子どもたちに向けては，「他の子どもたちが参加できるようにしてほしい」ということを

伝え，話すのが苦手な子どもたちや理解できていない子どもたちには，「分からないと伝えて

ほしい」ということや，「少しでも良いから何か発表し，自分に無関係な授業のままでいない

でほしい」ということを伝えていたのである。Kくんは，自身が周りから何を期待されている

かやクラスの雰囲気には敏感であるため，こうした願いを感じ取り，実現させようと努力する

ことは明らかである。しかし，他の子どもの意見を慎重に聴かずに言い換えてしまったり，自

身の意見と真っ向から対立する場合には，自身の意見を絶対に通そうとしたりという姿も多く

見られたことから，自身の意見と他者の意見を同じように大切にすることは難しかったようで

ある。

　エピソード２の頃のKくんの表情や行動からは，「自分の意見を通す」だけでなく，「グルー

プ活動を成立させたい」という思いや，「他の子どもの意見も聴き取ってあげたい」という思

いが見え隠れしている。この頃のKくんにとって，「授業に参加するということ」は，「自身の

意見を発表するだけでなく，グループ活動等を通して，他の子どもの意見を聴きとり，全員で

の学び合いを成立させるための努力をすること」であったと考えられる。

　エピソード３の頃から，Kくんの授業における他の子どもたちとのかかわり方が大きく変化

する。エピソード３では，Oさんに発表の順番を譲るという場面が出てくるが，この他にも，

他の子どもの発言の手助け等を，積極的に行うようになっていった。エピソード２の頃は，グ

ループ活動が成り立たないと焦っていたKくんだが，この頃のKくんは，自身のグループが活

発に話をしているかどうかにはあまりこだわらなくなっている。とつとつと話す子どもの言葉

をすぐに遮ったり，簡単に言い換えてしまうのではなく，ゆっくりとその言葉に向き合いなが

ら，その子どもの発言がうまく伝わるように，手助けをするようになるのである。

　佐藤（2010）によると，教室での「学び」には対話的実践が含まれている。佐藤は，この対

話は，対象世界との対話，他者との対話，自分自身との対話の３つからなるとしている。対話

は，その相手と向き合い，相手のことを尊重しなければ成立しないものである。エピソード３

の頃に見られたKくんの姿は，相手と向き合うという他者との対話の姿であり，こうしたかか

わり方をすることによって，Kくんはもちろんのこと，うまく話せなかった子どもたちも，

Kくんとの対話に巻き込まれているのである。そして，Kくんの手助けによって，発言してい

る子どもの意見が聴き取りやすくなると，他の子どもたちも少しずつその子どもの言葉に質問

をしたり，意見を言ったりするようになる。こうして，Kくんが始めた対話の輪がグループに

広がっていったのである。

　エピソード３の頃，最も大きく変わったのは，他の子どもの意見を聴くときのKくんの表情

や仕草である。それまでは，他の子どもの意見が終わるのをただ待っていたKくんだが，この

頃になると，楽しそうに他の子どもの意見を聴き，夢中になる姿も見られるようになる。こう

したKくんの様子からは，エピソード１や２の頃には見られなかった楽しさや集中の仕方が感

じ取られ，「他の子どもの意見も聴きたい」，「自分と違う意見を聴くことは楽しい」と心底感

じているということがうかがわれる。それに伴い，自分と他の子どもの意見が異なるときは，

相手をただ否定してしまうのではなく，それを自身の意見とうまく繋げたり，比較したり，相

手に繋げてもらったりするようになり，難しそうな，しかし真剣な表情で黙り込むという姿も

見られるようになった。また，そうして出来上がったグループの意見を，自分ではなく，グルー

プの他の子どもが，全体に発表する場面でも，温かい表情で見守ることができるようになって
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いく。さらに，Kくんは，他の子どもの発言の手助けの仕方も変化させていく。初めは，Kく

んが，発言が苦手な子どもの足りない言葉をうまく伝わるように補っていたが，Kくん自身が，

より細かく教科書や資料集等を見るようになり，発言している子どもの言葉を直接補う必要が

ない場合でも，Kくんが教科書や資料集等とうまく繋げるような発言をすることによって，聴

いている子どもたちが発言と資料を繋げられるような手助けもするようになる。それまでのK

くんは，自身のすごい発見を聴いてほしいという思いが強く，その一点に固執してしまうこと

もあったため，話し合う際，教科書等は机の一部と化しており，ページをめくることすらまれ

であった。しかし，エピソード３の頃には，他の子どもたちの発言を聴きながら，そのシーン

を探す等のKくんの行動も多く見られるようになった。

　エピソード３の頃から，Kくんが他の子どもたちに発表を促すとき，本当に相手の意見を聴

くのが楽しみだという雰囲気が感じられるようになっていく。また，他の子どもの意見を，相

手の言葉をできるだけ活かして補ったり（対象世界との対話），自身の意見を繋げたりという

ことを続けるうちに，それまではできなかった他者の意見を正確に聴き取ること（他者との対

話）や，自身の意見を柔軟に作り替えていくこと（自身との対話）ができるようになる。それ

に伴い，心地よい充実感と疲労感を覚えていたのである。この頃のKくんにとって，「授業に

参加するということ」は，「自身の意見や他者の意見の交流を通して学ぶ楽しさを感じること」

であったと考えられる。そして，こうした学びは，Kくんが，周りの子どもたちの意見を聴き，

他の子どもたちと学ぶ楽しさを覚えながら，それまでには感じ取れなかった，自身の意見の深

まりや高揚感を覚えていく中で生まれてきたものなのである。

６－２．他の子どもたちの変化

　２つ目の視点は，エピソードから見えてくる「他の子どもたちの変化」である。

　エピソード１の頃，話が苦手で，自身の意見に自信を持てない子どもたちは，Kくんのよう

な子どもたちの意見を黙って聞き流し，「自分には関係ない」という表情で天井を見上げたり，

じっと下を向いて固まったりしたまま，その時間をやり過ごすということも少なくなかった。

そして，誰かに意見を出すよう促されても，困惑したり，迷惑そうにしたりと，そっとしてお

いてほしいという雰囲気が滲み出ていた。

　エピソード２の頃になると，周りの子どもたちも少しずつ，口を開くようになる。グループ

活動を成立させようとするKくんに応えようとするかのように，周りの子どもたちが「分から

ない」と伝えたり，意見を出したりするようになったことが印象的であった。まだ全体での発

表はうまくできない子どもたちも，Kくんのような学び合いを成立させようとする子どもたち

から意見を出すように促され，グループ内でぽつりぽつりと発言をするようになってきてい

た。しかし，エピソード２の頃は，自身の考えより，よりはっきりとした他者の意見に同調す

る傾向があり，「分からない」とは言うものの，「分からない」と伝えることだけで満足してし

まい，説明にしっかりと納得できたかまでは伝えないことが多かった。

　エピソード３の頃には，発言が苦手な子どもたちでも，周りの子どもたちの力を借りながら，

とつとつと，しかしはっきりと自分の意見を伝えようとする姿も見せ始める。こうした変化に

伴い，直接意見を出さずとも，他の子どもたちの意見に反応する等して，グループ活動に参加

する子どもたちが増え，授業が全員に開かれた印象になっていった。ほとんどの子どもたち

が，授業は自分も参加する場であるという意識を持ったようだ。分からないままでやり過ごし
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てしまう姿や，意見を出しても聴いてもらえないからと諦めてしまう姿は減っていった。ま

た，こうした変化と共に，教室のいたるところで，温かな笑いが起こり，子どもたちの表情が

明るくなったことも印象的であった。

６－３．学びに向かう姿とは

　Kくんの変化は，発言回数が減った上に，自身の意見にこだわらなくなったため，見ように

よっては，消極的になったともとられかねないものである。また，あまりにもグループ活動に

熱が入りすぎ，授業中に課題が終わらなくなってしまうこともあったため，それまでいつも授

業中に終わらせられていたことを終わらせることができなくなったようにも見える。

　しかし，Kくんは授業への参加の仕方を変化させているのであり，こうした授業や自身の変

化を彼自身が「楽しい」と誇らしげに語る等，肯定的に捉えていたということが重要である。

「学び」がよりよく生きることである以上，自身の変化を肯定的に捉える姿は，まさに学んで

いることを感じている姿の現れといえる。

　Kくんの考えは，自身の考えを他の子どもたちの考えと繋げるようになってから，１人では

考えつかないようなものへも広がり，深まっている。これは，ヴィゴツキー（2001）の発達の

最近接領域の考え方とも繋がっているだろう。ヴィゴツキーは，学習には他者の手を借りず自

力で到達できる水準と他者と共同して到達できる水準とがあり，その差が発達の最近接領域を

決定するとしている。他の子どもたちの話を正確に伝えようとするかかわり方は，相手の話を

丁寧に聴き取り，状況と照らし合わせて補うという高度な作業である。こうしたかかわり方

は，授業における対象世界や他者との対話を深めていただけでなく，自身の意見との比較検討

を通して，自身との対話をも促し，Kくんの思考を深めていった。対象世界との対話はエピ

ソード１の頃から多少なりともしていたかもしれないKくんだが，自身の意見に固執するあま

り，他者や自身との対話がないがしろになっていたのではないかと考えられる。他者との対話

を通して，自身の意見や他の子どもたちとの接し方を振り返り，自身との対話がより深まって

いることは，注目に値する。それは，Kくんの思考の深まりが，まさに共同によって，得られ

たものであるということを示していると同時に，彼が他の子どもたちに力を貸し，他の子ども

たちから力を借りながら学んでいたことを示しているともいえる。

　こうした授業への参加のあり方を，Kくんが「疲れるが楽しい」と表現していることや，周

りの子どもたちの雰囲気の変化から，Kくんにとっても周りの子どもたちにとっても，授業が

楽しい時間に変化してきていることが感じられた。Kくんにとって，他の子どもたちと意見を

繋げたり補ったりすることは，頭を使い難しい問題に立ち向かうことであり，自身が楽しいこ

とを選び，納得し，深めていくことであるから，学びの深まりと子どもたちの感じていた授業

の楽しさは，無関係ではないといえる。こうした学びの深まりや，それを楽しむ姿が，子ども

が学びに向かう姿の一つとして現れるのも，子どもたち自身がよりよく生きていることに繋

がっている実感によるものなのかもしれない。

　また，Kくんがかかわり方を変えた頃から，他の子どもたちも変化していった。グループ活

動で，以前は自信がなさそうにもじもじと下を向いたまま話していた子どもたちが多かった。

しかし，エピソード３の頃になると，自信がないときでも，Kくんが頷いたり，聴いてくれて

いることを確認するかのようにKくんの顔を見ながら，発言するようになったことも印象的で

あった。
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　田中（2013）は，ある教師とのかかわりによる子どもの変化について次のように述べている。

その子どもは，自身の感情に対して大人の適切な応答がなかったことや自身の身体を通して

快・不快等を体験してこなかったことから，自身が何をしたいか等がよく分からなかった。そ

の後，様々な経験をしながら，「先生は○○したと言う‐ぼくも○○したと思う」という「対」

の表現と思考を獲得していく。田中はこの「対」の表現と思考に注目し，こうした思考が，１

年前の自分と現在の自分とを比較し，持続しながら変化・成長している自分を感じ，意識する

という自己感覚を育てたと述べている。

　Kくんや子どもたちがお互いの意見を繋げるときに行われていた会話には，「○○って言っ

たでしょ？ Kは，××って思うんだけど。」というように，完全ではないものの，対の表現が

使われている。こうした表現とともに，Kくんも，自身の意見や他者の意見と，何が同じで何

が違うか，２つの意見をどう繋げたかを説明することが多くなっていく。そして，そうした発

言を始めた頃から，Kくんだけでなく，他の子どもたちも，自身の成長等を，「最近，前より

〇〇が分かるようになった。」というように，以前の自身と比較して，語るようになっていく。

それまでは，「○○は苦手だもん，ずっと。」や，「○○は前から得意。」のように，以前の自身

との比較は，ずっと変わらないことを表現するときに限定して使われていた。エピソード３の

頃になると以前と変わっていく自分について語ることがクラスの中の語りとして増え，それを

楽しそうに，誇らしげに語るようになった。このことが，田中（2013）のいう自己感覚の育ち

の現れと捉えられる。

　仮に，Kくんがどんなに接し方を変えても周りが応えてくれないのでは意見の交流は起こら

なかったことを考えると，この自己感覚の育ちは，子どもたち同士や教師とのやり取りの中で，

子どもたち自身の変化が繋がって起こったものと考えられる。また，Kくんが他の子どもたち

との対話を深めることによって，自身との対話も深めていったことも注目すべき点である。

　佐伯（1995）は，分かることは，分かることであると同時に，分からないことへ向けてそれ

も分かり得ると確信して挑戦する力をくれると述べている。このクラスに置き換えてみるなら

ば，共に分かるという経験をすれば，次も共に分かり得るという確信をもって挑戦する力を与

えてくれるということである。それは，子どもたちにとって，次も一緒に頑張りたいという思

いや，次もきっと楽しくなるといった期待感となり，次の学びに共に挑戦したいという雰囲気

に繋がる。

　このように，子どもが学びに向かう姿は，他の子どもたちと共にいるから起こり，他の子ど

もたちにも連鎖し，自身のできていたことをより深め，できていなかったことに挑戦するよう

に働き，子どもたちを育てていくのではないだろうか。

　庄井（2004）は，『ゲド戦記』（ル・グウィン，2000）の引用をしながら，「『この草は何に使

える（なんの役に立つ）』というゲドの問いは，現代の日本を生きる私たちの悲しい問い
4 4 4 4 4

のよ

うに思えました。そして，わたしたちは，そのように問うことに慣れてしまい，『ものの真（ま

こと）の名』（そのまるごとの存在）を知ることを忘れているのではないかと思いました。」

（p. 44）と述べている。こうした経験から子どもたちには，人間には多様性があるが，自身の

多様性のある面だけを自分であると思い，他の面を認められず，自身の一部が乖離することに

対する不安があることについて述べている。そしてその原因は，人材優先社会において，価値

の高い自分ばかりを求められることにあると述べている。

　Kくんは，周りの人が彼に望む役割に敏感な子どもであり，そんな自分に，気付かぬ間に，
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疲れ切ってしまうといった姿も見られた子どもである。エピソード１と２の頃，Kくんの授業

中の様子はとても積極的であるものの，少し攻撃的と感じられるものであったが，それ以外で

は別人のように楽しそうにしていたり，穏やかに過ごしていたりする子であるという違いが

あった。エピソード３の頃は，楽しそうに，穏やかに授業に参加しており，授業中と他の時間

の姿に大きな差が見られないようになった。

　エピソード１と２の頃，Kくんはムードメーカーであるときも，授業中発言するときも，ど

こか鬼気迫るような，無理矢理盛り上げようとしているような雰囲気が感じられた。Kくんは，

誰かにムードメーカーであることを求められれば，無意識に従ってしまうような面があり，発

言のない静かな教室が苦手なことも相まって，その雰囲気をなんとかしなければならないとい

う強迫観念のような気持ちがあったのではないかと思われる。しかし，エピソード３のKくん

は，自然に，楽しそうにしていた。この頃のKくんの楽しさは，Kくん本人から沸き起こる素

直な感情であり，誰かに楽しそうにしていてほしいと言われたことを察したから何とか自分を

奮い立たせているといったものではなかった。そして，Kくんは，エピソード３の頃には，授

業の内容ではなく，授業自体に対して，「楽しい」等の発言をするようになったり，真剣なが

らも楽しそうにしている姿がよく見られるようになるが，それ以前にこうした発言や様子はほ

とんど見られることがなかった。こうしたKくんの発言や様子からは，周りから求められてい

るグループ活動や授業を盛り上げる自分でいるときには感じることができなかった楽しさや満

足感をエピソード３の頃には感じていると捉えることができる。

　これらのエピソードで見てきたKくんのように，他の子どもたちとの相互作用の中で，授業

に参加する意味を変化させていく姿や，こうしたKくんの変化と重なり合うように他の子ども

たちも変化していく姿は，子どもたちの学びを考える上で，重要な意味を持っている。Kくん

にとって，授業に参加することは，誰よりも多く発言をしたり，グループ活動が途切れないよ

うに働きかけたり，おどけた言動で授業を盛り上げたりすることから，誰かと共に学ぶ楽しさ

や喜びを感じながら授業に参加することへと変化していく。他の子どもたちと共にあるからこ

そ感じ取ることのできるKくんの楽しさや喜びは，次の学びへの期待感に繋がると共に，思考

の深まりにも繋がっている。これらは，子どもが学びに向かう姿の一つの現れであると言える

だろう。

　本節では，３つのエピソードをもとに，Kくんと周りの子どもたちの変化を考察し，学びに

向かう姿がどのようなものかを示した。

　Kくんから見て取った学びに向かう姿は，Kくんにとっての授業に参加する意味を変化させ

ていく姿や，それに呼応するように他の子どもたちも変化していく姿として現れていた。また，

それに付随して，現れた自身の変化を肯定的に捉える姿や，学びの深まりやそれを楽しみ喜ぶ

姿が見られ，次へと挑戦する姿へと繋がっていたことも注目に値する。

７．エピソードから描く授業研究の意義

　本節では，先に示したエピソードを描くために子どもたちと共にいたことによって生まれ，

エピソードを描き，考察したことによって見えてきた本論文の４つの意義をまとめる。
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７－１．ありふれた日常の中から子どもの学びを見つける意義

　本論文の目的は，「子どもが学びに向かう姿」とはどのように現れるのかを子どもの姿その

ものから捉え直すことであった。「子どもが学びに向かう姿」が実際の授業の中で，どのよう

に現れているかは，子どもたちの姿をエピソードで描き，その考察をすることにより，表現で

きたと考えている。これらのエピソードと考察によって，日常のありふれた生活の中で，子ど

もたちが学びの中を生きている姿が現前する可能性があると示すことができたことがこの研究

の意義の１つ目である。

　前述したとおり，こうした変化は見えにくいものであるため，見逃されやすい。しかし，こ

うした研究を重ねていくことによって，子どもたちが学ぶ瞬間がありふれた生活の中で現れ得

ることがより広く認識されれば，子どもたちが「今日も楽しい学びを経験できるかもしれない」

という期待をもって授業に参加することや，教師たちが「今日も子どもたちが学ぶ瞬間がある

かもしれない」という想いをもって子どもたちを見ることに繋がり，子どもたちも教師も，よ

り期待感や肯定感を伴った授業に参加する態度へと変わっていく可能性がある。

７－２．子どもたちの学ぶ瞬間を描き出す意義

　本論文のエピソードは，前述したように，その場ではっきりと変化に気付いたために記録し

たものではない。子どもたちと共に過ごし，エピソードが浮かび上がる中で，そのエピソード

を並べて初めて捉えることができた変化なのである。こうした子どもたちの小さな変化や当た

り前のように思われて見過ごされてしまうような姿をありのままに描くことができるという研

究方法論を採用し，実際に描出した点が，この研究の意義の２つ目である。

　子どもたちの学びに注目する研究は，これまでにも行われてきた。例えば，前述した「社会

科の初志をつらぬく会」の授業研究もそうである。子どもたちと教師の発言に加え，子どもた

ちの作品，抽出児を選んだ理由と抽出児に対するその単元での願い等も詳細に記述されている

ことに加え，本来のT‐C型の授業記録では捨象されてしまう発言していない子についても，

教師の反省等からその様子をうかがい知ることができる場合もある。また，その授業につい

て，他の教師からの批評があることから，子どもたちの様子や授業を複眼的に検討することも

できる。

　こうした研究では，子どもたちがその授業までにどのような学びの軌跡をたどり，その軌跡

を知る教師が，この授業において，どのような成長を願っているかや，実際に子どもたちがど

のような思考の変容を経て学んでいったのかを知ることができるし，子どもたちの学びにその

授業がどのように影響があったかを知ることができるため，子どもたちの学びがどのようなも

のかを考える手掛かりとなることは間違いない。しかし，こうした研究は，子どもたちの学び

を，思考の変容といった学びの軌跡に焦点化して検討しており，子どもが学ぶ姿といった瞬間

を捉えるものではない。

　子どもたちの学びに注目する教師たちが授業について語る授業研究や授業記録，授業の事後

検討会等では，子どもたちの様子が多く語られる。教師たちは子どもたちが学んだ瞬間を捉え

ており，そこから子どもたちや授業が変化していった様子等も語られる。例えば，「社会科の

初志をつらぬく会」の授業記録では，教師の反省の部分がこの役割を担っているし，斎藤

（1969）の中でも子どもの様子は語られている。こうしたことから，教師たちにとって，子ど
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もたちの学ぶ瞬間を捉えることは，重要であると考えられるが，子どもたちの学ぶ瞬間を，描

き出そうという研究はほとんどない。今回はKくんという１人の子どもの学ぶ姿を捉えたもの

であり，誰もがKくんと同じような姿を現すわけではないが，こうした研究を積み重ねること

によって，子どもたちの実際の姿から子どもたちの学びを捉える具体的なイメージが膨らんで

いけば，子どもたちの学ぶ瞬間に教師たちが敏感になり，授業改善に役立つかもしれない。

７－３．子どもたちの学びを捉え，伝える意義

　子どもたちの事実から見える価値を見出し，それを子どもたちに伝えることができるという

ことがこの研究の３つ目の意義である。私は，子どものたちの学ぶ姿を捉えながら，子どもた

ちにまなざしを向け続けていた。こうしたまなざしによって，子どもたちに，彼等の学びを肯

定的に受け取っていることを伝えていたことに大きな意味があったと考えている。

　佐伯（2001）は，大人は，子どもを価値中立的に観察することはなく，子どもに対し願いを

もって見ており，子どもたちはそうしたまなざしに囲まれ，生まれたときから浸っていると指

摘している。子どもたちは，そうしたまなざしに「応えよう」，「取り入れよう」とし，その子

どもが「取り入れ」を「見せ」，それを大人が「見て取る」ときに，立ち現れるのが発達であ

ると述べている。

　まなざしをこのように捉えると，子どもたちにとって，周りがどのようなまなざしを向けて

いるかということは，そのまま子どもたちに周りの期待や希望を伝えるものとなり得るので，

非常に重要な問題である。そうだとするならば，子どもたちがのびのびと学ぶことができるよ

うに，子どもたちが生きている日常の中で表現する，自然に学んでいる姿を，子どもたちが表

現している通りに，捉えようとする視点をもつことが重要である。こうした視点は，子どもた

ちにとって，「今のあなたの学びを，そのまましっかりと認めている」といった肯定的なまな

ざしとして映り，安心して学びに参加できる空間を作ることへと繋がるだろう。また，こうし

た経験を重ねることが，子どもたちが「意識していなかったが，実はしっかりと学んでいたの

だ」と気付くことや，「自分は授業の参加者だ」という感覚を身に付けることへと繋がり得る

のではないだろうか。

７－４．観察者がもたらす他者としての視点の意義

　この研究は，実践主体ではない観察者が行ったものである。子どもに注目した優れた授業研

究はこれまでにも存在したが，その論文化はごく一部の実践者によってしか行われておらず，

研究者が長期の参与観察を行ったものはほとんどない。しかし，実践者と観察者には，視点の

違いが大きく３つ存在するだろう。１つ目は，子ども全員に意識を向けるかどうかという点で

あり，２つ目は，単元の目標の達成等に縛られるかという点である。この２つは，実践者は意

識することが多いものだが，観察者には必ずしも必要ではないものであるため，授業を行いな

がらでは感じ取ることができない視点といえるだろう。そして３つ目は，観察者が必ず実践者

とは異なる他者の視点であるということである。実践者にとっては当たり前になって見えてい

ない事実が，他者の目を通すことによって意味づけられる可能性がある。

こうした３つの視点の違いにより，それまで捨象されてきた授業における事実や可能性が発見

され得ることが４つ目の意義である。
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８．本論文の残された課題

　本論文には，課題が３つ残されている。

　本論文は，１人の子どもの姿から子どもが学びに向かうとはどういうことかを描き出そうと

した。しかし，１人の子どもの変化とその子どもと直接関わった子どもたちの変化にのみ焦点

化した内容となっていたため，クラスの変化を詳細に記述することができなかった。他の子ど

もたち一人ひとりの変化をより詳細に分析し，繋げることで，クラス全体の変化をより詳しく

描き出すことができるのではないかと考えている。それを１つ目の残された課題としたい。

　また，本論文では，長い時間をかけて見られる変化に焦点を当てた。しかし，あるクラスに

長くかかわっていなくても，子どもたちが学びに向かう瞬間に偶然に出会い，実際に子どもた

ちが学んでいると感じ取ることができたこともある。今後は，このクラス以外の場でも学びに

向かう姿を描き出すことで，長期間と瞬間の学びの見え方の違いなどにも目を向けながら，子

どもたちが学びに向かうとはどういうことかを考えたい。これが２つ目の残された課題である。

　最後に，本論文では，学習観や授業研究の変遷にはあまり触れなかった。こうした研究が授

業研究においてどのように位置づくのかについても考えたい。これが３つ目の残された課題で

ある。

注

１ 本論文は，エピソード記述という方法論を採用している。エピソード記述は，人と人が関わる場である接

面で感じ取ることができる事実をありのままに描き出すことを目的としている。本論文では，「観察者」で

あり「著者」である「私」が，子どもたちと共に生き，その場で間主観的に感じ取ったことをエピソード

記述で考察することによって，「子どもたちの学びに向かう姿」を描き出すことを目的としている。こうし

た論文の性質から，その場で共に生きる１人の主体である「私」としてその場に存在していたため，「著者」

や「観察者」ではなく，「私」という表現を使用する。

２ 現象学的な方法論については，ジオルジ（2013），小林・西（2015），鯨岡（2005，2012，2013），松葉・西

村（2014）を参考にした。

３ 本論文で示した授業記録は，社会科の初志をつらぬく会（1970，1974），社会科の初志をつらぬく会編

（1992）を参考にした。

４ T-C型の授業記録とは，プロトコル分析による授業分析の際に使われる授業記録のことである。授業の録

音・録画等をもとに，授業における教師（Teacher：Tと書かれる），子どもたち（Children：Cと書かれる）

の発言を時間・活動の様子等と共に書き記す。しかし子どもたちや教師の発言を正確に表現できるが，発

言していない子どもたちは記録に表れない。

５ エピソード記述においては，その了解可能性を得るためにも，他者にエピソードを聴いてもらい，共に吟

味することも必要であるとされている（鯨岡，2005）。このエピソードに関しては，2016年11月13日，12月

11日の「北海道臨床教育学会・学校教育リフレクション部会」において発表し，吟味の場を得た。

６ 本論文は，鯨岡のエピソード記述の方法論を採用しているが，すべて厳密に従ったわけではない。

７ 子どもたちは，私が子どもたちの学ぶ姿を研究するために学級に来ているということを承知していた。ま

た，その際，子どもたちの中でも，特定の誰かの姿を匿名にし，論文等に載せる可能性があることも説明
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した。子どもたちは，論文を長い作文のようなものと捉えていたようだ。子どもたちは自分たちの姿が論

文等になり，他者の目に触れる可能性があることを理解・承諾しており，「（論文に）載るかもしれないの

かぁ」等と発言することもあった。

８ 本論文では，Kくんに注目するため，エピソードをKくん中心に描き直している。しかし，他の子どもを

中心に据える場合には，表現が異なる場合があり得る。

９ 今田（2016）では，１つの授業における，様々な子どもたちの姿に注目し，その単元の内容に触れながら，

１つの授業の中で，子どもたちが学びに向かう姿とはどのように現れるのかを検討した。子どもたちが１

つの授業の中で，知識や考えをぶつけ合いながら自身の考えや知識を深めていく様子や，そうした成長を

喜ぶ姿，そしてこうした学びを支えるために，感情に素直でいられることの重要性についてまとめた。なお，

今田（2016）論文において，A ～ Jという子どもたちの仮名を使用したため，本論文では，名前が重なら

ないようにKくんという仮名を使用した。
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A research of the appearances of a child who is learning: 

focusing on the changes of one child
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Abstract

This research attempts to grasp the appearances of a child who is learning by focusing on his 

changes to explore how a child learns.

I participated in a class of a public elementary school for almost 2 years, and observed the 

children who were learning. Three episodes described in this paper were all taken from my actual 

experiences.  In these episodes I focused on a boy named K who was in 5th grade.

I used Episode Description as a research methodology to sense the appearances of K 

intersubjectively and to grasp his learning.

K changed the way to deal with his own opinions and others through the experiences of 

learning with other children and changed his attitude toward learning. It seems that he changed 

from active to passive in learning at a first glance. But from his expressions and utterances, we 

can acknowledge the deepening of his learning as well as his joy for learning. It is one example 

of how a child changes the meaning of his participation in class.

The changes were found not only in K but also in other children. They changed their attitude 

to interact with K and to express their opinions. They influenced each other and changed little 

by little.

It can be said that the significance of this research is that it was able to capture the concrete 

appearances of a child who is learning from his actual gestures and small changes by using 

Episode Description.


