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説 念 講 演

『
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                         田
                                    章 先 生

この記録は 当日の御講演を 先生のご了解のもとに録音し、

事務局が書き起したものです。



第二回全国教材rlj用研究大会 記念講演

「 楽 しく確 かな授業 とは Pと 問われて

講師 東京大学教授 吉 圏 章 宏

今日か話しするようにと,「 楽 L′ く確かな授業 とは」という題を与えられましたも しかし,慕 .は「 楽

L/く 確かな授業とは ?と 問われて
_」 という題でお話し申し上げたいと思います。

瀬田先生により・ますと,授業で,学習者にとっては楽しい授業を受けるということ,教師にとっては

確かな手ごたえのある授業を実践するということ, このことが大事なことである,こ れが楽しく確かな

授業だ,と いうご趣旨のようです。私はいろいろ考えたのですが,「 楽 t´′く確かな授業とは ?と 問われ

て Jと いう題で話し′をさせていただこうと思います。

この題で私が今まで考えてきたことを関連 して中しますと,順に3-―えてh〈 とすれば,一つには,授

業とはどういうことなのか,それから,子どもにとって楽 しい授業とはどういうことなのか,教師にと

って確かな手ごたえのあるとはどういうことなのか,そ し′て,そ うt^う ことをふまス_て ,楽 しく確かな

授業とは ?と 問われた時,私としてはどのようなことが考ぇられるか。結局,授業というのは,亥t々 そ

の時々の現在というものに生きるせfい うことだと私は考ているわけです。そういうことについて少しか

話 L′ ヒ′て,そ して時間のあるかざり,具体的な事例についてコメントを加々́ながらお話 しt′ て,全体の

まとめをするということに t/た いと思います。

授業とはなんだろうか。これは私自身が小学校などて,みなさんとおなじように,子どものときには

授業を受けてきたわけです。私は学生時代が長かったものですから,そ ういう意味では,授業を受けて

きた時間も長かったわけです。また私は教育について研究するとt全 うことで授業とt/3う ことを学んで来

まし′た。初めは,かならずしも授業 ということではなくて教える. とか学ぶ, とい

'こ
とを研究し,70

年頃から12ミ′13年,斎藤喜博とい う先生のグループに加わって,授業について学び,そ ιノてまた
,

その後もつ一度,自 分自身を確め,授業について考えるということをしてまいりました。そういう意味

では,授業は与えられた題ではありますが,私にとっては,今までの研究の中′心的な課題になってをた

し,こ れからも追求 していきたいと思っていることがらなのです。

授業とはなにかと,問われた時,私 歴史の中でもいろいろな時期がありまして,心理学を学え′だり,

あるいは情報科学と呼ばれるような,現在では,認知心理学とか認知科学と呼ばれるようなものに規じ

んだり,それぞれの時期に,それぞれのものに親 ヒィスノで,いろいろな考え方があるということを学んで

きたわけてするここでご紹介は [′ ませんが,例えば,ア メリカで
｀
Models of Teaching"「 教える

ことのモデル」という本が出てt/1る のですが, そのItFは アメリカに 20い くつのグループルlあ って
,

Ｉ

Ｊ



それぞれのグループが教え方について,「 教えるということはこういうことである」という考えをそれ

ぞれがまとめ,かつ具体的な教え方というものを,いろいろ考案 している, というこ.と が見られます。

例えば「 (教えるということは )情報伝達,情報処理能力をつけることだ Jと いう言い方をされること

もあるし,「 行動を変容させるのだ」ということを「言われることもあるし,あ るいは「 それぞれの自己

を発達させるのだ,開発するのだ,解放するのだ Jと いうようなことを言われることもあるし,いろい

ろなグループがあり:いろいろな考え方があるわけです。

私自身は,私自身の歴史からしぜんに,現在47D自 分の考えに至っているわけです。私は 10年程前か

ら,現象学というものを学ぶようになりました。これにはある必然性があったわけなのですが,み なさ

んは,おそらくあまり現象学と膝う名前に親 しみをもっていらっしゃらなし■かもしれません。きっかけ

のか話しだけを申し上げようと思いますが,神谷美恵子という精神医学の先生がいら,じ ゃって, ごく

最近か亡 〈なりになりました。広く読まれている本では,夕Jえ ば,「 生きが
で

に?いて
ぉ夕

いう本が ,

みすず書房から出されてかります。この話 t′ も長くするつもりはありませんが,関心をお持ちになった

らぜひ読スノでいただきたいと思う本です。著作集がありまして,その本を私の大学で勧めましたら,た

い´ヽ、ん感性にふれるところがあって,私がたどったのとちょうど同じように現象学に興味を持 った,と

いう学生さんがいら,じ ゃいました。

先生方にとって,現象学といったものはどうでもよいとして, もしこの本は,例えば,教師として生

きるということの意味,子 どもたちが本当に充実した生きがいを持って生きるということは,ど ういう

ことなのだろうか,そ うした生き方を子どもたちに可能にするには,教師としての自分はどういうこと

をしたらよいだろうか,と いうようなことを考えさせてくオlる本ではないだろうかと思います。私自身

はこの本を読スィで,い ろいろなことを考えるようになり,授業について,・また教師として生なること,

研究者として生 きることの意味を考えるようになったわけです。ただ,今 日はそういったことについて

お話 tノ するのが主題ではないので,授業についてのか話しに移っていきたいと思います。

私の授業につねての考え方は,あ る時期に書t/2た ものの中にありますが,今 もだいたいそれでいいの

ではないか,と 思っていますょそれについてお話ししながら,少 しずつ説明していきたレヽと思います。

「 授業は教材の世界と,教師の世界と,子 どもたち一人一人の世界との,三つの緊張関係,対決と交流

の中に成立する。教材の世界とは,基本的には科学,芸術の世界であり,それは科学者,芸術家の世界

でもある。それはまた, よりす般的には諸 の々人間たちの世界でもある。また教材中に登場する,すな

わち教材の世界に登場する人間たちの世界でもある。授業では教師の世界と,子 どもたちの世界とが,

教材の世界とそれそれの出合いを媒介として出合う。教師の世界の中に,位置付けられた教材の世界と,

子どもたちの世界の中に,位置付けられた教材の世界,そ こに一つの物事についての多様な理解,解釈

が生まれる。そ L´ て,そ・の多様な理解,解釈を契機として互いの世界の出合い,対決と交流が生まれ
,



緊張関係が生まれ,その結果として,教師と子 どもたちそれぞれの世界が豊かになっていく.こ こでい

う出合いとは,自 らの世界とは異なる世界,異質な世界との出合いである。その出合いは,一つの物事

がそれぞれの世界において,異 なった現われを示し,異なった意味を持つということを契機にして起こ

る。互いに異質な世界の出合いであるがゆえに
"理解,解釈 も時間の流れの中での対決と交流が生じ,

衝突や葛藤が生じる。そこから,さ らに新しいIr_解 ,解釈が生まれて〈る。そのことを通じて,子 ども

たちがそれぞれの古い世界から,新 しい世界へと移り行 く,と いうことが起ってくる。それぞれの子ど

もの世界が,それとともに教師の世界も,ま た豊かに,新鮮になって くる。これが授業という仕事であ

る。 」少し省略 しましたが,私の考え方|ま このようなものです。

このような考え方に至るまでに,先ほどお話 しじましたように,長い私自身の経過があるわけですが ,

それは省略します。重要な考え方の一つは,私たちは教師であるとか,あ るth4は ,学校にきている子ど

もであるとか,そ ういうことの中に, もっと基本の前提として,一人一人の人間としてそれぞれが生き

ていて,これから一生,生 もていくのだ, ということ。そ して,それぞれの人がそれぞれの歴史なり,

生きている世界とい うものを持っている。そういうことがあるのだということです。このことをついつ

ぃ忘れがちになってしまって,役害Jと 役害1,つ まり教師とヒ́ての役害1,学校にきている子どもとしての

役害1,その限りでのその人,と いうような限られた交わり,限 られた関わりといったものに限定されて

しまう。そういうことが起こりがちなのではないかと思うわけです。

授業の中で,例えば先生として,教師として教えること,あ る決まったことがあり,それを,子 ども

はただそれを習得すればよい, これ も一つの考え方でしょうし,それから教えることが決まっていて
,

なにしろ子どもに分りやすく教えられて,その子どもがそれをできるようになる。これが授業なんだ。

それもそうだと思うのですが, しか し授業の中で起こっていることはなにかということを考えますと,

それだけのことではないということも,ま た無視できないことであると思うのです。実際に授業の中で

起こってt/● ることを,全体の視野の中に入れながら,教師とし,て なにができるか,と いうことを考えた

時に,授業の中で起こっていることは,決 して教師の意図 したことだけではない,と いうことも一つ分

かってきます。それとともに, どうL″ てそういうふうな意図 したことだけではないことが起こってくる

つかと松うと,一一人一人の子どもがみんな違 うし,私 も一人の人間として,ま た子どもたちとは違う世

界を持っている。このことがその前提 lrCあ るということに気がつきます。

こうしたことは授業にとってはぜんぜん,関わりのないことだと考えている限りでは,そ ういうこと

について考ぇる必要はないわけですが,実は授業においても,そのことが極めて重要な意味をもってく

る,と いうことがあると思、うのです。そのことは,最 も具体的にはなにかを学鋳iと きに,あ る同じ物を

みてもみんな違 うように考ぇ,違 うように感じるということです。それではその違いというのは,一体

どこから〈るのだろうか。先生 としては気がつかないこともあるわけです。一人一ノ、の子どもがどんな



ふうに違うようにとら資_ているかということ|〔 気がつかないことも, もちろんあります。それから気
"1

ついても,そのことを無視 して,な んとか して教えょうとか,で きるよう17C t′ ようとかいう努力をする

ことも,も ちろんあります。 しかしそういうふつ|〔 したとしても,な かかつ,一人一人の子どもが違 う

とらえ方をし,それぞれの子どもらしいユニークな仕方でもって物事をとらえている。そ ういうことが

起 こっているということは否定することはできないわけです。

そうだとすると,む しろ授業について本当によくわからていく為には,一人一′への子どもが違 うとら

え方を t′ て,に もかかわらず,あ る仕方で先生の問題のとらえ方と触れあうところがあって,そ して触

れあう結果,あ るいは子どもどうしが触れあう結果,お互いになんらかの新 し′い,こ れ̀ま でになかった

問題のとらえ方,あ るいはものの理解の仕方,も のの見え方というものが,授業を通 してできあがって

くる。そういうプロセス,そのフ'ロ セスをどのように,教師として,も う一度全体を見透 しなが ら組織

|′ていくか。 これが教師の仕事なんだ,それが授業なんだ,そ う考えるわけなスノです。

子ども一人一人が違うということ,こ のこと|【 ついて話 L′ だせば,|そオlだけできりがないと思うので

すが,例えばみなさんの則から考えてみ資すと,同窓会というものがあります。同窓会があって,集ま

って,か っての先生に教えられたこんなことというようなことを,い っしょに思い出して話しをするよ

うな時に,あ の時,自 分はこんなふうに受けとっていた,あの時,私はこのように受けとっていた,と

いうような話しがでた時に,お互いの受けとシ方がどんなふうに違うかということに気がついて,あ る

距離をもっていますから,それが面白いと感じたり,おかしく感じたりするというようなことを経験さ

れることは, よくあることだと思います。子どもの時には,そのことについては特に,自 覚的にとらえ

ているわけではないのですが: しかし,実際 |■ はそういうことが起と,ているわけです。あるいは,授

業の中ではなくても,例えば先生について,あ る先生についてどんな思いを持っているのか,と いうの

力ヽそれぞね́違う, ということももちろんあZ)わ けです。

人事なことは,一人一人の子どもが,一人一人違うのだし,それぞれが背景を持っている,歴史を持

っているとlr4う ことです。その背景というのは,その子どもがこれまでどんな育ち方をしてきているか ,

どス腋 家庭で育 ってきたか,家庭の中ではどんな話しをしているか,あ るいは兄弟がいるのか,いない

のかっいろいろなことカミ数 としてではなく,そ の子どもの具体的な生活として,それぞわ違 うのだとい

うこと。そ して,そのように違うことが最も具体的に現われてくるのは,あ ることをする時,例えば国

語の作品を読んだ り,数学の問題を解いてみるといった時,その時に考えることが一人一人違 うという

ことにおいてです。その違いというのは,そ ″_それの子どもの持って杯る世界の違い, ということもで

きるし,その子どもの持っている壼史の違い, ということもできるわけです。

生きている世界が違うということは,そ のノ、,一人一人の私というものが違 うということだと思うの

です。次にお話 し′するのは,そのことと,教材というものについて考え方についてですこ これ.も ,私は



ある時期には,学問というものは:な にかできあ
"ま

っているものだと考えていました。それは,おそら

〈試験がそういう考え方をさせたのだろうと思います。あるいは先生方の中にもそういう考え方を L´ て

いらっしゃる方が,おいでlCな るかもしれ
｀
ません。例えば,入学試験を受ける為には,あ る教科書なり

参考書に書いてあることを,な んとかして全部,と もかく憶えなければならないわけです。そこ1/C~書 か

れていることは,すべて確かなことで,それを憶えれば,それを習得 したことが認定されるし,憶えな

ければ,それ|ま 認定されなt,へ。子どもたちにとっては,そ ういう性格を持ったものとして,学問は現わ

れてきます。しかし,そ ういった固定的なもの,あるいは仕上がったものとしての学問という見方を鬼

服していくことが始まるのは,自 分が学F・5を 作るようになってからなのです。

どういうことかと申しますと,一つには,学 F・|はそんなに確かなものではない, ということです。こ

れは第一線て研究している.最 も信頼のおける学者がいっていることです。例えば数学の場合でも,物

理学の場合でもそうです。あるいは医学などというものは,ほ とんどまだ学問の体を成 していない,と

いうようなことを;偉い医学の先生から伺ったりします。そうすると,今までの学問の見方とい うのは
,

どういうふうなことだったんだろうと,反省せざるをえな〈なってくるわけです。 よく考えてみると,

学Fptと いうもつも人間が作ったものであるわけです。ただ,一人の人間が作ったものではな〈て,あ る

世代,あ る時式の人があることを発見し:それを次の世代に伝えるということをしてきている。そして

伝えられたものを,ま た確かめる人 もでて〈る。 しかし,た とえば数学の論文で,確かでない論文もた

くさんあるのだそうです。これは, ある数学者から聞いたことですが,世界中で数学の論文が何千,何

万と発表されているわけですが,その中には間違いもたくさんあるということです。なぜならば,全部

の人が全部確かめているのではないからです。そういうような柔らかい全体の組織 ryt中 で,学問という

ものが,少 しずつ次の世代へと伝達さね́ながら,大事なものがその中で選ばれながら,そ して現在とい

多ものに至っている。もちろん教科書に書かれているようなことは,ほ とんどの学者が同意することつ

できるようなものでしたつけれども, しかし,学問そのものは,決 して固定的なものでもな棒のです。

そもそも大事なことは,学問を作った人たちがいて,その作った人たちが確かめたり考えたりしたこと

なのだ,と いう基本的な声、です。

そ うだとすると,夕1え ば,一体数学を習得するというのはどう1/1う ことなのだろうかというと,数学

を本当にわかった人と同じように,数学的な問題について考えることができるようになる,と いうこと

な.わけです。形としては,教科書に数字として書かれていますが,数学を習得するということは,あ つ

本に書かれてぃることを,そのまま憶えるということではな〈,そ ういうふうな数学を作った人たちと

同じような考え方,同 じようなものの見方,同 じように筋道を立てた考えをすることができるようにな

る,と いうことなのです。つまり,そのことは学問の背景には人間が必ずいるということです。そして,

それぞれのそついう人たちの世界があるということです。これは芸術についても同じことです6ある画



家のある絵を見る時,私はなにが絵を観るということかがよくわからなかった。ただ,絵を観るのだと

思っていたわけです。 ところが絵を観るのではない,と いった哲学者が t/2ま す。絵を観るのではなくて,

絵とともに観るのだ。絵とともに観るというのはど,い うことかといえば,その絵を描いた芸術家が世

界を月1た。その世界の見方というものを,絵を観ることを通して我々は学ぶのだ。もちろんそれは絵を

観るということでもあるのですが, しかし,絵を観ることだけに留まるわけではな〈て,絵を観ること

を通 し′て,世界を見ることを学ぶ,世界を見ることを通 し″て,芸術家と同じような世界を見ることを学

ぶ,と いうことになるわけです。それと同時に,同 じような世界を見るということが,つ まり私自身が

変わるということなのです。 このような考え方に,私 自身は至ったわけてす。

教材の中にはいろいろな人が登場 [′ てきます。そのそれぞれの人の,そ れぞれの世界とta.ぅ ものが描

かれているわけですが,・そ・の世界とヽ′ヽうものを知り,かつ学ぶことを通 して自分自身を広げてい〈,と

いうことになります。この場合に,さ らに教師というものが介在するわけで,教師はそういったことに

理解を及ぼ しなが ら,二・つ一つの教材の中に表わされている世界がなんであるか,そ してひとが生きて

いる世界というのは,ど うt/Xう ものであるか, ということを見通します。子どもがどのように,その教

材の世界へ入ってい〈ことを助けるのか,ま た,そのことを通 して子どもの世界がどのように広がるの

か,そのことを通 して子ども自身の自我というものが, どのように豊かになっていくのか,と いうこと

が問題となるのです。そうした豊かさをもたらすのが授業であり,それぞス_が世界に出合い,事件に出

合 うことを通じて,それぞれの自我,世界を変化させていく,こ ういうこ.と が起こるのが授業だ,と い

うことだと思多わけです。

〈どくなるかもしれませんが申しますと,人間の一。人一ヽ人の生きている世界などというものが,い っ

ぺんに見えるということは,ま ずないわけです。私はここにかりますが,私がどんな世界に生きてレヽる

かということを, どれ7‐tど の大勢の方がごらんになっても,い っぺんに見えるということはないわけて

す。しかし,見ぇることが起 こるわけです。それはどういうことを通 して起こるかといえば,た った一

つのことについて,それぞれの人が違ったもののとらえ方をする。ということを通して起 こるわけです。

これは,一っのものについて違った見方をするAさ んとBさ ス′がいます。このAさ んとBさ んが違った

見方をするということはどういうことかというと,Aさ ん Bさんの世界の中にあるものが,それぞれに

位置付けられてみられている,と いうことなわけです。 もう少し言葉を変えれば:あ るものが Aさ んの

世界のでは,違 った文脈の中で,Aさ んなりの文脈の中でとらえられていて,Bさ んは Bさ んで,Bさ

んの文脈の中でとらえるということがある,と いうことです。ということは,一つのものを見ても,そ

こにあるその ものだけを見るのではな〈て,その背景にいろいろなことを関連付けて見ていく,その関

連付け方が,それぞオしに違 うということてす。それは先ほどから言っているような,それぞれの人の世

界が違う,それぞれの人の歴史が違 うということが,一つのことの見方を違うものとしている,と いつ



ことなのです。

そうすると,授業の中で,大勢の子どもが集まっていて,そ こで一つの教材について学ぶという時に,

一人一人の子どもが違った読み方をする,違らた見方をするといダこと自体が大変おもしろいことにな

ってくるわけです。どうしてそんなことが起 こるのだろうかJ ということもかもしろいわけです し,そ

もそも, どのように違 うかということ自体が,極めておもしろいことなわけです。さらに,授業の中で

そうした違いを出発点にしなが らも,あ る一つの理解というものを,お互いに共通のものとして作って

い〈" と
t/hう ことが行なわオ1る 。こ.れ も大変かもt/ろ いことなのです。一つのクラスがあり,一人の先

生 と関わるということ,あ る限られた時間でも,中学の場合ですと,一週間に一回とか二回と杯うこと

になるかもしれませスノが,~つ~つ の授業を積み重ねていく中で,その時間,その先生との関わりの中

で,できていく歴史というものがあるわけです。これは,例 え̂ば一つの教材について,大勢の子どもた

ちからいろいろな意見が出て,それが一つの考え方なり,あ るいは,二つの考え方なりにまとまってい

ったとか,ど うしても違う考え方が,その段階ではまとまらなかった,と いうようなことがあったとし

ます。ともかく,そ うしたできごとの共通の理解というものを一つ作ったということがあるとすると,

それは子どもたちにとっても,教師としての私にとっても,一つの,あ る時にいっしょに生 きた時間と

いうものを共有したということです。そのことが私にとっても,子 どもにとっても一つの歴史となって,

次の時間にはそのことが前提となって,ま た次の探究が始まる,と いうことがあるわけです。 こうして,

お互い同士,年の始めに会った時には,共通の世界というものが,ど こにあるのか,ま たなにがあるか ,

とlr3う ことがよく見えていなかったのが,何 力月か経ち,そ L′ て一年経った時には,共通に学スノできた

ことを通 し′て,一つの歴史を共有 したということに,先生と子どもたちがなるわけです。

現象学の方で,経験の構造とか地平 ということをいいます。地平という言葉は専門的には大変むずか

しいことのようですが,普通いわれていることで言えば,文脈とか背景ということだと,か考えいただ

ければよいかと思います。地平とい うのは, もともと地平線の地平でして,例えば,あ る所にいて見え

ることは,あ る限られたもの しか見えなt`ヽ わけですけれども,屋上にいけば,さ らに広くものが見える

わけですが,ただし,あ る所にあるものは見えな〈なる,と t/・ つふ うに,高い塔にどんどん登っていけ

ば,広い地平のものが,あ る距離をもって見えるようになる。地上に降りて〈れば,狭い範囲のものが

近〈見える。どちらが広いからよい,と か狭いからよいということではなくて,見ス́るものがそれぞれ

に違うということです。

学習をしてい〈と1/hう ことは,地平が広がるということ,あ るいは諸々の世界の多様な地平というも

のが融合するということです。

一般的17C言 えば,人 と人とが出合1/・ ,つ きあうと1/Aう ことは,それぞれの地平の融合が起こるという

ことです。つまり,それぞれの人が,それぞれの歴史を持ちながら,ある二つのもの|て ついて,あ る見



方をしている人と,も う一人の人が出合らた時に,そのある具体的なことを通 し́て,そ れぞれの歴史,

それぞオ1´ の生 きてtr.る 世界,と いうものが,そ こにあらわになりながら,それぞれの人があること/c~つ

いて,その背景としてそこに持ちだしてくるものが,こ ういうものだと,お互いに理解ができるように

なる,と いうことです。そういうことを通して,そのものについての見方が変わって〈る。これは,お

互い同志が変わってくるということなのです。

そうt7・ う観点か らすると,学 をしていくということは,ど ういうことかというと,地平が広がって,

多様な地平というものが見えてくるようになる。そして,それぞれの人の世界が豊かになるということ

です。豊かになるとt/Aう ことは,一つの見方しか し́ないのではないし,仮に一つの見方が深 くな夕する

どくなる, しかもその見方:そのものについての自覚も生まれる, というようなことを指 している。こ

のように私は考えています。

少し先に進みますが,人間というのはなんだろう,と 考ぇるわけです。これは神谷さんの「 生きがい

について」を読んでも,そ ういうことについて考えさせられ楼す。伊ほ ば́生理学からゑれば,確かに人

間は筋棒の塊であり,あ るいは神経系の塊であるかもし′れない。さらに, もっと別な見方からすれば ,

蛋白質の集まりであるかもしれない。 しか し教育にうねて考える場合には,人間を人間とし́てとらえる,

と棒うとらえ方を,我々はすべきではないかと思います。人間は他の動物 と同じ渡1面 というものも持っ

ているわけですが,しかし,動物と同じように考えるべきではない。やはり,人間であることの独自性

はなにか,と いうことを考えなければ tr・ けないのではないかと思います。

諸々の世界とかFそれぞれの世界の出合いとか,変化とか,地平の融合というようなことを,大変駆

け足で申 t′ すしたが,そ ういう考え方の基本には,人間でなければ起 こらないこと,一人一人の世界と

いうものについての内容も,歴史の問題も,いろいろ問題はあるわけですが,子 ども一人一人を人間と

してとらえる,と 1/bう ことはどういうことなのか,と いう問題 と関わっているのだ,と いうことで聞い

ていただきたいと思います。

話しを烏、ぎますが,子 どもにとって楽 しい, こ多いう趣旨でしたが,子どもにとぅて楽しい授業卜確

かな授業といった時,それはこういぅものだ,と 言うことができるだろうか, こう考えると,今まで考

えてきた年とを前提とすれば,そ ういうことは言えないのだ, ということがはっきりL′ てくると思いま

す。つまり,その授業が子どもにとって楽 しい,確かな授業か, ということが言えるかというと,それ

は言えない, といぅことがはっきりして〈ると思います。なぜか ?それは,あ ることを楽 L′ いと思らた

り,楽 し〈ないと思ったりするということ,そのことに一人一人の違いがあるからなのです。夕1え ば,

こういうことがぁりました。私が授業について学んだ斎藤先生が,時々かっしゃっていたことですが ,

あるクラスで,い ろいろな冗談を言って子どもたちを笑わせる先生がいた。そのタラスにはいつも笑い

声が絶ぇなくて,大変楽し広良い授業だと,思 っていた先生もいた。ところが斎藤先生は独自な方で
,



自分の考えをイパ ッとかっしゃる方ですから「 あス′な授業をしてレヽてはいけない,子 どもたちもそんな

冗談にグラグラ笑っていてはいけなt/A,た だ笑っていれば,それで楽しいとか,良いとかいうものでは

ない:あ あいう冗談を言われたら, 自分たちはパカにされたr/Dだ , と怒るような子どもたちでなければ

いけない .1と いう■ヽ うに言われていたわけです。そうすると,子 どもたちが,ただ笑っていれば楽しい

授業だと膝うことにはならないわけで,何について笑ってレ`るのか,あ るへヽなどういう笑いなのか,ど

ういう経験をして何を楽 しんているのか,と いうことが問題 となるわけです。ですから笑っていれば,

楽 L′い授業であるというとらえ方はできない,と いうことがはっきりしてくると思tr.ま す。つまり,子

どもたちは何を楽 しんでいるのか,あ るいは,ど ういうことを楽 L′ むような子どもたちに,今 なってい

るのか,と いうことが問題です。そのことが,一言で言えば,先ほどお話 L′ したように,子 どもたちが

現在,生 きている世界はどんな世界であるか,と いう問題になってくるわけです。

ここ1/C,中 勘助の「 銀の匙 Jと t/・ つ本があります。これはぜひ読んでいただきたい本なのです。なぜ

かとぃうと,私はある所に住んでいたのですが,その近所に小学校にい く子どもがかりました。その子

が (小学校に )入 った時,その学校の女の先生が入学後三日目く
｀
らいでしたか,その子を叩いてしまっ

たのだそうです。その理由というのは,学校の規員りを守るとか,な らびなさ体と言えばならぶ, といっ

たことができない, ぐず く
｀
ず し́てt^る といらたことで,コ Fいてしまったらしいのです。そうしたら,そ

の子が登校拒否を起こしてしまった, というようなことを開きました。ちょうどこの「 銀の匙」の中に

も,その子に似たような,意気地がないといえば意気地がない, とても繊畑な子どもが登場 して〈るの

ですが,幸せなことにかばあさえ′がいて,そのおばあさんが大変だt′ じヽにしてくれるものですから,登

校拒否を起 こさなかったわけです。「 銀の匙 Jには,一人の子どもが始めて学校にいった時の,不安に

満ちた,恐れにも似た細やかな′心の動き,学校にいったとたんに殴られたら,登校拒否を起こと′てしま

ったのではないだろうか,と 思われるような子どもの心,の動きが描かれています。私はその近所のか子

さんの話しを聞いた時,その子どもを叩いた先生は,「 銀の匙 Jを読んでいないに違いない,と 思った

のです。「 銀の匙 Jは中勘助が書いた ものですが,学校にいる一人一人の子どもは,「 銀の匙 Jに ある

ような世界を持っているのだが,た だ書かないだけなのだ。そのように思うのです。

「 銀の匙」の申でかもしろいところ,子どもと榛ってもみんな違 ,と いうことがわかるところを紹介

します6主人公にはお兄さんがおりますが,そのか兄さんはかなり性格か違っています。つまり性格が

違うていると1/bう ことは,人間が違 うとい うことで,こ れはどちら力菫良いとい うことではな〈,それぞ

れ違 う世界に生 きているとい うことです。いっしょに釣 りに行 って帰 って 〈る場面で,こ のような会話

があります。主人公が星を見ています。そ うすると兄さんが

「 なになぐず く
゛
ず してる J

というなは っと気がついて



「 か星様をみてたんです J

というC_lを ききもせず

「 ばか。星っていえ J

とどなりつける。あわれな人よ。な:こ かの縁あって地獄の道づれとなったこの人を rC tハ さん

と呼ぶ ように,子供の憧憬が空をめぐる冷た裕石を お星さん と呼ぶのがそんなに悪いこと

であったろうか。

というような文章がでてきます。そのあと,ま た少しあいたところ,ま た釣りにつれていかれるのです

が。……

ある日のことまたそスノなにして川0な かに立ってたとき私は足もとにあるまっ白な石を拾お

うとして身をかがめたもそれを兄はじきに見つけて

「 なにする」

といった。

「 石をひろうんです J

「 ばか J

私はもういつものように恐れなかった。こないだから考えて考えて考えぬいてある。

「 にいさん J

私は後ろからしずかに呼び・|・ けた。

「 にいさんが魚をとるのに僕はなぜ石をひろぅちゃわるいんです」          ‐

兄は

「 生意気膝 うな 」

とどなりつけた。私は冷ややかに笑ってまともに兄の顔を見つめながら  ヽ     |

「僕のいうことがちがらてるなら教えて〈ださい」

兄は

「 なぐるぞ 」

といって手をあげた。私は黙 ちてたれさがった枝のさきにびくをかけ,崖をあがって帰りかけ

たが, うす暗い木の陰にこごんでいるのを見ると急、に気の毒になり,あんなlrc‐ ぃうけれどきち

とやっば し寂しいんだろう とおもって岸のうえから一所懸命によんだ。

「 にいさん,に いさん,い てあげtし ょうか J       ~

兄は知 らん顔 して網をそろえてにる。

「 さようなら」       ‐

私は丁寧に帽子をとってひとりで家べ帰った。それからは私たちは決していらしょに出かけ



なかった。

このような記述があるのですが,中勘助が自分の子ども時代を文学化して描いているわけです。大入

からみれば,ほ とんど二人とも子どもだということだけに留まるかもしれませんが,それぞれが生きて

いる世界というものが極めて違うのだということ,そ もそ も違 うか違わないかということを超えて,こ

ういうようなことを感じたり,考ぇたりしていることが,子どもにありうるのだという可能性を,描い

て〈れている作品として,先生方にはぜひ読んでいただきたいと思います。

一本一人の子どもが,それぞれ違 う世界に生きているとすれば,当 然,な

`を

楽しいかと思うかとい

うことも,それぞれに違うわけです。また: これもおもしろ1/2文章なので紹介します。小学校二年生が,

一年の夏休みの時に書いた日記の文章です。

一ねん一 くみのところで,巻 れいな石をみつけました。そ して,あ らいました。そして,あ

さって1/C,た らいにぬるいおゆをいれて,石のからぞ もあらいました。な くのあヒ′もあらいま

した。その石をもってがっこうrF_い ったら,よ その人がさていました。てっぼ うやら,かいせ

んとつを, じぶんでまわしてあそびました。

石はひとりぼっちではない。 」

子どもが,大人の目には何の値うちもないような品物を珍重 したり,愛蔵したりすることは普通のこ

とだが,さ れいというのは,決 して大人のされいではない。子どものそれはおもしろいという意味でも,

かわいいという意味でも,気に入ったという意味1ご もあるらし〈, しばしば,き たないものがされ軽に

なる。石の体と,ぼ 〈の足とがごぅちゃになっているところlrl,正 に子 どもの文章である。先生は「 石

をだいじにしたえ′だね Jと 寸評を書いているのだが;ただ石をだいじに t′ たということだけではない。

子どもと物のつきあい方には,ま ったく徹底 していることがわかる。石を拾 ってきて,自 分の体とlr.っ

しょにあらってやり,運動場へつれて行って遊んでやったのだから,石は もう一人ぼっちではない。こ

うした物とのつきあtへ 方,これはフしへはじない。

大人の言葉ては,石をだいじにしたんだねン ということになるかもL′れないが,子 どもはそれ以_上の

ことをやっているのだから, L′ たがって,石をだいしにしたんだね,と レヽうことだけでは,先生は子ど

もの生きて1/・ る世界というものを,本当にわかったことにはならないわけです:確かに,大人の言葉で

言えば,石をだいしにしたんだね,と いうことなのです。むじろ石とよ〈つきあったんだねというか ,

本当に石と仲よくなったんだね,と いうことのはずなのです。

そのようなことを考えて,子 どもの生きている世界の不思議さとか,豊かさといったもの,そ ういう

世界に思いを向けると,子どもにとって楽しいというのは,子 どもがどのような世界に生きているか
,

ということによぅていろi/1ろ 変わって〈る, ということだと思います。子どもが人間であるとt/・ うこと

から,実は,子どもが今,何を楽しいとするかということは, これまで子どもが何を楽 しいとしてきた



かということ,あ るいは, これから何を楽 しt,と いう方向に向っているかということ,そ ういったこと

が背景となりなが ら,今何を楽 t′ いとしているか,何を楽しいとしつつあるか,と いうことだと思うの

です。つまり,時の流れの中で,子どもは子どもの世界を,現在を生きている。しかし,その地平は亥1

々に変化しつつあるわけで,私たちにとってその子どもの地平というものが,すべて明らかになるとい

うことはあり■せんが, しか しある特定の内容,特定の事柄について,その子どもが何を考え,何を楽

しいとするか,と いうようなことはわかろうとすれば,わかることもできる場合がある。ともかく我々

は,大人である教師としては (子 どもとは ,異なる世界に生きているということ,そ L/て子どもが何を

楽しいとするかということについても,異なるのだということを自覚した上で,その異なる世界という

ものを理解 L′ よう,わかろうとtへ う心を向けていかなければならないのではないかと思います

`
授業で子どもが しだいにその世界を広げ;深め,豊かにし,大人の世界に近づいてla・ くということも,

ある場合にはする。また,子 ども独自の世界をさらに豊かにしていくということもある。そうしたこと

から,実は子どもの世界を知ることによって,大人である教師の世界も,ま た子どもの世界を発見し,

豊かになっていくということがある。そ ういうことだと思います。これは,例えば中勘助の「 銀の匙」

を読んで,我 々がただ子どもはこのように生きているのか,と いうことを知ったといぅことだけてはな

く,実は人間がどのような世界を生きることができるか, ということについて一つ知ることになるわけ

でそうしたことを通 L´ て,我々自身が豊かになってい〈ということがある。そのことは生きた子どもた

ちと接する先生たちの一人∵人の世界が,豊かになっていくということです:つまり子どもの世界に目

を向ける先生は,実は先生自身 も豊かになってい〈のだ。そういうことがあるように思t^竣 す。

そのような考え方をすると,教 giiに とっての手ごたえの確かさというのも,崚 たこれも一人一人の先

生にとって多様な意味を持ちうるのだ, ということi4cな ってくるのではなlrbか と思いまするつまり,一

人一人の先生がどのような世界に生きているかということ,こ れは先生によってそれぞれ違 うわけです。

rplを 手ごたえが確かだと思うかというとともそうです。実は,こ れが手ごたえの確かな授業だと,自 分

が感じた時に,それは現在においてはそうなのだけれども,私は変わってい〈かもしれない,変わって

いった時には,あ のようなことを手ごたえ_の確かなことだと思っていたこと自体が,教師として,ま た

子どもをわかる人間とし′て,決 して豊かな世界に生きてはいなかったのだ,と いうことがわかってくる

という場合もありつると思います。逆に,あ る時には手ごたえが確かだ,だいじなことだとは思えなか

ったことが,実は極めてだいじなことだと思えるようになってくる, という変化が自分に起 こって〈る。

そのようなこともありうると思 つのです。このことは,子どもたちがあること1/Cつ いて楽 L′ いと思う:

楽 L′ みを感 t〕 るということが,その時々の子ども一人一人において違うのと同じように,先生一人一人

において,授業をしながら確かさを感じる,その感じ方,あ る1/1は 感じるもの,何を手ごたえが確かだ

と感 じるか とい ぅことが違 うとい うことだ と思います。それて実は,その違いというのは何を表わして



｀ ‐
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いるかといえば,―ス.一人が生きている世界というものを表わしているかないしはそれぞれの先生の生

きてきた歴史というものを表わしている,と いうことになるだろうと思います。 もちろん子どもの場合

と同じように,それぞれの先生の生きている歴史とヽ′ヽうもの,世界というものも, これから積み重ねら

れていくわけです L´,刻々に変化していくという可能性を持っている,と t/■ うととだと思うのです。

それから,先ほど申しました一つ一つの教材についても,同 じことが言えるわけで,例えば数学でも

なんでもそうですが,研究者の一人一人の生活というものをとってみると, 20歳め頃におもしろいと

思っていたことが,あ る杯は, これが確かだと思っていたことが,研究を続けた結果それを否定すると

膝うことは,研究を本気にと)〈 んでいる人であれば,そ ういぅことが起こるのは,ご く当たりまえな

ことなわけです。そうであるとすると,こ うt/1う ことは避けられなねと思つのです。つまりある世界に

生きている子どもたち;それからある世界1/C生 きている教師というものが,現在というその時の先生の

状態において,その時の子どもたちの状態において,あ る一時間を共有するという時に, もし違 う時に

出合らたとすれば,違 う出合い方があったかもしれない, しかしこの時にはこういう出合い方しかでき

ない, といぅそういう出合い方をしているのだ,と いうことになると思うのです。これは教材解釈とい

うようなことについてもそうです。こ回目にその教材を使った時には,こ ういう教材解釈しかできなか

ったが,何年かしたらもっといろいろな教材解釈がでさるようになるということは,当 りまえのことな

のです。そうではな〈て,一回目に4‐■ったのと同じことを, 10年後にもやっているという先生は,な

んの成長も,先生としては,な かったとv/1う ことになるわけです。ですから,一つの教材についての多

様な解釈というのは,その先生がその時に頭を振り絞って考えた,それも一つの教材解釈でしょうし,

その教材についていくつかの授業をやった,その時に子どもたちから本当に自由にいろいろな意見がで

てきた:その意見の背景にある,子どもたちの一人一人の生きている世界というものがだス′だん見える

ようになってきた,そ ういうことを通してその教材について, このような解釈がありうるということを,

先生が学んでいけば,その次の時その次の時と, しだいに先生自身のその教材に対する解釈の仕方,少

なくとも子どもはどのようにその教材を解釈するか,あ るいはどのように誤解するのか,それぞれの子

どもがどのような見方をするのかということにつぃて,最初の時よりはずっと豊かな,いろいろな多様

な解釈ができるようになって広く。しかも諸 の々解釈の間の相互の関係ということについても多様な理

解,豊かな理解というものができるよう1て なる。そぅいぅことが当然,起 こってい〈はずです。これは
,

先生の世界がしだいに豊かになっていくといぅことです。そこにまた,教材解釈の中にその先生の一人

一人の世界が表われてくるということてもあるわけです。

手ごたえということて,極めて俗なことを申します。研究授業などがあって,参観者が大勢きていて,

その参観者たちが「 大変すばらしかった」と言ったとする。問題はそのように言う時,何を基準として

すばらしいというのかということです。例えば子どもたちが非常に活発で,手をよ〈あげ,答えも極め



てはっきりとした燿調で発表していて大変すばらしい授業だった,と いうような観点で評価されるとい

うことを,先年たちが感じとると,研究授業の時に次のようなことが起こりうるわけです。これは私も,

そういうことはありうることだし,事実として3_lる のだということを知って榛たのですが,大学で学生

さんたちが授業研究ということ|(つ いて,メ モにも書いて〈れたのです。それはこういうことなのです。

子どもたちと先生が打ち合わせをし′ておいて,研究授業をやる時の教材について,前 もって,回やって

おく,そ4で,ど こについては誰にあてるとかいうことを決めておいて,研究授業の時には , 言 わば

「 か芝署」をやる。そういうことをされたことがあるので,自 分は研究授業というのをまったく信用し

ない。このように書t,ている学生さんが何人もでてくるのです。どうしてそのようなことをするのだろ

ぅかと考えると, よっぱど授業研究ということが,先生のプレッシャーになっている場というのがある

のだなと感じるのです。先生の目は決し′て子どもに向っているのではな〈て,授業をしながら周りにい

る先生たちに向っています。その先生たちによ〈みえるよう|こ , ここで何をするかということにだけに

目が向いているわけです。そういう俗な授業研究というのもあるわけです。こついうものを,手ごたえ

があると言ってはならないわけですが; しか L′ その先生はそういう授業を手ごたえがあると思っている

かもしれないのです。ということは,その先生が少なくとも研究授業な夕参観授業というものについて

は,そ ういう世界に生きているということではないかと思います。

一人一人の世界の変化,成長ということを考えると,こ ういうことになるかと思います。授業の申で

現在,一人一。人の子どもが生きている世界というものをだいじにするということ,これは言うまでもな

いことです。 しかしその中で,それに対して今までとは違った世界が開示されて,そ して子どもがその

新しい世界に移り住むということは授業でしかできないことなわけです。それは,教師が媒介 L′ て初め

て子どもにもたらされる新しい世界,と いうものがあるということです。例えば,子 どもが楽しいとい

うことを考えた場合,子 どもが楽しいということは,子 どもの興味のあることを学ぶことなのだ,と よ

〈いわれます。その通りなのですが,子どもが興味|_‐ もっている現在のことだけを重視したならば:子

どもの世界が広がるということが:遅 らされてしまう場合も起こりうるわけです。つまり子どもが現在

は興味を持たないことであっても,その問題に接することによって,子どもの世界が広がり,興味が広

がって〈る
`と

レヽ多こともまた起こらなければならないわけです。授業では子どもの興味をだいじにす

るということ―が,子 どもにとって楽しい授業になる,これもT面ではありますが, しかし現在の,今子

ども力i生 きている世界で,興味を持たれて軽る事柄だけに, もし授業が限定されるならば,それは少し

狭すなる見方ではな二か,そのような考え方も可能になって〈るかと思tハ ます。

私たちは日常的な生活の中で,と もかく慣れ親じんだ世界というものを持って軽るわけです。ここは

決して先生方一ノ、一ノ、|(と ぅて,慣れ親 L′んだ世界ではないと思います。自分の学校の自分の教室は慣

れ親しんだ世界たと言ぃます。言ってみると:わざわざここに出ていらっしゃるのは,慣れ親しんだ世



界から出て,あ る違 う世界に接しようという希望をもって出ていらっしゃっているのだと思います。そ

のことによって自分の世界が広がるとtr・ ぅことでしょう。そういうことが人間が生きていく中で,起 こ

ることによって世界が広がっていくのだ。そのような考え方が授業 lFCつ いてもいえるわけです。

ある小学校の子どもが,次のような言葉を書いているので紹介 L′ ます。

私たちの普通の生活と歌や詩の世界との間には向こうtllが見えない板のようなものがあるも

その板には小さな穴があ1/sて いて,歌や詩の世界に行けるようになっているが,努力しない人

にはその穴はみつからない。努力してその穴をみつけ,何度 もその穴を行ったり来たりL′ てい

_る うちに穴は大き〈なり,楽に通ね′るようになってくる。そ して私たちも豊かになっていくの

だ。私たちも先生に導かれながら,みえないこの穴をさがし,求め, くぐりぬけ,私たちの知

らない世界に触れ,驚 きと喜びに浸ったことが何度 もありました。

これは六
午牛の子どもが,卒業

す
る時にお別れの

言声
でいったことですが,子 どもの把握としては,私

)

がめんどうな言葉で,世界とか,地平の拡大とか,深化とか,あるいは異化といった言葉で説明するよ

りも,わかりやす くとらえていると思います。

異イLと いう言葉ですが,異化というのはロシアンフォルマリズムの言葉のようで,大江健三郎さんが

「 小説の方法 」という本の中で,中心的な概念としてとりあげています。あるいは映画の話していうと,

ベラバラージュの「 映画の理論 」の中にポードレールの言葉として, このような考え方がでてきます。

この考え方は,日 常的に毎日慣れした Lノんでいる世界に埋没 してしまっていて,あ るものを新し〈みる

ということができないという状態それをまった〈違う見方からみることで,い わば目の鱗がとれて,新

鮮な気持ちで新らしくそのものをみることができるということです。そついうことを重ね重ねてい〈中

で,人間はだんだん豊かになってい〈のだ。諸々の教科,数学でも,理科でも,英語でも,国語でも何

でも,それからそれぞれの教科の一つ一つの教材が,実は子ども一人一人を豊かにしていく,つ まり世

界を豊かにしていく。世界を豊かにしてt/・ くということは,た った一つの, ものについての見方がしだ

いに多面的になりながら,全体としてお互に関連し合ぅた, しかも多様な見方というものができるよう

になるということです。こういうことを目指して,授業というものが行なわれるのだ。そのことは別な

言い方をすれば,他の人の世界がわかるようになるということですから,他の人と話しをした時に,お

互い同志,違 うということがわかりながら,その人の世界に興味を持つことができる,あ るものについ

てのその人の見方から学ぶことを通 L/て ,自 分の見方が豊かになってい〈というようなことができる子

どもにならてい〈, ということである。そのように考えます。世界の諸々の移り行きとぃったことにつ

いては,一番手 ごろに読むことがてきるのは,大江さ
1の

「 ′jヽ説の方
為 メ

て, |オ
:を

読

～

でいた
だ

けれ

ば, どうい うことなのかある程度,感 じとっていただけるか と思います。

授業 とは とい う元の問題に戻 ります。楽 しく,手ごたえのある授業 ということですが,二人一人の子



どもにとっての楽 しさというものが違い,一人一人の先生にとって,あ るいは私にとって も,その時々

によって何を手ごたえがあると感じるか違うということになると,大事なことは,ど ういう授業が楽し

い授業,手ごたえのある授業かということについて考えること,これも大事なことですが,そね″だけで

はなくて,ど うい うことを楽 しむような子どもになぅているか,ど ういう授業を手ごたえがあると感じ

るように自分がなっているか, と′いうことがもっと大事です。 このことは,私と子どもとが一。つの教室

の中でいっしょに生きているわけですが,その教室全体に生きている人間たちの一人一人の世界がどの

ような世界であるか,ど のような世界になりつつあるか,変化 してきているか,と いうことが大事だと

いつことです。

それから現在というものが極めて大事なのだということです。つまり,明 日はまたか互17nに 違ってい

るかもしれなlr・ ですね。いつもこうやれば充実し,楽 しいといった固定的なことは,一方ではそういう

ことがあっては しいと思うし,そ ういつもの.を求めてもいいと思いますが, しかし現実にはそういう固

定的なことだけで押じ通そ うとしてもそうはいかない,と いうことなのです。

それから,準備すればいいか,徹底的に準備すればそれていいかとぃうと,そ うではない。徹底的に

準備 した授業の例 というものを一つ持っています。徹底的に準備 しても,現在とレヽうものを充実して生

きなければ,授業は失敗するということがあるのです。「 文学の授
都

という武田常夫先生がお書きに

ならた本があり崚すが,その中に「 走れメロ■」という教材を扱った授業の案があります。 これは短い

節を,frl十 ベージもかけて分析 しており,授業にかける教材研究の例としては,私はすばらしいものだ

と思います。その教潮
・
研究の仕方そのものが,実は現象学の考え方と非常に沿っているところがあるわ

けです。つまりそ こで登場する一人一人の人物が生きている世界とtraぅ ものを,細か〈見てい〈という

を教えてくれる一つの例としてか勧めしたいものです。 しかし実際の授業は失敗するのです:つまりい

くら周到に準備 しても,周到に準備ずればするほど先がみえたように思って,現在のその時の充実とい

うものができなくなってしまう,現在に生きるということがむずかしくなってしまう,と t/・ うことがあ

りうるわけです。 これは日常的な生活でいえば,こ ういうことがあると思います。とっさに本気で何か

を言っている時に,一番充実感があるわけです。しかし, こついうふうに言おうと思・って,考えに考え

て,用意してきて,その通 りに,言葉をまちがえなぃように言おうとすると自分の気持ちが全面的には

入りきれない,な いしは入らないということがありますね。例えば:づ卜優さんであればただシナリオな

り台詞を憶えたというだけではまたたりないわけで,い ったん′全部憶えてしまってから,そ してそれを

忘れて,その場でその時に相手に対して対応するよつに,そ の時の人物になって言った時に,始めて演

技と tノ て生きるわけてす。全部準備がしてあって, この次はこれがでて〈る,その次にこれがでてくる

ということだけ lc頭が1/bっ ていれば,現在といぅものを充実して生きることはできないわけです。とい

うことク1, どうい ぅことかというと,周 到な準備をすれば良tへ ということではない,周到な準備をする



ことは大事なことですが, L′ かし,その先にあるのは準備をしたあとでそれンを忘れる,そ して現在その

ものを充実して生きるということ,そ ういうことが授業には必要なのだ,と いうことになるかと思いま

す。

それか ら,教師にとっての手ごたえ lC_は ,子 どもが現在 どの ような世界を生 きているか,子どもがど

の 1う に変わってきているか,そ のことをしか lrc感 じることで充実感を覚え,手ごたえが確かだと感 じ

る, とい うことがあると思います。

授業については展開といったことがあり
｀
ますが,展開ということをいう時, よく起承転結というよう

なことをいいます。起承転結というのは,私の解釈では,起から承までのところが読み手にとっては一

つの新 しい世界の中に入る,転でもってもう一つの新 しい世界というものが提示され,結でもってその

二つの世界の両方が,全体がみえるような世界に入る,そのことによって一つの詩を読むことを通 し′て,

新しいいわば二つの世界が統合されたょぅなもう一つの世界が開示される,そのようなことだと思t/nま

す。

そうなると極めて大事なことは,自 分が予想も L′ なかったことを子どもが言った時,それが何を意味

しているのか,つまり子どものどういう世界からそのことが出ておたのかということに,思いをはする

ことができるかどうかということです。それは教師にとっては,大変な柔軟さを'要求されることになる

わけです。つまり子どもはただ,お もしろいとか,つまらないとか,簡単なことしか言わないか もしれ

ません。しかしその言葉,ないしはあることについて,あ ることを言った時に,そのことが‐体何を意

味 t´ ているのかということがわかるようになる。そういうことが教師に要求されるわけです。それて一

つの例ですが,こ のようなものがあります。「 五ひきの鹿 Jと いう国語の教材で……
(8)

王様は自分 も行 ってみた 〈なりまし″た。そこで,男に案内させて,鹿狩 りをすることにしま

した。狩人をつれた王様の行列は,京か らか〈やまへ向 って進んでいきま した。

話の前後は省略 tノ ますが,そ うい う教材です。 これをあるクラスで,先生がこの ような授業をしていま

した。

「 王様がどんな気持でおくやまへ行 ったので しょうJと いう教師の発間に促されて,次 々に発言する

子どもたちの中に,「 ねえ,先生,王様は何人 」となく子がいた。二番前の席にいる小柄な男の子から

発せ られた質問である。 しか しその声は,発言を求める他の多 くの子の声に掻 き消されて,教師のEに

はとどかななったようにみえた。私 (私 とは観察 している人ですが )は一瞬,こ の子の言いたいことは

何なのたろうと考ぇた。そして私ははっとした。その子は友だちの発言のあい間をぬって,再び叫んた。

「 ねえ,先生,王様は何/、 いるの」先生は二瞬とま`どったようにその子を見た。 しかし先生はその子の

発言の意味が理解でをなかった,理解しようとする姿勢も示さなかった。時間も迫っている。よう■〈

まとすり/7‐ けた最後の課題の追求の最中に,そんなわけのわからない質問にかかわっている暇はなレ。と



思ったのだろう。男の子の発言は私 (観察者ですが )に とっては,思いがけなぃ一つの事件であ

`た
。

しかしその先生にとっては,泡のように瑣末な現象としか映 らなかったのであろう。授業は終わらた。

もう一度,本文を読んでみますが・…・・

玉様は自分も行ってみたくなり楼し́た。そこで,男に案内させて,鹿狩りをすることにしま

したo狩人をつれた王様の行ク」は,京からかくやまへ向って進んでいきました。

三年生のある男の子が「 王様はfnl人 いるの」ときいたわけです。でも,大勢の先生が見ているわけです

し,授業はまとまりに向っていたわけです。それが,変な質問をする子どもがいるというわけで,始め

は,知らん顔をしていたのだけれど, もう一度叫ぶので,しかたがないから,そ ちらを見たのだけれど,

てもとり上げたのではあとがどうなるかわからないということで,授業は終わってしまったというわけ

です。

それはこういうことなのです。

子どもたちは一学期の頃,同 じ教科書で「 ありの行列 Jと いう説明的文章を習っているはずである。

そこで,あ りの行列とはた〈さんのあ夕が,行列を作って一本の線のように連なっている様子をいうの

だと教わったはずだ L″ ,挿絵によって視覚的にもその様子をはっきりとイメニジ化しているはずである。

ありの行戻が,数えきね́ないほどの多くのありによらて,作 り出された一つの秩序をもった状態である

ならば,王様の行列もまた大勢の王様が,一列にならんておくやまへ踏み込んでい〈状態と考えてわる

いわけはないちでも王様がありのょうに無数にいるとも思われない。一体,王様は何人いるのか。私は

「 玉様は何人ぃるの」とt′ きりに尋ねる子どもの発言の意味を,そんなふうに読みとった。そして,そ

のことがはっきりしない以上, この子には狩人をつれて,お くやまへ向多王様の心を追求する学習に参

加するゆとりなど,ほ とんどなかった0ではないかと私は思ったのである。

このようなことは,学校の授業の中てよくあることだと思うのです。特にできないほうの子どもなど,

普通の子どもが考えないような,突拍子もない質開をすることがあると思います。できないので,研究

授業などではなおのこと,変な質問をされると困りますし,先生はせっかくいろいろなことを用意し″て

あるのに,と んでもない方へ行く恐れ静二あるので,つい見すごされてしまう,と いうようなことも起こ

りがちだと思うのです:しかし,い わ多るできない子どもほど,お もしろい独自な世界に生きているわ

けで,したがっておもしろい問題を提供して〈れるわけです。玉様の行列というのと,あ りの行夕1と い

うのと,「 の」というのが同じ「 の」をのlrc,ど こが違うのだろうか,と いうようなことも問題になる

はずですし,そ うしたことから,つ きをみに王様の心を問題にするよりは,ず っと深い国語の勉強がで

きたかもしれなぃわけてす。そのようなことを考えます。   |

終わりの方にいたますが,確かな手ごたぇという時に,丁寧に教えるというととをお考えになる先生

がいらっしゃるか もしれません。これことても大事なことなのですが, しかし,丁寧に教えるというこ



とは,実はある限界があるわけです。 もし,子どもはこういうことを考ぇているに違いない,こ ういう

ことがわからないに違いない, というようなこちらの子どもについて理解,す でにできあがった,な い

しは予想された理解というものを前提にして,丁寧に教えて膝る限り,実は子どもがわからないところ,

ないしは子どもが本当にはどういうわかり方をしているのかといった,そのわかり方に向ってつき進ん

でいく丁寧な教え方にはならないわけです。ですから,先ほど紹介した武田先生は,教えるということ

は教えたいと思,|と を,惜しんで,惜 しんで,惜 しみぬ〈ことだ,と いう言葉を書いていらっしゃい

ますが,惜 しんで,惜 しんで,惜 しみぬ くことで,子 どもがそれを学びたい と思 うようになるのが,本

当に子 どもが楽 しむということであって,そのように子 どもか ら進んで学ぶ ようになるとい う時に,一

つの手ごたえの確かさというものを,感 じとることが,授業の中でできるのではないかと思います。で

すから教ぇるということは,教えないことだということも,丁寧に教えることだとlrtう ことと並んで
,

考ぇてお〈べきことだと思います。

楽し〈確かな授業というのは,大変良いねらいだとは思つのですが, t′ かしその内実について考える

と,子どもたち,そ して先生方が変わっていくにしたがって,楽 しいとか,確かだということも,1´だ

いに変わっていくと思われますし,ま た変わらなければならないのではないかと思いますら

授業ということについて少し越びをしてみたいのですが,「 授業 」ってどう考えますか。先ほどまし

めにお話したのが私の考え方なのですが,あ る友人が,授業というのは「 じゅぎょう」というふうに読

むのではなくて,「 じゅごう」というふうに読むんだといっております。人間に業を授けるのが「授業J

でぁるといぅゎけです。それでは「 業 Jと いうのはfplか と漢和辞典で調べてみると,「 善悪の報いの縁

となる行為 」:つまり業因の報い,業によってつける善悪の報いfつ まり授業の中で子どもたちは業を

授けられて,そ してその業によって,学校を卒業してからいろいろな報いを受けるわけです。先生は子

どもたちに業を授けているわけです。業というと悪い方の意味が使われることが多いようですが,悪い

意味だけではなくて,善の方も業とt/2う ようです。そうだとすると,授業というのは先生が,子 どもた

ちがこれから生きていく前の業を授けることであり,そ こで受けた業によって,子 どもたちは世の中に

出ていって報いを受けるのだ。授業については, このような見方もあり,る と思うのです。

もう一つ気がついたことを申じますと,楽 しく確かな授業ということについて,先ほどは瀬田先生が

お書きになっている考え方にしたがって,お話 して たのですが,しばら〈考えているうち17_,こ のよ

うなことも考えられるかな,と 考え始めたのです。一つは先′■どお話したように,子 どもが楽しみ,教

師が確かな手ごたえを感じる授業 ということですけれども,あ るいは子どもが確かに育ち,そのこと

を教師が楽しむ授業というのも,楽 しく確かな授業ということになるかもし.れ ませんし, もう一つ言い

かえれは,子 どもも,教師も共に確かに育つということを集じむ,そのことを通 して善悪の報いの縁と

なる行為を受け:授かる,それ も楽 しく確かな授業になるかなとも思ったりしました。



声田恵之.助 とい う方の言葉に,共に育ちま L′ ょうという言葉がらって,教育 とt/Aう のは共に育つとい

うことなのだ,教え育てるとい うことだけれども,そ わ́と同時に共に育つとい つことなのだ,と い ぅ考

費.方が出されています。共に育つと173う :意味の共育といぅ言葉は,今は比較的広 く使われるようになっ

ているようです。確かに,一人一人の子どもを理解 ヒ,そ してそつ子どもたちが変わってい く,成長 し

てい く,育 ってい くとい ,こ とを,その現場で立ち合い,そ のこ,と を促す とハヽう仕事をすることを通 じ

て,先生 自身が豊かにならなυヽはずがないですね。先生が豊かにならなt/・ とい うことは,実は子 ども力:

育っていないとい うことだと思 うのです。ですか ら,先生が育 ってい くとい うことは,結局は子どもが

育うとい うことになるのだ とノ,子どもが育 っていくとぃうことを促す仕事を金生がされればソ当然先生    :

も豊かになってい 〈といつことなのだと思います。レヽろいろ懇話し/た いことも残 って しまいま し′たが ,

私が考えていることは,だいたいこのょぅなところです。
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