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子供の多様性を生かした生活科の授業づくり

草野和代編叢歌学教育学灘蠣・1・学蜘

　生薦蕎の授業では，野猿」）患いや饑いの最大譲び）尊戴を1駐旨す。しかし，葺ま麺）濤動は，教

麟の予想をはるかに超えて多様であ碓，そび）意練を箆いだせずに，活動をどう右向惹け，どう

支援すればよいか悪い悩むことがある．

　本稿では，子鍵の活動の多様性を可籠轍と考え，どんな活動にも鍛えて轡定的な惹昧付けを

図ることで，多様性の意練を問い直し，生活騒学翼活動の発暴の薄能牲を探っていく。

〔キーワード3生活科　意殊付け　活動へのエネルギー　活動の多様姓と可能性

はじめに

　生活科は，醤の轟奪にいる子供をまるごと受け入れ，

子婁の患いや難いを最大鰻に尊重した活勇を展弱して

いく申で，子僕の露発姓や主体性をはぐくんでいく教

科である。そこで，教麟は，子僕の表構や活動の様子

からその内面を見取馨，一人一入に応じたかかわ1｝を

考えていく。その子のよさは何か。その子は今，舞を

求めているか。その子はどう成長しようとしているか。

教睡は，活動の発展牲や成長の毒能性を探軽ながら，

よを｝よい支援を考えていく。

　しかし，一生懸命子僕の姿を見つめ，その内灘を探

ろうとしても，子供の求めているものがなかなか見え

ないことがある。活動の発展姓や波長の可能性が見え

なくて，活動の方晦牲を見通せないことがある。子換

に寄む添おうとしているのに，子供との離離が…肉に

縮まらないと感じることがある印子｛藁一一人一人が違う

という多様姓は勿蒲，一人の子僕の中にも多様牲が穂

められ，教鱒の予想をはるかに超えた多様な姿を見せ

る子供たち。そんな子僕たちを欝の前に，教鰍ま焦1ラ，

憾む。子供の子婁たる誘以は縛か。子僕らしさとは梅

毒玉。子｛莫選∫界とは一｛本どんな桂む界なのオ・。

　大六．である孝交轟棄にはな疹、なカ・理象琴できない子婁琶妻界

の中に，未だ見いだせずにいる懸纏があるのではない

か。大入の視点からの活動の発展や成長を急ぐあまり，

見落としてしまっている大切なものがあるのではない

か。大人である教謙にはヂよく見えない部分」に寄鯵

添おうとすることこそが，学響活動の入門霧に位置付

けられた生活稗の課題ではないのか3

　第i学年実践「秋のお店やさん4及び「お店やさん

パワーアップ大作戦∬じゃんぷキッズのお店やさん」

は，子僕の内藏がなかなか見えてこないという騒みを

抱えながら取辱緩んできた．ここでは，本実銭の整理

　分析を試みる。本当に子供に寄弩添った活動の購成

や教麟のかかわシ｝のあ蓄）方についてのヒントが，そこ

からほんの少しでも見えてくることを期待して。
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2　「秋のお店やさん」の活動を通して

　～ヂひと」とのふれあいを求め纏じめた子盤たち～

　ドング1ヌごま，マツボックリの鋼玉，落ち葉のしお

り，木の葉や木の実を養った動物・一。転学年広場

での密密遊びには，秋の訪れとともに，秋の木の葉や

木の実が持ち込まれ，次第に秋の盛黙秘を穫ったもの

づく鯵へと発展していった。

　自分でつくったもので遊んだ塁｝，それを自慢したり

しているうちに，子供たちは，自分の製偉コーナーを

「お濤やさん」と呼ぶようになった。つくるそばから

飽のお店やさんの友達に売薪｝に行った鯵，自分が気に

入ったものを買ってきた1｝している。察分のつくりた

いものをつくりながら飽のお店やさんの友達とかかわ

ることが，子供たちは悉識してはいないだろうが，つ

くって遊ぶことのエネルギーになっているのだ，教締

の患い描いていた「お店やさんの準備難問」と「お店

やさん麗店ゴの段結（区闘を，今，§の前にいる子

供たちは，必要としていない．「秋のお店やさん謡は，

このように，「講一蚕」　らしい譜面がないまま，つく1タな

がら，いろいろやってみながら，行われた。

　「秋のお店やさんは，これでおしまい」教麟は，まだ

続けたいという子供が多いにもかかわらず，あつさ1｝
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と活動に1蒙饗1｝をつけた、。野僕たちは，秋のお店やさ

んを露分なl／に楽しんでいるものの，その活動は停滞

してきていた。，濤i勧をステップアップさせるきっかけ

がほしい，，Fこんなことをしたらもっと楽しくなるかも

しれな醤虜んなでこんなことをしたらどうだろ列

そんな見通しと意欲をもたせたいと患ったからだ。

　そこで，まず，議動を娠諺返ることにした・、多くの

二野僕たちは，「秋のお店やさんは楽しかった。もっとや

1）たい」と誘う、では，どこが楽しかったのか、，もっ

とどんなことをや1｝たいのか、「にこにこマーク」と

「こまったマーク」を使い，懲懲を饑し合った。，

○　私のつくったクマを，お客さんが「これかわ

　いいね3と言ってくれた。

○　しお蓄｝やさんでしお1）を6つ買って戻ってき

　たら，お客さメ）がいっぱい来ていた。

○　予約がいっぱいあつで陀しかった。

○　お客さんが来て，いっぱいしお1｝を買ってく

　れて嬉しかった。

○　みんなステキなものをつくるんだなと思った。

○　しおりをつくるのは難しかったけど，だんだ

　ん楽しくなった。

●　ぼくたちのやおやさんは少しだけ売れたけど，

　ぼくの野菜だけ売れなかったG

●　売るものがすぐになくなってしまった。

○　つくっているうちに終わってしまって，友達

　のお店に買いに行けなかった。

●　お客さんがあま弩来てくれなかった。

　振舞返ることによって，「お客さん」という言葉がク

鶯一ズアップされてきた。お店やさんは，お客さんが

来てくれるからこそ楽しいのである。お客さんがいっ

ぱい来るお店をつくむたい。お客さんが喜んでくれる

お繕にしたい。子僕たちの意識は，一人一人が秋の遊

びを楽しむことから，「お客さんゴという「ひと1との

ふれあいを楽しむことへと変化してきたのだ。そして，

このことを§覚させていくことが「紳闘意識諜や「相

手意識」を高めていくことにな1），「お店やさんパワー

アップ大作戦」の漂動力になるはずである。

3　「お店やさんパワーアップ大作戦」開始1

　蓄／糞分のや鞍たい活動を探し，見つけ，熱中する

　子僕たち

　その頃，地学綴から秋祭りに招待された手繰たちは，

雍分たちとは異なる趣向を凝らしたお店やさんを「お

客さんほとして楽しんだ。また，2年生に教えてもら

った「おもちゃをつくってあそぼう」では，身近な廃

贔を法嗣しながらつくって遊ぶ活動にとても興味をも

った。そして，2年生の「やさしさ」や「すごさ葺を

2巷醗一番2

実感した，

　隠あ，今度は議分たちのお店をつくろう」身近な材

料を持ち寄需，お店やさんづく鞍が始まった。厚紙び）

こま，ぶんぶんごま，フライングシュ一夕…，調l／箸

鉄麹・幸・，男子の多くは，2年生に教えてもタ）つた

おもちゃづくシ1を楽しんでいる。女子一の多くは，ケー

キ，ピザ，勃勃，バ・ノグー‘と，秋のお店やさんで

の悪いが続いている．

　つくン｝なが言），お籍やさんの名前が変わるグループ，

伸閥が変わるグループなど，子供たちの活動には，小

さな変化が見られる。露分の活動にもっともっと熱中

し，つくることを患う存分楽しんでほしい。そこで，

教錘は，つくる楽しさをさらに広げるようなヒントを，

髄に応じ，活動に応じて与えていくことに努めた。

○　すずらんテープの濁蟻に紙コップを付けたら，

　声がかすかに聞こえるよ，

　→　すずらんテープの代わ瞬こ纏い鋭金を使っ

　　たらどうなるだろう。

○　トイレットペーパーの芯でウサギができたよ．

　→　紙コップでもいろんな動物ができそうだよ。

　　（食いつきかめさん，ゆらゆらパンダなど1

0　硬い紙でこまをつくったよひバトルしょうよ。

　→　先生の王冠ごまは迫力あるぞ。紙醗やフィ

　　ルムケース，ヨーグルトカップでもこまがで

　　きそうだよ㊤丸くなくてもよく認るよ。

○　塞善）箸鉄砲はつくるのが難しいよ。

　→　○○君と一緒につくってごらん。

　　こんな吹き矢でも的当てはできるよ。

　21多様な子僕たちの活動と教範の逢い

　子僕たちは，ギ早くお客さんを呼びたいま「もうお店

やさんを始めよう」と言う。しかし，その様子を見る

と，家でも康の晶鞠や看板をつく鞍，着々と準備を進

めている子僕がいる一方，お店やさんの名義は決めた

ものの，つくっているものはその擁度変わ善｝，蔭品ら

しいもののストックがほとんどないグループも少なく

ない，、ヂお客さんが来てほしい」と言いながら，今，お

客さん炉来たら，どう応対するのだろう。

　授業づく鱗こおいて，教蠧毒は，子膜の発達段隊を考

える。学綴の実態は愛々と言う。一人一人を見つめ，

その内癒に寄り添おうと努力する。そして，一人一入

に寄シタ添い，一人一人に応じたと思われる支援をしな

がら，学綴全体の活動を緩織していく。

　「お店やさんパワーアップ大作戦」も，つく1）ながら

遊び，遊びながらつくる活動を十分に行った上で位置

縁けたつも琴である。したがって，どの子も，多かれ

少なかれ「晃通す」意識をもっているはずである。し

かし，どの子も，お客さんをほっき1うと意識し，「擬病
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薩簿jとゼ開店」を明確に区離しているとは醸らない，

それは，教麺の支援不足から来るのだろうか。そして，

その区甥をさせるように支援していくことが教懸の支

援なのだろうか．

　教縣の迷いとは対照的に，子供たちは，藤贔らしい

繭贔がなくてもほとんど気にせず，お店やさんのコマ

ーシャルの絹談を始めた、

3）臼分のこだわ垂∫を探し続縁る子僕の姿から見え

てきたもの

　…人一人違う多様な姿，次々に活動を変えていく姿，

見通しが発えにくい姿』子瑛たちのそんな姿を暮の当

た鱗こして，教縣は，今している活動の愚昧は鰹なの

か思い樋んだ。これからの活動をどう溝馨していった

らよいのか迷った。しかし，子撰iの活動に込められた

意味（なぜ，今，それをするのか，侮を考えながらそ

の活動をしているのか）がほんの少し見えてくると，

その子のよさが見えてきた。そして，その姿から，今

　②　多くの友達とかかわる中で，濤分のこだわもナを

　　晃つ暮識していく健太郎

　健太郎は，なかなかや毒｝たいお店やさんが見つから

なかった，，紳のよい友達と木の稜で舞やパチンコをつ

くってみたが，熱中できない．侮をつくるでもなく，

棒を振1ラ鬱した1｝飽のお店やさんを見に行ったllする

時覇が続いた，

　次の蒔聞，健太郎は，

まだお店やさんを開店し

ていないにもかかわらず，

飽のお店やさんに行って

は弊闘に入ξ），一緒にそ

のお店のものをつく弩始

めた．そして，また，お

店を変えてはその仲賜に

入惨，講様の活動を始め

た。そして，その欝の活

計グ 均一罫

　彗捲鞠｛荊て鰭羅
　鯵○㊤

纈凝鮮
こぬ　ぴぱぜぬにごこマ

農劉賢糧も戯つ鰍

後の方両性も見え始めてきた．

　⑦　霞分の活動にこだわ垂ナ綾ける中で，仲購づく鞍

　　をしていく蜷穂

　職1穂は，2年生がつくった蓄1り箸鉄砲に興鎌をもっ

た。や鞍方を教わってゴムを飛ばしてみると，怪獣の

的に見事命中し，金メダルをもらったな「自分の暴辱箸

鉄砲がほしい」簾穂は，簿度も2年生につく掌）方を尋

ね，とうとう糞分でつくれるようになった。

　購穂は，迷わず書駒箸鉄麹のお店をつくることにし

た。鰐度かお菓子やさんやペットシ葺ップをしている

友達のところに行って一緒につくってみたが，すぐに

戻ってきて，一一人で黙々と割参箸鉄麹をつくった。興

味をもってやってきた慾火や健太郎につく静｝方を教え

ては，また一人でつく葦｝続けた。

　次の時間，環穗と智之は観を壷べて活動していた。

瑞穂は権変わらず書駒箸鉄麹をつくっているが，智之

は，発泡スチロールのトレイを使い，家で考えてきた

というフ孝トフレームとキーホルダーをつくっている。

二人はあま瞬議すことなく，嚢分の活動を続けた。

　「さあ，いよいよお客さんを舞乎ぼう斐「招待状を書こ

う」「コマーシャルもしたい」「チケットもつくき）たい

な涯子僕たちの思いは高まった。「コマーシャルができ

たグループは，ちょっとやって見せて」教麟の問いか

けに，瑞穂は真っ直ぐに手を挙げた．そして，智之と

一一 盾ﾉ，発表した。

「わたしたちは，『割鯵箸鉄建十かざ移やさん選です。

　割鞭箸鉄建で的に当てると，簸善フがもらえます」

　鶏穂は，自分のいちばんや鯵たい活動を続診る申で，

同様毒こ自分の葉轟動｛ここだわ諺輩受ける智之に気｛サき，　自

分のお店に来たお客さんを毒ばせるための方法を，智

勤の華冬わ琴に巻のようなカードを書いた。

　健太嚢暴は，次々にお店やさんを変える自分の姿を

r族∫と称し，いろいろやってみながら，§分のや弩

たいことを探し産そうとしていたのである。

　健太躯は，その後も，害麟箸鉄砲に留まることなく，

こまやカード，糸電話や吹き矢などを次々につくって

みた。ようやく，くじ引きでカードがもらえるカード

やさんになることを決め・コマーシャルの練習もした。

　いよいよ撰待する6奪生の教室にコマーシャルをし

に行こうとしたとき，健太郎は，突然，「やつ1譲り吹き

矢やさんになる」と言った。そして，羅嬬で，しかも

たった一人で，吹き矢やさんのコマーシャルをした。

　いろいろな友達とかかわ翰，そのよさを感じながら

も，健太躯は，露分のいちばんや弩たいことを見つけ

撫していったのである。

　4／楽しさの儀纏と活動へのエネルギー

　思い簸んだあげく，教轟は，子僕の悪いに任せるこ

とにした。つく1りながら遊び，遊びながらつくってい

る子僕たちは，とても楽しそうである。その楽しさが，

衝にもまさる徳麺をもっているように患えてならない。

次々につくっているものが変わっても，簿やさんをし

ているのかがよく分からなくても，子妻たちは，つく

っては友達に自擬し，また鯵かをつく諺始める。や一）

てきた6年生と，一緒につくって楽しめばいい。

　その証鍵に，子供たちは，「早くやき｝たい」とせがん

だ。§年生にお店やさんをする暮を知らせてきたのに，

「もっと早くや経たい」と言い，馨に翫こヂ家でもつ

くってくるね涯と言う子が増えてきた。

　魑人差はあれ，子妻たちは，お店やさんへのイメー

ジを具体免し始めている，これは，活動に録する晃通

しの芽生えであ豊），活動へのエネルギーに飽ならない。

之と一緒に見つけ翫したのである。
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r簾階晶鷺騨織霧粛・
、凝，縦筋囎睦難癖鵜ま騰だが，1
　これまでの活動への満足感や疲就感を陳わい，蔭／一

　己肯定感につながる活動にしたい、学級内での活

　重勇とは玉垂う　「｛響善縁を感じ耳翼ることによ鞍，｛拳闘

　意識や緩手・意識を高めるき・）かけとしたい。　琴芝

　バラバラで移1｝気に箆える活動に隠されている子
鰍ち鋸瓢、や鵡ノレギ綾，蹄都聴諏1

　ってほしいし，　一緒に活動を楽しんでほしい。

　　教瞬は，この子礁たちだからこそ，どうしても

　6年生と交流してほしいと思った。

　　ここにいるのは，甕分のや診たいことだけに精

　一杯で，ややもすると露分のや1）たいことは驚な

　のかすらも曖昧な子僕たちだ。行き当た弩ばった

　1｝で，見通しがなかなかもてない子換たちだ。し

　かし，そこには，単に「幼稚ijだとか「察己中心

　的」だと；かでは片｛サけられ．ないエネルギーがある、〕

　このエネルギーを，教編以外の人にも感じ取って

　ほしい。それが，この子供たちを認め励ますこと

　に綾ならないのだ。そして，最■ヒ級生として玉隼

　生とかかわり，その様々な姿をすべて包み込む

　ギやさしい目」を奮ててきた6年生であればこそ，

　そのエネルギーに気付くことができるのではない

　かΩ

　　教懸は，意見が分かれ，誰にしようか決めかね

　ている子供たちに議した．F先生は6の3を招待し

　たいんだ。だって，スポーツフェスタの時，すご

　くお量議になったでしょう。応援合戦の踊諺を教

　えてくれたし，みんなの名鋳を大きな声で呼んで

　くれたよ。　トイレに連れて行ってくれた弩もした

　よ。スポーツフェスタ以外でも，声を掛けてくれ

　たを〉，一緒に遊んでくれた蓄）しているよ」

　　子僕たちは，教編の意見をしっか1）と輝き，6

　隼生を招待することに賛成した。

4　パワーアップしたお店やさん

縁麗憲薩薄　教締の緊張と子盤たちの鰯待

　お店やさん閉店の嚢が来た。この霞のために家でつ

く1〉ためていた饒弩や小勃を大事そうに持ってきた子

がいる…方，やる気は誰にも負けないが，蔭品らしき

ものがほとんどない子もいる．予葱通1）である。そこ

で，予定通を｝に開農前の最終確認を十分に設ける。

　観を豊べ替え，品魎を壷べる。観覧臆やコーナーを

つくる，子供たちは，その時になって初めて，慈晶が

少ないこと，壊れているものがあること，吹き矢の弾

（矢？〉が飛びにくいこと，影麟場のストー琴一が未

完成だったことなど，不簿がたくさんあることに気付

2鱒3一至2

く．大人の感覚では，ここで焦ってしまうだろうが，

許僕たちにはそんな様二許は見ら就ない。いつものよう

に，馨讐ステ…ションや遊興コーナーから必要なもの

を持ってきて，優雅に（？1修繕や製作を始める，

　■一方，教麟の方は，予想していたとは言え，気が気

ではない，、教縣だって来てくれる6奪生に楽しんでほ

しい。来てよかったと慰ってほしい，、内心とは裏駿に

平静を装いながら，竹トンボならぬ紙トンボ，王冠ご

ま，紙雛や紙コップの露盤などがっくれる製作コーナ

ーを灘意する、、フずルムケースを弾にした吹き矢（鵡

憂曇こ試作1を，さ辱気なく吹き矢やさんのi鋳でやって

みる、いざというときを考え，害獣｝箸鉄砲，的にする

鬼の入形，錬金の糸叢誌！錆金電謡？），紙コップでつ

くったカメやパンダなどを，いつでも議せるように教

牽の陰に羅く。かごの申の教縣灘修繕グッズを確認す

る。影麟場の観覧癌に塵を｝，摸擬■L縷をせがむ。

　購店時亥彗は灘一麟と迫る。ようやく，ペット＆かざ

りやさん，小掬やさん，ゲームやさん，カードやさん，

書駒箸鉄麹やさん，吹き矢やさん，なんでもやさん，

お菓子やさん，影麟場と，子棋たちが趣向を凝らした

お店が開店した。しかし，全て未笈成である2ただ一

未完成であ2頂も，子盤なちは，「早く6年生炉来てほ

しい一命すぐ来てほ髪い雄と額っている。やる気と鵜

待は十分に｛云わっ■くる。これで繍いのだ。これが木

切なのだ翫きっとこのことにこそ癒値だあるのだ。

　21お客さんがいっぱいi

　6隼生がドヤドヤと教室に入ってきた。子僕たちの

歓声と笑顔。しかし，その笑顔の中に極めて緊張の色

が走る。菊入のi隼生と37入の6隼生．教室は入，人，

人でいっぱいになる。

　あんなに彊弩切っていた子僕たちだが，一瞬ためら

いの表婿を示す。どう働きかけていいか分からない。

しかし，6隼生がおだやかな表嬉で謡しかけてくる。

「ここは，舞やさん？」「ここではどんなことができる

の？」緊張のためか声は小さいが，一生懸命に説明を

始める。「ここは，吹き矢やさんです。的に当たると，

景品がもらえます」鰭彗諺箸鉄鉋で的を当てると，この

餡転｝がもらえます」「これがおすすめ薩品です。これを

買うと，こっちのおまけが付いてきます」

　いつの闘にか，子｛其たちは堂々と6年生に…議しかけ

ている。背の高い6年生がひざ立ちにな弩，i隼生の

駐の高さになって一生懸命に話を聞いている。6年生

の女の子講堂が，袋に入れたたくさんの品勃を取り墨

しながら，互いに自優し合っている。「先生，6年生は

ズルしたんだよ」文句を書っているはずの翌年生の顔

が笑っている。
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　3／6年生とのふれあ疑の中で，會分らしさを発揮

　　する子僕たち

　．1）勇気を識して霞分の品物を騎霞することによ鯵，

　　顯いを叶えた総毯

　総毯は，ヂ秋のお店やさん」で，友達数人とやおやさ

んになった。お萩1紙や叛1）紙，ペットボトルやトイレ

ットペーパーの芯などで，大穣や人参，椎茸や訟茸，

粟や輔をつくった。つくったそばか現）売1タ，発計）手に

なったかと思えば買い手にもなるという活動の中で，

やおやさんにも韓人かのお客さんが来て，品勃もそこ

そこ売れた。しかし，総毯のものはiつも売れなかっ

た。

　あきのおみせやさんをひらきました。まず，し

お辱やにいって2つかいました，，つぎに，ペット

ショップにいきました、ペットを2つかいました。

やおやですこしうれました。でも，ぼくのやさい

だけうれませんでした。こんどは，いっぱいうれ

るといいです。

　「お店やさんパワーアップ大作戦釜が始まったとき，

裕毯は，「今度こそお客さんに買ってもらいたい」と懸

った。一ノ㌧黙々とつくることオ唾予きな嘩谷毯は，　お店の

名麟をrなんでもや」に変え，乳酸飲料の容器にお花

紙を詰めたジュース，邸パックを篤いたプチケーキや

たこ焼き，紙灘に色紙をトッピングしたビザなどを次

々に考え，つくっていった。蒔々手を止め，広告の窮

辱抜きを篤いたクッキーやケーキ，マツボックリのオ

ーナメント，審鈎箸に毛糸を巻いた「ポヅキーゴなど

をつくっている瞬じグループの友達と欝か楽しげに議

しては，また，自分の観に戻弩，製作を続けた．

　お店が開店し，軒なんでもや」に6隼生がやってきた。

子僕たちは，ヂおすすめ蕎品盛を紹介した弩おまけを付

けた辱して，晶麹を売善さばいている。しかし，裾胞

は，品物の麟に黙って立っている。密趨1は，宣伝する

のが現ずかしいのだ。お客さんに声を掛けるのをため

らっているのだ。F秋のお態やさん」で総也の野菜がi

つも売れなかった理由も，ここにあったのだ。

　教麟は，透くにいる6年生にそっと耳打ちした。「あ

の子のお誌，聞いてあげて」6奪生のお兄さんが，近

づいて誌しかけた。新これはなあに？」ゼこれはオレン

ジジュースで，こっちはメ灘ンジュース」顔を真っ券

にして伏し霞がちながらも，総省は一生懸命応えてい

る。「これ，ケーキでしょう。おいしそう匪6年生のお

嬉さんたちも集まってきた。観毯は，穣変わらず顔を

赤らめながら，ケーキやたこ焼きの説明を続けた。

　饒店後に書いた総毯のカードは，「うれたよカー纏

とネーミングされ，ニコニコマークの下に夢オレンジ

ジュースとケーキがうれてうれしい雄と書かれていた。

　②　多くのお客さんに支えられ，鄭藷の影人形灘を

　　楽しんだ懲人たち

　慾火，純一，秀平らは，お篠やさんの準備を始めた

唾から，褻影麟場をする3と言い続けてきた、しかし，

実鰹には，こまをつくって鬱した弩，鎌金の糸電話や

フライングシューターをつくったを｝と，その薬嚢活動

がちがっていた。，本当にやるかどうかを疑いながらも，

教麟は，〔）琵Pとカーテンのついた紙芝居縦麟場枠を

零意し，ステージと観客露をつくることを提案した，、

慾火らは，材料ステーションや筆入れの中のものなど

を手当た1うしだい硬し鐵し，大喜びで遊んだ。しかし，

長1続きすることなく机毒こ艇身），簿かをつく静）始めた、、

　悠人は，広告から窮鯵取った時誹を顔にした「とけ

いマン！をつくった。さっそく影麟場で験し戯してみ

る。影になると時計とは分からなくなるが，そんなこ

とを気にしているそぶ雛ま全くない。「麟場だから，お

謡を考えて練習しなくちゃねま教麟は穂度となく声を

掛けた。「うん，分かってる涯いつも講じ答えが返って

くる。しかし，権談した1フ練習した1）する様子は見受

けられない。どうなることかと心翫だったが，教締は

開き直諺，成琴行きに｛壬せることにした。

　6年生がや

ってきた。影

麟場の観客鷹

に，次々に6

隼生が穫る。

慾火らは，お

客さんが来た

だ吾ナで，もう，

有獲天である倉

患いつくまま醸すうちに，定規など透購なものの写辱

方に興鐸泰をもつ．「とけいマン」毒§格里子いいと言わ葦生，

嬉しくなる。カーテンの裏灘に紙を難辱，それをパッ

とはがして「とけいマン」登場という猛緩みも考えた。

篠入らは，お客さんの反応に大満足だった。

③悪いついたものをその場でつくって売る楽しさ

　　を味わった勇輔

　勇輔は，工作が得意である。登校してくると，材料

ステーシ璽ンの廃品を使って，侮かをつくっている，、

休み時限も紋諜後も，一人黙々とつくっている。マイ

ペースで，友達と根談した篭手を貸し合った1フして活

動するまでには至っていないが，友達の近くに自分の

観を差べ，その縛その時で，自分のつく弩たいものを

つくることに熱中している。だから，勇輪には，お店

やさんと書っても商品のストックはほとんどない。「ゲ

ームやさん」のメンバーには入っているが，6隼生が

来たとき，ゲームやさんをするとは思えない。

　お店やさん購店の数麩羨，勇輔は，摩紙に毛糸で数

字を書き，キーホルダーをつくった。舞人かの先生に
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プレゼントしたところ，とても嚢ばれて大満廷だった，

放課後も，勇縮は，そび）キー∫舞レダーをつく1ナ続けた、

醇年能が来たときも，勇輔はキーホルダーをつくり続

捗るのではないか．教鯨は，勇輔のつくったキーホル

ダーを袋に入れてとっておいた

　6年生がやっ
てきた。、孝突舞毒｛ま．

なかなか活動を

始めない勇輔に．

濁のキーホルダ

ーを渡した，し

かし，磐輔は，

それをお店に豊

べようとはせず，相変わらずうろうろしている。勇輔

は一づ本簿をしたいのだろう。気1こはなったが，具体的

な受手菱善書思い浮オ冠ま『ない。しばトらく牽蒙子を見ることに

し，教編は，その場を離れた．

　ふと気で寸いたとき，難事毒の藷董諺に数人の6年生薄書集

まっている。ストローを窮ってつくった「たばこ」を，

悪露そうにくわえては，臓から煙を墨すまねをしてい

る。なぜ「たばこ」なのかは分からない。しかし，友

達となかなかかかわ鞍をもてなかった勇輔が，年上の

友達（上級生1と，「たばこ」を還して，自らかかわ暮）

をもっことができたのだ。

　＠　欝分のや垂ナたかったことを克つ雑獲賑進んで

　　6隼生とかかわった健太郎

　露分のやむたいものを克つ謬るためにいろいろなお

店を懸る「蕨珪を続け，コマーシャル直薦に自分のい

ちばんやりたい「吹き矢やさん」を見つけ産した健太

簾。この馨，健太衰萎は，紙に捲いたポケットモンスタ

ーの的を数枚持ってきていた。そして，賠る場所もし

っか舞と決めていた。ただ，ティッシェを充めてつく

った吹き矢の弾がうまく飛ばない。吹き矢の鶴の数も

少なく，たくさんのお客さんに対応できそうにない。

　教懸は，フィルムケースを弾にした吹き矢（聴響に

試舞）をさ弩気なく渡した。健太郎はそれを数暴試す

と，今度は材欝ステーションから載料を持ってきて，

いつの闘にか「吹き矢やさん」のメンバーになった大

介や費弼、と一緒に，吹き矢をつく1）嬌めた。

　健太鄭は穫極的に6隼生を逓え入れた。ルールやコ

ツを露分な瞬こ考え，一生懸命に説萌した。お客さん

は縫えることがなかった，開店後，健太郎は，笑顔で

「ああ，疲れた」とつぶやいた。

　⑤　こだわるナ綾雛たことを新しい根手の前で表現す

　　ることで魯繕を深めた瑞穂

　「お店やさんパワーアップ大作戦ゴを始めたときから，

審垂）箸鉄建にこだわ舞続けた瑞穂、，この1ヨも瑞穂は，

舞ll箸鉄砲をつく辱続けた．書駒箸鉄砲の的当てで，

2総3一稔

叢たった人に碧之のつくった簸1タをプレゼントするだ

けでなく，溺1｝箸鉄砲がほしいノ、にはそれをあげた弩，

つく1ナ芳を教えた1｝するサービスも始めたのだ．

　箸車｝繁多実蕪…をつく

る歪講穂の表1憲は穏や

かで，余総さえ感じ

られる。、§年生に峯交

えてあげることので

きる義姦しさ毒｛，｛本≦≧

体からにじみ出てい

るようだった．

　きょう，おみせやさんをひらきましだ、おみせ

やさんをひらこうとしたとき，6の3がきました．

6の3がきたらきっとたのしくなるにちがいない

とおもっていました，おみせがかいてんしました。

みんなは，太いそぎで，かったりもらったりして，

すてきなおみせがゆめのようでした。

　きょうはたのしくてうれしい。かんどうです。

そして，かざ彦｝がう垂｝きれてしまいました。ちょ

うど先生が「へいてんで一すユといいました。わ

たしは，とてもうれしかったです。

4／互いの姿から学んだもの

次の嚢，6隼生から手紙が雇いた。

　　　　　　《噂の3のみんなへ》

○　きょうは，こんなに楽しいことをやってくれ

　てあ弩がとう。　…　　わたしたちは，i年生と

　いっしょに楽しめました。　・＋・縢

〇　きょうは，とっても楽しいお祭弩に招待して

　くれてあ詮）がとうむ一・かわいい小掬やお菓

　子があって，おもしろかったです。麟や的当て

　もとても楽しかったよ。3壽のみな　ん1誌

　識や1て来てよかっ女と患った。
○　董の3のみなさん，楽しいお店に誘ってくれ

て劫がと㌔繍§劉がんばってレ｝

　のでお曳んのぼたξご罧iかった
　です。そして，どのお　もみんなら　藁が崖て
　へ　　　　　　　　　　　

　諺1　搬んみんなからもらった藤品
　は，大事に大事に死海までとっておきます。

○　きょうは，楽しいお凄を開いてくれてあを）が

　とう。＋＋・購いたのは，みんな銭こ

　款・熱轍っ！いたことだよ・
　縣ぱ　　　　　　　　　　　暴勇・けて

　講驚薫難路諮．」翻潔
盛為婆瀦瓢．一
巻聯惹翻一志無縁諮一熱
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○　董年生のみなさん，ありがとうございました。“

　どんなものを襲てたl／するか迷った修して，審

　たった瞬まずれたりいろんなことがあって，畿

慰照臨勲悉滋鏡　艦》縣鯖の訴．麺鵬竃

ふ無臨一ゑ越　鮎擬爆毛瓢ゑy雰こ諾翫

　6隼生は，i葦生の一生懸命さを十分に感じ取鞍，

だからこそ，「お店やさん」が楽しくなったと考える一

種‡墨な「藤島」の中に，　玉無三生らしい，　しかも，…一入

一人異なる工夫（よさ）をしつ力嘉）と見つけ，素直に

認める，　さらには，一一生懸善言ξこ自分たち‘こ種書き力詫ナよ

うとする1隼生の姿に，「やさしさ」を感じ取る．これ

は，6年生がやさしさをもってi庫主に接しているか

らこそ，感じられるのである。

　最初は，、鉱級生として玉隼生に接していたにちがい

ない6年生であるが，いつの聡にか，新お鷹やさん」甕

体の楽しさにのめ善）込み，ますます楽しくなっていく。

i年生は，ますます得意になっていく，、

　教室に戻辱，お礼の手紙を書き始めた6無生は，「i

年生を見ていると，1隼生の漿の自分を患い癒しまし

た」「当たるとうれしくなるし，商贔ももらえるからい

いけど，はずれるとくやしくてもう｝懇や鯵たくなる

し，それで当てると，i発で当てるよ鯵うれしくなる

のでおもしろいです」と書いているように，まるで工

隼生のようにはしゃぎ縁った衰分に気付いていく。譲

○　いつもあ1｝がとうね　できないことは乎つだ1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ　ってくれてありがとう．総！ん廓蝋ゑ鯨1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
　翻盤篇洗またやりたいから、　　1

　手紙への返事を書くことで活動を振り返った子僕た

ちは，忙し過ぎて飽のお店に買いに響けなかったのに，

とても楽しかったことに気付く…「売l／切れj　lこなる嬉

しさを実感する．、お店やさんには，品物がたくさん必

要だったことに気付く．、

　一緒にや一）てくれたこと露体が「あi／がとう」なの

鋼を見てあげなければならない蝉象でしがなかったi

だ。自分たちの働きかげに録し，表精や態度，

どで反応を示し，患いを伝えてくれたことが，癖よ1｝

も嬉しいのだ。だから，にこにこと楽しんでくれた6

年生とのふれあいの時間が，霞分にとって最高の宝魎

となる．そして，今までは，6年生に手を貸してもら

ってばかシ｝いたけれど，今度は，露分がしてあげられ

ること薄書きっとあるに違いないと患う，、

　学奪の枠を超え，予僕たちは互いの春夜を認め奮っ

ている。互いのよさを認め合いながら，互いを補い合

い，霞分ができることを見つけ癒そうとしている。

5　多様性の意味するもの

隼生との鋲離が，ぐっと近づいたことを感じる。

　i隼生は，自分たちよりずっと大きな6無生が，自

分たちのことを「やさしい」と言い，Fすごい」と言っ

ていることに，驚きと毒びを感じる。嬉しくて嬉しく

て仕方ない。早速，得意になって返事を書いた。

　　　　　　《6の3のみなさんへ》

　○　いっぱいかってくれて，どうもあ謬がとうご

　　ざいます。旛駿砧うぜ　辱｛と’。
　○　わたしは，6隼3くみのみなさんがきて，と

　　てもうれしかったです。わたしは，熱5綿

　　息漁≧のにたの　かったです・おもいや鯵が

　　あるお手がみ，ほんとうにあ1うがとう。

　○　きてくれてあξ｝がとう。懸鎌．謝

　　編虚識灘舗総　○　手がみあ1うがとう。また，おみせやさんにご

　　しょうたいするよ。つ轟“はいつぱンい撚

　○　ぼく，6年生がにこにこしててとてもうれし

　　かったよ。ぼ“くのた玉らものは，3つ　るよ。

　　ゲームでにこにこして蘇羅
　　6琵．、とのたの1いじ・ん．あ＞iつは．論底

　　　のと　も｝蒸し藷たのしかったよ。

　嘩1混沌としている中に見えてきたもの

　子僕たちは，活動を通して鰹かを感じ考えながら，

次の活動を見つけ諾していく。それは，子僕たちの内

嚢から溢れ請してくる欲求である。決して，教舞が与

えていくものではない。子僕たちは，「探しものを探すゴ

ような活動を繰脅返しながら活動を発展させていく。

だから，教晦の最大の徒事は　ゼ子婁の心持ちに寄を）添

う涯ことである．ゼすべての活動はその子の発達にとっ

て鰹らかの意陳がある1ことを心に置き，子供の活動

に肯定的な意嚢泰付けをしていくことである、，これ1ま，

全くの子供任せということではない．意味付けは癒蓬

の方緯葬鐘ζすであ弩，孝食毒零の嚢蓬嚢薮窪舞善書大きく反鐸更する。

「求める子婁の娑婆をしっかき）ともっていなければ，適

窮な意味｛寸尋テはできない、，

　しかし，たとえ明確な「求める子供の姿」があって

も，子婁の姿にあま獣こも変化が見られないとき，あ

るいは，次々とめまぐるしく変化し，擁をや鯵たいの

かがよく見えないとき，教緬は，子供の活動1こどう憲

味付けしたらよいか分からなくなる。これから，活動

をどう発農させていったらよいか分からなくなる。

　また，教導毒は，「子供の心持ちに寄身｝添う」ことを心

掛けながらも，往々にして「活動の発展」を急ごうと

する。そして，ややもすると，盛分の矯じる「波長の

遍程諜に，子供を強引にはめ込もうとする，、しかし，

一計撲は，そう簡単には教輝の患い通1りにはならない，

欝の薦の子供の姿と自分の患いとの大きなズレを雛の
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墨た1｝にして，教輝は大いに績む，，、

　「お農やさんパワーアップ大魚戦」に取1）緩む子妻た

ちは，ことごとく教麺の鰯待を裏切っていった。ザ影麟

場をやる」と巻いながらも，次から次へと異なるおも

ちゃをつくる子供たち．次々にお店の名前や弊闘が変

わ鞍，粥をしたいの；かがよく疑えない子供たち。「お客

さんがたくさん来るお店にする璽と臓では言いながら

も，つくった「藩贔」をストックしょうとしない子供

たち。子黛らしさが光る素購らしい発想や工夫はそこ

ここにあ翫），教嚢羅ま一生懸命にそれを取1）上げ，零奉賛

し，藏めようとしているのに，その輝きは…瞬で，十

分にしみ込み広がっているようには感じられない。

　焦弩，簸みながら，教蛎は抵銃を続けた。子僕たち

の霧を引くような参考作品を霧意する。欝露的（あく

までも教懸の尺度での計露盤1に活褻をしている子僕

を大げさに称賛する。「こんなふうにしてみたら？」

「こんなことはしなくていいの？」操作的とも言える麟

言を繰弩返す．しかし，子供たちは，嚢分たちのペー

スを麟さなかった。

　教蘇の心灘をよそに，6年生は，ありのままの亙隼

生を，ごく自然に受け入れていく。あ鞍のままのi年

生の言葉や姿に素直に反細し，その子らしさを認めて

いく。青郷びしなくていい。未完成でいい。子僕たち

は現在進行中で　今のこの特認の申でも，新しい思解

や願いをもち，前進している。

　学習活動は，整然とした形をつくることではない。

露分自身が変髭・発展し，成長していくことである。

一人一人が，自分な辱の遠筋と速さで，離進していく

ことである。教嚢蒙は，一人一入異なる子漢を完全に遅

解することはできない。たとえ十分に選解できたとし

ても　子｛灘ま新たな変化・発展を見せるだろう。だか

ら，その都度子鍵に寄孝）添い　その都度意練付けを試

みるのだ．子僕たちの活動の意陳や内嚢は　混沌とし

て懇単には分からないからこそ，きっと，多様な懸纏

や大きな発展1の可能｛塗があるのだ。

　21多様牲を見つめ，多様牲を発揮させ，多様姓に

　　寄琴添う

　　～生活科授業づく辱のエッセンス～

　生活科は，ヂ未分化」とされる発達段鐸巷に佳麗｛寸けら

れたものであるからこそ，子鍵の混沌とさえ見える

「多様牲達を見つめ，大切にしていきたい。活動を型

にはめることなく，多様性を患う存分発揮させるので

ある。そして，その多様性を互いに認め合い，多様牲

に寄り添った活動講戒を舞っていくのである。

　そこで求められるのは，次のような子婁の姿である。

　様々な「ひと，もの，こと雛に露分な幹ナにかか

わる中で，多様な憾値観を認め合いながら，魯分

を見つめ，實分らしさを発揮していこうとする芋

2§駐3一τ2

　子供たちは，「露分らしさ」を生かしながら，「露分

のこだわ絹を求めて続けていく。友達とかかわ弩，

活動を変化・発展させながらも，こだわ静続けていく。

さらに，予棋たちは，身透な友達との様々なか；かわを｝

の中で，す蕊違いや｛藝突を経験し，自分とは異なる飽

者の存在に気付いていく，そして，異な弩ながらも共

通の視点や場に立ち，子供属土が互いの心持ちによ軽

添うことで，友達の「ちがい」（多様性）を受け入れ，

そのよさを認めていけるのだ。やがてそれは，自分察

身を見つめ甕し，「露分のよさ」や「露分らしさ」を見

つけ思すことにつながっていく。

　教麟は，常に，子供たちの多様姓を見つめ，さらに

多様牲を発揮させ，多様性に寄鯵添いながら，子供と

ともに学習活動をつくっていかなければならない。そ

して，子鍵たちにも，互いの多様性を見つめ，認め合

い，寄弩添う意識を高めていくことで，生活科の学習

活動は，大きな広がセ｝と深ま今を見せていくであろう。

おわ辱に

　あ謬のままの子僕を受け入れ，子妻たちの多難懲こ

寄辱添う。醤の簸の子撰iたちと悪戦藩籬しながら，そ

の大鰐さについて分かってきたつも蔭ではいる。しか

し・「その子曇を思い「その子」にしていることが，本

当に「その子」の求めていることなのかを考えると，

簿を摂礎にどう考えていいか分からない露分に気盤く。

　子｛奨に寄む添い，子僕とともに学んでいくことは，

マニュアル通航こはいかない。子婁の活動は，実に多

様である．それ隷ど子盤の活動は，多様に懸値がある

のである。だから，ある子婁への見取む｝と支援がうま

くいったからといって，次にうまくいくとは鰻らない。

それが櫨の子｛難こあてはまるとは醸らない。ヂ今匪，そ

して野霧の前の子婁」が，新しいスタートなのである。

　子僕たちは，未来を麟っていく、新しい文化を翻っ

ていく。多様性は羅能性である。その可能性をいかに

認め，いかに掩いていくか。考えれば考えるほど子婁

に寄琴添う難しさを感じる。しかし，難しく考え過ぎ

ると，前に違めなくなってしまう。だから，難しく考

え過ぎずに，やはを），子僕たちのあを｝のままの姿を認

めていきたい。分からなくなったらしばらく見守る。

それでいいと思う。子鐵…人一人に癒魑があるように，

教麟一人一人にも癒値があることを｛藝じ，自分自身の

鰹で，子漢たちを見つめていきたいと思う。

（注）　「生活科で求める子供の姿」についての詳纈は，福島
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