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Ⅰ.は じめに
これまで,教育実習の省察を重ね ることによって,授業におけるつぶや きに応答す る教師の
指導性 を追究 してきたOその際,つぶやき とい う概念 だけでな く,つぶや きを拾 うとい う教師
の行為 を支 える仕組みのあ り方や,つぶや きを拾 う方法論について, 自己の認識 を絶 えず問い
直 してきた｡ なかで も,教育実践開発研究実習で実施 した授業に取 り入れたのは,子 どものつ
ぶや きを聴 く時間を十分に生み出すために,授業をシンプルな構成 にす るとい う方法である｡
教育実践開発研究実習を終えて,授業をシンプルな構成 にす ることの難 しさを感 じた｡難 し
いのは,発間や活動 を選びきるとい う授業構成段階のことだけではない｡発問や活動 を選びき
り実際に授業 を行 うためには,チ ビも‑の願 いや授業の 目的 と,発問や学習方法を,常にす り
合わせなが ら授業に臨んでいかなければな らない｡そのためには,教材解釈 を子 どもに教 える
前に行 う準備 と捉 えるのではな く,教師である自分が物語 と出会 うとともに,物語 と出会 うで
あろ う子 どもが隣にいるつ もりで,教材 を読み深 めてい くことが必要である｡子 どものつぶや
きに対応す る余裕 のある授業構成 を考 えるだけでな く,つぶや きを生み出せ るよ うな発間を構
想 してい くことを 目指 し,つぶや きを拾 うことで子 ども同士をつないでい く力量を高めてい く
ことが重要である｡
本研究では,つぶや きを拾 う授業の構想 を教材解釈 と発間を中心に検討す る｡ なぜな ら,つ
ぶや きを拾 ってい くためには,単に授業の構成 をシンプル にす ることを考 えるだけでな く, よ
りよい発間や学習方法 を厳選 してい くことの前提 となる,教材解釈や子 どもの応答予想 を深 め
てい く必要があると考 えているか らである｡チ ビもたちが教材 に素直に向き合 っている証 とも
いえるつぶや きに気づいてい くためには,教師 自身が多様 な読みの可能性 を追求 し,物語の構
造や主題等 を読み深 めてい く必要がある｡教師の発問や子 どもの活動を厳選 し,つぶや きを生
み出す授業 を構成 してい くためには, どのよ うな応答予想 のあ り方で,子 どもの前に立ってい
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くべ きか とい う視点を教師が もってお く必要があるのではないだろ うか｡
Ⅱ.授業づ くりと学級づ くりを一体 にとらえる教材解釈のあ り方
1.子 ども自身が作品に立ち向か うということ
チ ビもたちに教えるべ きは,作品を自ら読み進 め, 自らの作品世界 を創造す るための ｢自力
読み｣の力であると二瓶氏は指摘 している｡作品のもつ内容価値で も教師の作晶解釈でもな く,
正解 として作品に存在す るとされ る主題 で もない, とい う｡二瓶氏が提案す る ｢
作晶の心｣ と
は,作者が作品を適 して最 も伝 えたいことではな く,作品が読者である自分に強 く語 りかけて
きたことである｡チ ビもたちの読みの多様性 を否定す ることな く,教師の教材解釈 を押 しつけ
ることもな く,チ ビもたちが 自力で作品を読み進めてい く観点を与えてい くことが,教師に求
め られているのであるol
)
子 どもが作品に自力で立ち向か う際には,作品 とかかわってい く様 々な観点が必要である｡
子 どもに示す観点 とは,作品の構造であ り,人物の設定であ り,繰 り返 して出て くる重要な表
現であ り,人物の会話文であ り,主題 である｡例 えば,人物の設定では,作品のなかで誰 を重
要人物 と定めるのか,重要人物は何に とって重要であるのか, とい うよ うに,重要人物 とは,
作品のなかで最初か ら最後まで登場 し,中心人物の変化 に とって重要な人物であると定義づけ
てお くことが必要であるO なぜな ら,子 どもが教材 とかかわってい くための前提 となる読みの
視点の一つであると同時に,子 どもと教材のかかわ りの深 さを左右す るものだか らである｡ 2)
以上のよ うな二瓶氏の指摘か ら教材解釈 とは,子 どもが作品にかかわ りうる可能性 を模索 し
なが ら,子 どもと教材 のかかわ りを指導 してい く視点を明 らかにす ることであると,私は教材
解釈のあ り方を捉 えたo教師は,一人の読者 として作晶に向き合いなが らも, 自分の解釈 を超
えて,子 どもの読みの可能性 に応 える発問や活動 を仕組んでいかなければな らない｡

2.仲間 と読みあう国語の授業づ くり
本来は個人的な行為である文学作品を読む とい う行為 を,学級の仲間 と読みあ うとい うよ う
に,集団で扱 ってい くことには どのよ うな意義があるのだろ うか｡
言葉 を検討 しなが ら想像 した 自らの作品世界 を,同 じ教室空間にいる仲間同士で伝 え合 う過
程が大切であると二瓶氏は指摘 しているo伝 え合いの過程で, 自らの読みの確か さを実感 した
り,反対に, 自らの読みの暖昧 さに気づいた りす る｡また, 自分 とはまった く異なる読みの存
在 に驚 き,文学作品の読みの多様性 を認識す る｡仲間の読みを知 ることによって,あ らためて
読み直 し,まった く違 う読みに至 る場合 もある, とい う｡一人ひ とりの子 どもが ｢
作品の心｣
を受 けとってい くためには,仲間同士で伝 え合 うことが必要なのである｡ :り
私は,文学作晶を読む過程のなかで,本 当に 自己 と向き合い ｢
作品の心｣を受 けとめてい こ
うとす るな らば,それは容易なことではない と思 う｡例 えば,初説で響いた箇所にこだわ り,
作晶の心｣か らはほ ど遠 く, 自己 と向き合 ったっ も り
自分の感 じたままに解釈す ることは ,｢
の 自己満足な読みにす ぎないO なぜ 自分にはその一文が,あるいは,その言葉が響いたのか,
を何度 も問い直す必要がある｡その際,単なる自問 自答 をすればよいわけではな く,仲間の読
みを味わった り,仲間に 自分の感 じ方 を伝 えた りす るなかで 自らに問 うてい くのであるo教師
の教材解釈 もまた,そ うでなければな らない｡学級のよ うに2
0‑3
0人の仲間 と作品に向き合 っ
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てい くことは不可能である｡ しか し,作品 と向き合 う過程 に必ず子 どもを登場 させてい くこと

○○ さんな らこ う読むだろ う｡｣｢
○○ くんにはここに気づいてほ しい｡｣ とい うよ
はできる｡｢
うに,読みの多様性 を尊重 しつつ も,子 どもの実態を踏まえた応答予想 をもとに教師は教材 に
向き合 ってい く必要がある｡ 4)

3.相手意識の形成 によって成立する学級集団
｢
仲間 との読みの交流 ･話 し合い｣に必要なことは,チ ビも自身の相手意識であ り,仲間の
存在‑の誰織であると二瓶氏は指摘 してい る｡ ｢自分は, こ う読んだ｡仲間のあの子は 自分 と
同 じ読みを しているのだろ うか｡ あの子は どうだろ う｡ きっと違 う読みを していることだろ う｡
自分の読み を仲間たちに伝 えたいo聞いてほ しいOわかってほ しい｡そ して,仲間一人‑人の
読み を聞きたい｡｣ とい うよ うに,学級のすべての子 どもたちが, このよ うな思いで話 し合い
に臨む とき,は じめて ｢
仲間 との読みの交流｣が成立す るのだ とい う0 5)
私は,二瓶氏の この指摘 に とて も共感 した.つぶや きを, 自分 を相手に伝 える言葉の育ちは
じめ ととらえている私 も,子 ども自身の相手意識 を大切 に したい と願 っているか らであるO二
瓶氏が,学級で文学作晶を学ぶ意義 を,仲間 との読みの交流に兄いだ しているよ うに,私は授
業において子 どもたちが 自分の意見や考えを, 自分以外の誰かに向かって表現 してい くことに,
学級で学び合 う意義を兄いだ している｡
子 どものつぶや きを大切 に したい と考 えている私が,授業構想 のなかで,つぶや きを生み出
し,教師が拾ってい く仕組みを取 り入れてい くことは重要なことである｡ しか し,いずれはそ
の仕組みがな くても自分以外の他者へ向か うつぶや きが生まれ,子 ども同士が気づ き合 ってい
けるよ うな集団をつ くっていきたい｡二瓶氏が 目指す国語教室において,子 どもが作品に 自力
で立ち向か う力を‑度つけた ら終わ りではないように,私がつぶや きを拾い続 けてい くことで,
子 どもたちがつぶやいている仲間の存在 と,それにかかわろ うとしてい く私の存在 を認識 し,
互いに興味をもち理解 しあえる集団に育ってい くことが最終 削票であるとい うことを認識す る
ことができた｡
Ⅲ

"
サーカスのライオ ン'
'の教材解釈

私は,現職教員 も参加する授業研究会において,"
サーカスのライオン"のクライマ ックス場
面の授業構想 を提案 した｡単にクライマ ックス場面の45分間の授業を構想するだけでなく,本時
にいたるまでに人物をどのようにお さえ, どの よ うな視点か ら場面分 けを し,中心人物の気持
ちをどの よ うに とらえてきたのか とい うよ うに,単元の構造を明 らかに した｡それは,クライ
マ ックス場面を読んでい く際に,その場面だけか ら何かを読み とろ うとす るのではな く,物語
全体 を通 して中心人物の気持 ちが どう変化 したかを子 どもに考 えさせていきたいか らであるo
1.人物の定義 と関係
人物にかかわって,まず三つの視点が示 されたO呼称の違い と定義,中心人物 ･重要人物に
ついてである｡ 3年生のチ ビもたちが どこでつまず くのか とい う点 と,具体的に どこまで教え,
どのよ うに説明 してい くのか, とい う論点で議論 した｡
一つには,人物の呼称の違いについてである｡作品中で じん ざは,ライオンの じんぎゃ ライ
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オンと呼ばれている｡ また,"
お じさん" とい う呼び方で表 されている人物には, ライオンつ
かいのお じさん とサーカスのお じさんがいるo ライオンつかいのお じさんはお じさんであ り,
サーカスのお じさんは じん ざである｡ この点に混乱す る子 どもがいることは予想 され る｡呼称
で腹乱す る子 どもに対 しては,役割読みによって誰 の発言かを確認 しつつ,丁寧に呼称の違い
を押 さえてい く方法や,挿絵の提示や紙芝居 によって,視覚的に人物の関係 を押 さえてい く方
法で対応 しては どうか とい う意見が出 された｡ <表(
丑>に示 しているよ うに,呼び方が転換 し
た場面をふ り返った り,会話 に出て くる呼称か ら矛盾 に気づいた りしてい くことができる本文
に戻 ることも,呼称の違いを確認す る方法である｡
二つには,人物の定義 についてであるO人物 とは,お話のなかで話 した り考 えた りしてい る
人間や動物のことである, と定義 されている｡ この定義 に基づいて分類す ると, じん ざ,お じ
さん,見上げる人は人物である｡見物人やのぼってきた男の人は,人物ではない｡ ここでは,
登場 して くる人たち と呼ぶ｡ (
表②参照)人物の定義について , 3年生の 子どもたちには,登
場 して くる人たちが担 っている役割 に気づ くこともできるのではないか とい う意見 も出たO登
場 して くる人たちは,気持 ちが読み とれない ことか ら,情景のひ とつ としてお さえるとい う｡
今後の検討課題 である｡
三つには,低学年で定義 した人物 とい う観点をさらに深 め,中心人物 と重要人物 を教 えてい
くことの必要性 についてである｡ 中心人物が じんざであ り,重要人物がお じさんであるとい う
点を どのよ うにチ ビもたちに理解 させ るのか｡ じん ざが中心人物であるのは,最初か ら最後ま
で登場す るか らとい うだけでな く,物語のなかで大きく変化す る人物だか ら, と中心人物が じ
んざである根拠 を どのよ うに理解 させてい くのか｡ この作品では,中心人物 と重要人物に しぼ
ることが重要であ り,中心人物は物語のなかで気持 ちや考え方が大 きく変化す る人物である じ
ん ざを指 し,重要人物は,中心人物である じん ざがかかわる男の子,お じさん,お客を指す こ
とを教 えてい くべ きではないだろ うか｡ (
表③参照)
人物の定義 と関係 について議論 してい くなかで,単元を通 して子 どもに教 えてい くべ きもの
と,子 どもの学びを支えるための前提 として理解 させてお くべ きものを,教師が分けて もって
お く必要があるとい うことが明 らか となった0 3年生の子 どもたちには,人物 と登場 して くる
人たちを分けるだけでな く,中心人物 と重要人物の定義や関係 を理解 してい くことが必要なの
ではないだろ うかO (5)
<表②>
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2.場面分 けの方法
物語 の場面は時 ･場 ･人のいずれかで分 け られ る｡本教材 は時で分 けることも場で分 けるこ
ともできる｡場 の転換 がある ところで分 ける と大 き く四つ の場面 に分 かれ る｡ (
図(
D参照)具
ライオ ンの じん ざは うき うき して外‑出た｡
｣か ら展開場面に入 っ
体的には,設定場面のあ と,｢
てい る｡展 開場面のなかには小 さい展 開場面があ り,｢
次の 日, ライオ ンのお りの前 に, ゆ う
べの男の子がや って きた｡
｣ とい う場面で′
J
､さく展 開す る｡ ｢じん ざは古 くなったお りをぶ ちこ
わ して,まっ しぐらに外‑走 り出た｡｣か らクライマ ックス場面が始 まるO ｢
次の 日は,サーカ
スのお しまいの 日だ った｡｣ とい う最後 に場 が変 わった ところが 4つ めの区切 りである｡ 時で
分 け られ るパ ター ンを図に表す と次の とお りであるo (
図②参照)

<図① >

<図②>

時ではな く場 の転換 がある ところで場面分 けを したのはなぜ か｡それ は,時で分 けると,夜
になってか らの じん ざとサーカスのお じさんのや りとりを設定場面 に入れ ることができないか
らであるo じん ざの気持 ちが どの よ うに変化 したかを考 えてい くためには,変化す る前の じん
ざの内面を十分 に理解 してお く必要があるO設定場面の じん ざの気持 ちを十分 に想像 してお く
ためには, じん ざとお じさんの会話 を設定場面に入れ るべ きであると判断 した｡ そのため, じ
ん ざが うき うき しなが ら外 に散歩 に出かける,サーカス小屋 か ら外‑場が転換す るところで場
面分 けを したのである｡ また, じん ざの行動が大き く変化す る展開場面は, じん ざが,古 くなっ
たお りをぶ ちこわ して,まっ しぐらに外‑走 り出 るところである｡ サーカスのお りの中か ら,
外‑場 が転換 してい る｡設定場面 とクライマ ックス場面の決定に伴 って,場面分 けは,暗では
な く場の転換 に注 目して行 った｡

3.読み を豊か にす る設定の理解
<表④ >は本文か ら設定場面 を抜粋 した ものである｡ じん ざが どの よ うに変わったか を読ん
でい く際,設 定場面の じん ざの気持 ちを丁寧 に考 え させ る必要がある｡チ ビもたちは, どこの

○○な気持 ち｣ と名付 けるこ とは
記述 か ら, じん ざの気持 ちを ど う感 じてい るのか｡ また ,｢
3年生 には難 しいので,子 どもの発表 を聴 いて教師が言葉 にす ることができるよ う,多様 に気
持 ちを一言で表す言葉 を考 えておかなけれ ばな らない｡
じん ざの気持 ちが様 子に表れ た叙述 は全部で 7つ あるo (
表⑤参照) じん ざが外 か らどの よ
うに見 えてい るかが前半の 5つの文 に表れ てい る｡ じん ざの気持 ちが様子 に表れた叙述 を もと
に,チ ビもたちが, じん ざの気持 ちを想像 してい くことができるよ うな手立てを考 えておかな
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ければな らない と思 う｡ 例 えば,｢
寝てばか りいる人は どう見 える ? ｣ と客観 的に考えること
を促 した り,｢自分で 自分のことを老いぼれた と言 うときって どんな気持 ちかな ?｣ と丁寧 に
問 うた りす るとい うよ うにである｡ なお,お じさんの視点か ら表 されているものが,後半の じ
ん ざとお じさんの会話である｡ この 2文には,お じさんが じん ざをどう見ていたかが表れてい
る｡ じんざは 自分で ｢
たい くつだ｣ と言 っているわけではない｡お じさんの 目か らたい くつそ
うに見えているのである｡ さらに,子 どもの応答 を予想 し, どんな気持 ち と名付け られ るかを
考え,簡潔な言葉にす ると,次の とお りになるO不満,無気力,弱気,迷い とあき らめ,過去
‑の未練,今何のために生 きているのか, とい うよ うなものである｡ じん ざの気持 ちが表れた
文中の叙述 を根拠 に,教師が,授業のなかで子 どもの意見をどのよ うな言葉 を使 ってま とめて
>
⑤

<

い くのかが問われているよ うに感 じた｡
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<表④>

4.クライマ ックス場面の授業提案
<表⑥ >は本文か らクライマ ックス場面を抜粋 した ものである｡本暗では,設定場面か らわ
かる じん ざの気持ち と,クライマ ックス場面にいたるまでに読み とってきた じんざと男の子の
5分で確認す るO発問までの1
5分間の流れ を書いたものが<表⑦ >である｡本
関係 を,最初の 1

発問までの流れ を, 順 に並べて表 しているO
時の学習 を確認 してい くうえで,具体的な発問までの流れ
<表(
む>

<表⑦>

○じんざと男の子 の関係を磁 組する○
まで読む ○
○教師が ー
じんざ は.古く‑すっとんでいくO"
○ぶちこわす まっしぐら (
すっとんでいく) を辞 番で引く
○前の場面まででわかるじんざの性格 と気持ちを確 認するO
' フ

萱萱蔓

萎

萱葦

至

○教師が山
じんざ は,古く‑ウオーヅ まで読 むo
ひとりでつぶやいた 身ぶるい 力のかぎり にサイドラインをひく○

t

妻董 重

き

莞

望

夏蚕

○発問する.
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,｢す っとんでい く｣,

< 表⑦ >の発問までの流れ を確認す る｡ ｢
ぶ ちこわす｣, ｢
まっ しぐら｣

とい う言葉に注 目させ るのは,本時にいたるまでに学んできた じん ざの気持 ちをふ り返 るため
である｡ ｢こわす｣で はな く ｢
ぶちこわす｣, ｢
まっす ぐ｣ではな く ｢
まっ しぐら｣, ｢とんでい
く｣ではな く ｢
す っとんでい く｣ とい う表現になっていることか ら, じん ざの気持 ちの変化 に
気づいてい くことができるよ うにす ることがね らいである｡ さらに,ひ とりでつぶやいた,身
ぶ るい,力のかぎ り,にサイ ドライ ンを引き言葉の意味を考えてい くのは,本時の主要発間に
つぶや く‑ぶつぶつ と小声でひ とりごとをい う｡
｣｢身ぶ るい‑
迫 るためである｡辞書では,｢
寒 さ ･こわ さ ･いか りな どのために,か らだがふ るえること｡｣ と定義 されているo辞書の意
味を超 えて, じん ざがひ とりでつぶやいた ことの意味や身ぶ るいに込め られた じんざの気持 ち
を考 えた り,力のかぎ りはえた ときの じん ざの様子 を想像 した りす ることで,最 も考 えさせた
い主要発問に迫 らせたい と考 えている｡ (
表⑧参照)

<表⑧>
くらべる

ぶちこわす
すっとんでいく
まつしくら

辞雷 で調べながら想像する

こわす
とんでいく
まつすく

身/
ひとりでつぶやいた
力のかぎリ
3:
るい
サイ ドラインをひく

じんざの変化 を考える発問 として, 3つの案 を出 した｡本研究会で提案 したのは ｢
『ウオー ッ』
とさけんだ とき, じん ざは何 を見ていま したか ?｣ とい う発問である｡発間 した際の応答予想
とそれ に対す る教師の反応 を具体的に<図③ >に表 したD

<図③>
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私は, この発間をす ることによって, じんざが男の子 を命がけで助 けるにいたるまでをふ り
かえ り, じん ざが男の子を助 けた とい う事実だけでな く, じん ざがこれまでに重ねてきた男の
子 との交流に思いを巡 らす ことができるよ うに したい とい うね らい と,男の子 との交流を通 し
て,人の思いに応 えてい くサーカスのライオンとしての誇 りと, 自分を救って くれた一人の男
の子の危機 に応 えよ うとした じん ざの深い愛情 に気づかせたい とい う思いがあった｡ また,チ

○○な気持 ち｣ とい うよ うなキー ワー ド
どもに ｢どんな気持 ち ?｣ とダイ レク トに問 うと,｢
で答 えよ うとして しまい,なかなか多様 な考 えが出にくい と思ったOそのため,まず何 を見て
いたかを問い,それを見なが ら何 を考えていたかを問 うとい うよ うに,子 どもが意見を出 しや
すい発問なのではないか とも思 っていた｡
2つめに提案 した発問は ｢じん ざが力のかぎ りほえたのはなぜですか ?｣ とい うものである｡

発問 した際の応答予想 とそれ に対す る教師の反応 を具体的に<図④ >に表 した.

<図④>
提案 しなかった 3つめの発 問は ｢
『ウオー ッ』 とは じん ざの声ですか ?サーカスのライオ ン
の声ですか ?｣ とい うものであるO この発間は,案 としてあげたが妥 当ではない とい う結論に
至った｡ なぜな ら, この発問のなかで私が示す じん ざとライオンの違いが子 どもを混乱 させ る
か らであるO子 どもには,単元の最初 に じん ざ‑サーカスのライオンであると教 えているはず
である｡私は,男の子 との交流によって "自分"を取 り戻 した‑人の人間 として とらえる場合
を じん ざ,サーカス とい う 1つの職業のなかで役割 を与え られた者 としての使命感や誇 りを取
り戻 した者 ととらえる場合 をライ*ンと, 区別 して問お うとしているO教師の教材解釈 を予 ど
もとす り合わせ ることができていない発問であることに気づいたため, この発問は とらない こ
とに したのである｡

Ⅳ.授業構想 における自己の課題
1.物語の心 に迫る授業構想のあ り方
私が提案 した,｢『ウオー ッ』 とさけんだ とき, じん ざは何 を見ていま したか ?｣ とい う発
間に対 して,まず指摘 されたのは了 ̀
さけんだ" を "はえた"に変更す るべ きではないか とい
うものであった｡教科書 には確かに ｢じん ざは力のかぎ りはえた｡｣ と記述 されてい る｡私が
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言葉 を大師 こしていない点を指摘 されただけでな く,子 どもを ｢
物語の心｣に迫 らせてい くう
えで,見落 としてはいけない誤 りであることを自覚 しなければな らない と,深 く突 きつけ られ
た指摘であった｡
じん ざは さけんだのではな く,はえたのである｡人間は さけぶ ことは して もはえることは し
ない｡そ うい う意味で,力のかぎ りほえた じん ざが,育,草原 を走っていた‑野生のなかで生
きていた とい う事実に立ち戻 り,あ らためて ｢ウオー ッ｣の意味に迫 ってい くことが,チ ビも
たちに多様 な読み を保障 してい くうえで欠かせない とい うことに気づ くことができたo
物語全体 を見てみ ると,■
=
トト人物であるじん ざは, ライオンの じん ざ, じん ざ,ライオン,
とい うよ うに,所 々で呼称が変化 している. この呼称の変化 には意味があるはずである｡子 ど
もに教 える際には,呼び方が異なるが全て同 じ人物であることを数 えることが最低限必要なこ
とである｡ しか し,子 どもが じん ざの変化 を考えてい く際に,呼称の変化 に気づいてい くきっ
物語の心｣ を考 える際の大き
かけがあるか もしれ ない｡呼称の違いを些 細 なもの ととるか,｢
な視点 として とるかは,チ ビもたち次第である｡ただ,子 どもたちの可能性 を常に保障 してい
くためには,教師が本文中の言葉 を丁寧に大切 に扱わなければな らない｡言葉 をなお ざりに し
て進んでい くと,チ ビもたちが気づいてい くきっかけまで も奪って しま う危険性があるQ教師
は教材 で表現 されている言葉 にも, 自分が発問や説明 ･指示で使用す る言葉にも,誠実でなけ
ればな らない｡

2.自己の応答予想か ら見えて くる人権感覚の問題
さらに,私が提案 した,｢『ウオー ッ』 とさけんだ とき,何 を見ていま したか ?｣ とい う発
間を ｢じん ざは どこに向かって 『ウオー ッ』 とはえま したか ?｣に変更すべ きではないか とい
う意見が出された｡私は,子 どもの応答予想のなかで, じん ざが見ているもの として空 と消ぼ
先生は消ぼ う車だけを見ていたのではな
う車を挙げていた｡消ぼ う車 と答 える子 どもには,｢
い と思 う｡ じん ざは心の中で何 を見つめていた と思 う?｣ と切 り返す予定であった｡
変更すべ きであるとい う指摘は,消ぼ う車 と言 う子 どもに対 して,切 り返 して否定す ること
がわかっているのに,あえてその答 えが出るよ うな発間を しよ うとしてい る私の感覚を問 うて
いる｡ どこに向かってはえたかを問 うことで,男の子 との関係性 に戻す こともできる｡私が,
最初の発問で勝負できず,切 り返す ことに頼 りす ぎて しまっているのはなぜだろ うか｡それは,
応答予想 をす る際に,子 どもの可能性 を信 じていなかったか らである｡例 えば,私は,主要発
問を決めた後,子 どもの応答 を 2つ しか予想 していない｡ 2つの うち 1つは, さらに深 めるた
めに切 り返す とい うよ りも,子 どもの意見 を否定す る形で切 り返そ うとしていた｡最初か ら否
定す ることを予定 して,子 どもがつまずいて しま うよ うな発間を しよ うとしている点に,人権
感覚のなさが表れていると指摘 されたのである｡
私は,子 どもに到達 してほ しい願 いはあ りなが らも,その願 いを応答予想 には反映 させてい
なかった｡子 どもか ら出てこなかった としても,子 どもの可能性 を信 じて,多様な子 どもの読
みを想定 しておかなければ,子 どもの読みが深まるきっかけに気づいてい くことはできない｡
子 どもの多様 な読みの可能性 を信 じて応答予想 を してい くことが,些細な表情の変化や言葉に
表れ る子 どもの読みの深ま りに,対応 してい くことにつながるのではないだろ うか｡
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3.つぶやきを拾 う教師の指導性 を支える教材解釈 と応答予想のあ り方
私が提案 した発問を,つぶやきを拾 うものになっていたか どうか とい う点か らふ りかえると,
『ウオー
私が拾お うとしていたのはつぶや きではな く,つまず きであった ことが見えて くる｡｢
ッ』 とはえた とき,何 を見ていま したか ?｣ と子 どもに問 うて出て くる消ぽ う革 とい う子 ども
の応答は,本時の場面 しか読んでお らず, じん ざの気持 ちに迫れていない とい う点でつまずい
ていることの表れであるO私は このつまず きを予想 してお り,切 り返 して じん ざの気持 ちに 目
を向けさせたい と思っていた｡子 どものつぶや きを拾ってい くことのできる授業 を 目指 してい
たにも関わ らず,私が予想 していたのは,つぶや きではな くつまずきだったのである｡
｢ウオー ッ｣ とはえた じん ざの姿を, どう捉 えることができるのだろ うか｡主な解釈は次の
三つである｡
一つには, じん ざが "
サーカスの" ライオンとして ｢ウオー ッ｣ とはえた とい う読みである｡
こ う読んだ人は,初説で じん ざの死 を受 け入れ られず, じん ざが よいほ うに変化 した とさえ思
えていなかった｡ しか し,"
サーカスのライオ ン" とい うタイ トル を,いつ も頭 に入れて読み
進 めてい く うちに,̀
̀
サーカス"は人 を楽 しませ る,つま り,来た人の思いに応 えてい く仕事
であることに行 き着いた とい う｡ じん ざは結果的に命 を落 として しまったが, 1人の男の子 を
救 うとい う形で,人の思いに応 えてい く "サーカスの" ライオンとしての役 目を全 うした, と
い うよ うに じんざの死を捉 えていた｡ タイ トルが語 りかけて くることに耳を澄ま しなが ら作品
作品の心｣ に迫 り,読みを深 めてい くことができるとい うことを学んだ
と向き合 うことで,｢
のである｡
二つには, じん ざは,野生のライオ ンとして ｢ウオー ッ｣ とほえた とい う読みである｡ こ う
読んだ人は ｢ウオー ッ｣ と力のかぎ り "はえた" とい う点に注 目していた｡人間は,はえない｡
はえるのは,動物である｡アフ リカの草原 を風のよ うに走るゆめを見ていた じん ざは,男の子
の危機 に,ひ とかたま りの風 になってす っとんでいった｡男の子 を助 けたあ と,金色 に光 るラ
イオンとして空を走 り,たちまち暗やみの中に消え去ったO設定場面で, じん ざが,草原を走っ
ている夢 を見ていた とい う事実に立ち返 り, じん ざが昔,野生のなかで生 きていたことを読み
物語の
とってい るのである｡提案 した発問で,̀
̀
はえた"を "さけんだ" と誤 っていた私は,｢
心｣に迫 る うえで重要な言葉であった ことに樽然 としたO設定場面 とクライマ ックス場面 を行
きつ戻 りつ しなが ら,一つ一つの言葉に丁寧に向き合ってい くことの大切 さを感 じた.
三つには, じん ざが男の子を助 けるために,勇気 を奮い立たせて ｢ウオー ッ｣ とはえた とい
う読みである｡ こ う読んだ人は,"
身ぶ るい" とい う言葉 に注 目していた｡身ぶ るいの定義は,
｢
寒 さ ･こわ さ ･いか りな どのために,か らだがふ るえること｡｣である｡ しか し辞書的な意味
だけでな く,̀
̀
身ぶ るい" とい う言葉か ら"
勇みたっ■
■
とい う意味を感 じとっていた｡ じん ざの
勇気 を捉 えることができたのは,言葉そのものの意味だけでなく, じんざと男の子の関係に戻っ
て考えているか らであるo クライマ ックス場面の 一文に注 目す るのではな く,中心人物 と重要
人物の関係 に立ち返った うえで想像 し,想像 した読み と言葉 を照 らし合わせているのである｡
私は,つぶや きを予想す るとは,子 どもが何 を答 えるかを予想す ることではな く,子 どもの
読みが どれだけ深 ま りうるかを予想す ることであると気づいた｡私が考 えていた応答予想 は,
子どもが答 える表面的な言葉だけだった｡例 えば, これまで読んできた場面や文の どこに戻 り
うるかまでを想定 した り,タイ トルの意味を問い直 した り, とい うよ うに,具体的に読みを深
めてい く過程を予想 していなかったのである｡教師は, じんざが さけんだのではなく "ほえた"
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ことの意味や "
身ぶ るい" とい う言葉の意味を深 めてお くことで,子 どもか ら出た読みに対 し
て,応答 してい くことが求め られているのである｡子 どもが答 えられそ うなことを並べ,切 り
返 し方を決めてお くのではな く,子 どもが物語の どこに注 目して,読み を深 めていけるのかを
想定 してお く必要がある｡
私は授業構想 において,つぶや きを想定 して発問や学習方法を考えてきたっ も りでいたが,
結果的には,つぶや きを拾 うどころか,知 らず知 らずの うちに子 どもをつまずかせ,それ に対
応 しよ うとしていただけだ とい うことがわかった｡つぶや きを想定す ることは, 子どもが必ず
答える一つの回答 を予想 し,それ を どう正解 に導 くかを考 えることではない. これはつまずき
を予想 しているだけである｡ (
図⑤参照)む しろ絶対 に出る意見が断定でき, さらにそれが物
語の心 とは関係 のないつまず きを生んで しま う発問は,発間 自体が間違 っている｡つまず くこ
とがわかった うえで発問をす ると,は じめか ら子 どもが迫れ る読みに限界があると思 っている
教師の否定的なまなざしがメ ッセージとして伝わって しま うoつぶや きを予想す るとは,子 ど
もか らどんな多様 な意見が出 うるのかを十分に予想 し,子 どもが 自分の読みを表現 してきた と
きに,応答できる言葉 を教師が もってお くことである｡ (
図⑥参照)知 らず知 らずの うちに,
私は, 自分が準備 している 〔
発間‑応答一切返 し〕の流れに子 どもをのせ よ うとしていた こと
がわかった｡つぶや きを拾 ってい くためには,子 どもの読み を想定 し自分の応答 を決めてお く
のではな く,子 どもの可能性 を信 じて,子 どもが出 してきた読みを,わか りやす く言い換 える
首薬や,本文の どこか ら読み うるかを多様 に想像 してお く必要があるとい うことに気づいた｡
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V.おわ りに
単元を通 した教材解釈 か ら 1コマの授業提案 までのプロセスを経て,他者か ら指摘 をもらう
なかで,教材解釈 のあ り方を深 めるためには,子 どもの応答に可能性 を見 るとい う教師の人権
感覚を磨いてい くことが必要であるとい うことがわかった｡子 どもの応答に可能性 を見るとは,
想定 しうる子 どもの反応 を細か く洗い出す ことではない｡到達 させたい と教師が願 い,子 ども
に求めるもの と,つまずいて しま う子 どもの間にある隔た りを埋める作業をす るとい うことで
ある｡例 えば, ｢じん ざは どこに向かって 『ウオー ッ』 とはえま したか ?｣ とい う発間は,見
ていた ものを問 うと消ぼ う車 と答 えて しまい,つまず き うる子 どもが, じん ざと男の子の関係
性 に戻って考えることができる可能性 を信 じ,その道筋を形にす るものになっている｡
私は,主要発問を 3つ考 え, これ らの 3つがそれぞれ子 どもに伝わるのか,混乱を招かない

2
0
2

原 陽子 ･竹 内

元

か, とい った視点 か ら妥 当であ るか ど うか を問い直 し, 1つ を選 んだ｡ しか し,子 どもの応答
予想 に関 しては,単 に思 いつ いた応答 を並べ ,切 り返 し方 を考 えるに とどま ってい た｡ つぶや
き とつ まず きを混 同 して応答 予想 を行 って しまっていたた め,子 どものつぶや きを生み 出す よ
うな授 業 にはな らなか ったので あ る｡ しか し,本研 究 を通 して,つぶや きを予想す るこ ととつ
まず きを予想 す るこ との違 い を明 らか にす るこ とがで きた｡今後 の教材解釈や発 間づ く りに取
り組 んで い く明確 な視 点 を得 た こ とが,今後 の授 業構想 の発展 につ なが ってい くのではないか
と思 う｡
今後 は,子 どもが物語 を読み深 め , ｢
物語 の心｣ に迫 ってい くプ ロセ ス を 丁寧 につ くってい
きたい と考 えてい る｡発 問 と応答 予想 の関係 を問い直す こ とで 自己の感 覚 と向 き合 いなが ら,
子 どもの読み を広 げつぶや きを生み 出 してい くこ とがで きるよ うな授 業 を構想 で きるよ う,研
究 を継続 してい きたい｡
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