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本稿は、茨城県内の A中学校における校内研修の一環として行われた授業実践・研究をまとめたものである。同取り組みは、

教科の専門性が重視される中学校にあって、「ゆさぶり」という戦後の日本の教育方法学の成果を活用することで、教科の枠

を超えた授業研究として結実するに至った。本稿では、2019（令和元）年度の 1 年間、ほぼ毎月行われた校内研修のうち、

数学科と理科の授業実践を取り上げ、子どもの思考の「ゆさぶり」という観点からその分析を行った。本稿を通じて、授業研究

の理念と学校現場の実践とがいっそう結びつく契機となれば幸いである。 

 

 

はじめに 

 

本稿は、2019（令和元）年度に茨城県内にある A中学校の校内研修の一環として行われた授業実

践・研究の成果をまとめたものである。同校が掲げた「『学びに向かう力』を育む学習指導の在り方」

というテーマは、2021（令和 3）年より中学校において全面実施される学習指導要領の方針等を踏

まえ、子どもたちによる「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指すべく設定されたものである。

特に、その主体性に重きを置いた学習指導がなされるためには、まず第一に、各授業における思考

指導の充実が図られることが肝要である。研修に先立って行われた同校と本学教育学部教員との協

議において、戦後の日本における授業実践・授業研究の成果の一つといえる「ゆさぶり」の重要性

が共有されたことを受け、同校のすべての教科において「ゆさぶり」を指導過程の中心に据えた授

業実践が行われるに至った。教科の専門性が重視される中学校にあって、A 中学校では各教員が自
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らの専門と異なる教科の内容について質問・助言・提言できる研修環境が実現したことは、真に稀

有なことであった。本稿を通して、その成果について報告するとともに、教育方法学の視点に立つ

ことで教科の枠にとらわれない授業研究が行い得ることを周知できれば幸いである。 

 

 

1. 授業における教師の「ゆさぶり」について 

 

(1) 斎藤喜博の「出口」実践にみるその授業観 

戦後の日本における授業実践・授業研究の歴史において、「ゆさぶり」が果たした役割は大きい。

その意味するところが最初期に、しかも端的に表れた授業は、斎藤喜博の行った「出口」実践であ

るといわれる 1)。周知のとおり、斎藤は 1960年代に群馬県の島小学校で働き、その生涯を子どもた

ちと教え―学び合う関係に費やした。紙幅の関係上、一部抜粋にとどめるが、「出口」実践とは、斎

藤が小学3年生に対して行った以下のような国語の授業におけるやりとりを称したものである 2)。 

 

あきおさんと みよ子さんは やっと森の出口に 来ました。 ふたりは 助け合いながら

やっと家が 見える所まで 来ました。つかれきって 速く 歩く ことが できません。 

 

この文章のところで、「出口」ということばが問題になっていた。子どもたちは「出口」を、

森の終わった最後のところ、すなわち、森と、そうでないところとの境になっている一点と解

釈している。それもまちがいない解釈の一つだった。 

私は、それに対して反対の解釈を出した。そういう最後のところではなくて、ふたりは、境界

線の見えるところまできたとき、出口にきたといったのであり、出口というのは、もっと広い

範囲をさすのだといった。 

子どもたちは、私の解釈を聞くと、怒ったようにして立ち上がり、猛烈に反対した。「そんな

ことはない」といって、手を動かしたり、図に書いたりして自分たちの主張を説明した。 

そこで私はまた自分の意見を出した。「みんながいっしょにならんでよそへ出て行くとき、ど

こまで行ったら島村の出口へ来たというのだろうか。島村と、となりの村との境には橋がある

が、橋の出はずれのところへ行ったとき、出口へ来た、というのだろうか。それとも、遠くの

橋が見えて来たとき、出口へ来たというのだろうか」といった。 

私が、こういうのといっしょに、子どもたちは、「あっ、そうだ、わかった、わかった」といっ

た。―中略― 

ここでも子どもたちは、「出口」ということばに対する自分たちの認識を拡大深化させたの

だった。 

（斎藤喜博『未来誕生』） 

 

斎藤の行ったこの授業実践はなぜ注目を集めてきたのか。それは、ここに端的に斎藤の授業づくり

及び子どもの学びに対する姿勢があらわれているからであろう。上記からうかがえるとおり、斎藤

はこの国語の授業を通して、唯一の正しい読み取りを子どもたちに求めているわけではない。子ど
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もたち（の多く）の答えを「それもまちがいない解釈の一つだった」と受け止めつつ、あえて「そ

れに対して反対の解釈を出した」ものと推察される。その意図はどこにあったのか。それは、子ど

もたちに「出口というのは、もっと広い範囲をさす」ことを理解してもらいたかったからである。

つまり、上記の末尾に記されているとおり、斎藤は、一つの妥当な解釈を示している子どもたちに

対して、あえて他の解釈を示すことによって、「ことばに対する自分たちの認識を拡大深化」させる

ことを狙ったわけである。 

 以上の「出口」実践を一般化して理解するならば、斎藤の次のような言葉が注目される 3)。 

 

いままでの指導とか教えるということは、教師だけが真理とか正しさとか真理に向かうねが

いとかを持っており、それを一方的に教師が子どもに教えていくという考え方を持っているこ

とが多かった。しかし、真理とか正しさとか真理に向かうねがいとかは、教師がもっていると

ともに子どもたちももっているものである。 

そういう真理とか正しさを持ち、真理とか正しさとかに向かう願をもっている教師と子ども

とが、文化遺産である教材を媒介にして、教師と子ども、教師と教材、子どもと子ども、子ど

もと教材とのあいだで、相互に激しくぶっつかり合い、その結果として、つぎつぎと新しい正

しさとか真理とかを獲得したり発見したりしていくことが、「指導」ということであり、「教え

る」ということであり、「学ぶ」ということである。 

（斎藤喜博『教育学のすすめ』） 

 

本引用箇所において象徴的であるのは、「指導」と「教える」と「学ぶ」が一体のものとして示され

ている点である（あるいは、もしかしたら同一のものとして示されているのかもしれない）。これは

斎藤が、教師だけが真理をもっていて、子どもはそれを教師から一方的に教えられるという教師―

子ども関係を明確に否定していることから導き出されたものである。教師と子どもは、それぞれ真

理や正しさをもっていること、及び自らがそれらに向かう願いをもっていることにおいて、上下・

優劣の関係にはないわけである。そのように、真理や正しさというものは個々の人間にとって選ば

れるものであるとみなす斎藤にとって、授業は、教師から子どもへと唯一絶対の真理を伝達する場

であるとは見なされない。そればかりか、もし子どものもつ真理の方が自らの真理よりも妥当であ

ることが認められたならば、教師は子どもの掲げた真理を自らのそれに代えて獲得するべきである

という立場さえ示していることが読み取れる。 

斎藤は、そのような「ぶつかり合い」は、教師と子どもの間においてだけ生じるものではなく、

教師と教材（すなわち、授業準備や教材研究）、子どもと子ども（他の子どもとの意見の交流）、子

どもと教材（教材の読み取り/理解）においても生じるものとみなす。上述の「出口」実践は、斎藤

がそのような授業観を有していたからこそなされたものであるのだろう。さらに、それが長きにわ

たって注目され続けた理由の一端は、斎藤のもっていた授業観（言うまでもなく、これには教師観、

子ども観、教材観、その他授業を構成する諸要因に対する見方も含まれる）が民主主義社会の実現

を目指す戦後の教育実践における一つのモデルと見なされたことにあったといえよう。 

 

(2) 緊張関係のある授業 

 斎藤の考え方を踏まえるならば、授業には、教師と子どもと教材の間における緊張関係が重要で
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あることが認められる。吉田は、それが成立するために斎藤があげた基本条件を以下の 5つにまと

めている 4)。 

 

① 教師が人間の力をもつこと 

② 子どもを困難にぶつけ、必ずそれを打開させること 

③ 授業を明確化し単純化すること 

④ 授業にリズムや旋律や衝突・葛藤をもたせること 

⑤ 授業で事件を起こすこと 

 

「ゆさぶり」は、このような緊張関係を授業の中で実現するために、教師が子どもに対して行う働

きかけの一種である。斎藤は、「子どもの無限の可能性を引き出すこと」を教育ととらえることによ

って（①）、子どもは困難にぶつかったとしても、それを自ら打開できる力と意志を有しているとみ

なす（②）。授業がそのように困難を打開する経験を積む場であるべきとすれば、教師は、種々の知

識や理解を子どもに与えたり、単に様々な経験をする機会を増やすだけでは不十分となる。授業に

おいて、教師と子どもと教材の三者それぞれの間に衝突と葛藤をつくりだし、事件を引き起こすよ

うな働きかけが求められることになる（③④⑤）。 

  

(3) 「ゆさぶり」の実際とその成立のための条件 

 続いて、具体的な「ゆさぶり」の形態についてまとめてみたい。第一に、最も狭義の「ゆさぶり」

は、教師の行う発問である。発問の内容それ自体、あるいは発問が引き出した反応によってつくり

出された検討すべき問題や困難さにもとづいて、子どもはゆさぶられることになる。第二に、教師

の表情や身ぶりが「ゆさぶり」としてはたらく場合もある。これは、子どもの思考を促すために、

教師が意図的に無言の状況をつくる場合が当てはまる。第三に、広義の「ゆさぶり」には、教師の

あらゆる行動が含まれる。教師が無言の状況をつくり出していた場合には「説明」のための発言や

多弁が「ゆさぶり」の働きをするし、あるいはときには朗読や板書さえその働きをすることもある。 

 つまり、「ゆさぶり」には、いずれも、授業の流れの中に「変化」をもたらす行動であるという共

通性がある。子どもは、教師の行動の変化を感じ取り、「ハッ」とさせられゆさぶられる。授業が終

始「静」や「動」に陥ってしまうことは、「ゆさぶり」を生じさせるものとは見なされない。吉田は、

これを称して、「ゆさぶり」には「動中の静」と「静中の動」があるという 5)。 

 しかし、「ゆさぶり」はあくまでも、子どもあっての「ゆさぶり」であることを忘れてはならない。

つまり、教師が子どもの思いや発言、活動を予想するからこそ、「ゆさぶり」が生まれるのである。

したがって、例えば、「動中の静」であれば、子どもたちが「動」の連続・継続を期待ないし予期す

るからこそ、「静」によってゆさぶられるのである。逆に、「静中の動」であれば、子どもが「静」

を期待ないし予期しているとすれば、「動」によって「ゆさぶり」が生まれることになる。 

 このように考えると、「ゆさぶり」行動の基本的な特徴は、「教師の行動」の「動と静」、「子ども

の予想」の「動と静」それぞれの対応関係や差や「ずれ」によって生ずるといえる。このことから、

「ゆさぶり」が成立するための条件として、第一に、教師による「子どもの予想」という心理的要

因の把握、第二に、それと差やずれのある「教師の行動」の構想があげられる。言うまでもなく、

「動」や「静」といった教師の外面的な行動の在り様それ自体が「ゆさぶり」を生じさせるのでは
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ない。子どもの言動、より端的にいえば、子どもの思考・理解の程度や内容が予想されずして、「ゆ

さぶり」は成立しないわけである。 

 

 

2. 授業実践の分析 

 

(1) 「ゆさぶり」を活用した数学科の授業実践 

① 授業の概要 

 本稿で取り上げるのは、2020（令和 2）年 2月 7日に M教諭によって行われた第 2学年 1組にお

ける数学科の授業である。扱われた単元は「確率」である。同授業では、確率に関する理解を深め

るために、一定の面が出やすいように作られているギミックさいころやバッドモデルを活用するこ

とで、生徒の思考にゆさぶりをかけることが目指された。本授業の学習指導案は図 1の通りである。 

 

② 授業のねらい 

 M 教諭の作成した指導案に記されているとおり、本授業では、授業後に生徒たちが「実験や観察

の回数を多くするにしたがって、相対度数が一定の値に近づくことを理解している（数量や図形な

どについての知識・理解）」状態に至ることを目標としている。授業を受ける前の時点で、生徒たち

はまだ「相対度数 6)」という概念を学んでいるわけではない。そのため授業では、第一に、それに

関する説明を聞き、理解すること、及び第二に、確率について相対度数の考え方を用いて説明でき

ること、以上二点が目指された。 

まず、M 教諭は授業の実施前に、確率に関する生徒たちの認識を確認するべく実態調査を行った

という。それによって、生徒たちの多くが「さいころの出る目の確率は 6分の1である」ことを知

っていることがわかったことを受け、M 教諭は本授業の目標を生徒たちがその認識が実際に正しい

ものであるかどうか確認する機会とした。 

その際、M 教諭が心がけたことは、確率に関する理解を深めるために、生徒たちが試行できる活

動を授業の中心に据えたことであった。もともと A中学校の生徒たちは勉学に興味・関心を有して

いる子が多く、授業中は真剣なまなざしで各教諭の説明や指示や課題に取り組む様子が見受けられ

る。だが、数学という教科は、学年が上がるにしたがって子どもたちの日常の生活圏から離れた題

材となることが多く、ともすると、授業一般に対する取り組みの姿勢とは異なる次元において、学

びへの意欲が損なわれてしまう可能性がある。そのような生徒の実態と数学の特質を踏まえるなら

ば、M 教諭が選んだ授業方法がさいころを使った実験であったということは、数学に関する学習が

“机上のもの”あるいは“頭の中で展開される抽象的なもの”と見なされてしまうことを避けるね

らいがあったものと推察される。実際の授業では、まさに M教諭のねらいの通り、生徒たちがさい

ころを使った実験に主体的に携わる姿が見られた。そのような意味において、本授業は、授業方法

の選択が生徒たちの「学びに向かう」力の向上を実現することにつながる一つのモデルとなってい

るといえるだろう。 

 

③ 教具による「ゆさぶり」が興味・関心を高める 

本授業におけるさいころを使った実験は、グループごとに行われた（1グループは3～4人構成）。 
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図1 第2学年1組 数学科学習指導案 
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種々の先行研究が示しているとおり 7)、一般に、グループ学習にはそれを構成する個々の子どもの

学びの状況や成果が認められにくくなるという弊害がある。もちろん今回の単元においても、その

課題が完全に払しょくされるわけではないものの、M 教諭の授業実践ではその影響ができる限り取

り除かれていることが見て取れる。 

そのように判断できる根拠の一端は、先述の通り、実験や観察を確率に関する理解の中心に据え

ていることにある。一見すると、実際の活動内容は、さいころを振って、出た目を記録するという

単調なものになってしまうように見受けられるものの、M 教諭はそれを教材準備（教具の用意）に

よって乗り越える姿がみられた。用いられた教具の一つは、確率を記録する用紙であり、もう一つ

は、ギミックさいころである。前者は、❶さいころを6回振り、出た目を記録する、❷各班で回数

を設定し、出た目を記録する、❸データをグラフで表し、その結果を分析するという一連の活動に

おいて使用された。❸のように、最終的にさいころの出た目をグラフで表すことになるという授業

の流れは、学習課題の把握に必要な内容を、活動と可視化によって理解できる点においてよく練ら

れたものである。さらに、生徒たちの「学びに向かう力」の向上を支えるものとして、❷のように、

さいころを振る回数の決定が生徒たちに委ねられているという点があげられる。これによって生徒

たちは、さいころを振る回数を増やすことで１～6 までの出た目が均等に近づいていくことを体験

できることになる。つまり、「実験や観察の回数を多くするにしたがって、相対度数が一定の値に近

づくことを理解」するという学習目標の前半分が、見事に授業時間の前半を経過した段階で「活動」

を通して達成されるわけである。 

 もう一つあげた「ギミックさいころ」とは、6 面のうち、どのような振り方をしたとしても一部

の面が出やすくなるようにつくられているさいころのことをいう。これは、クラス全体の概ね 3分

の1から4分の1ほどのグループに配られたものと思われる。このギミックさいころを配布された

あるグループの生徒たちは、実験を行っている最中に、まさに M教諭の意図通りの発言をした。 

 

S1「1の目全然出ない」 

S2「なんでこれ1の目ばっか出るの？」 

 

この発言は、この時点で生徒たちが次の二つの状態にあることを表している。それは、第一に、こ

のサイコロがギミックさいころであるということに気づいていないこと、第二に、サイコロという

ものはある程度の回数（この時点で当該生徒たちがサイコロを振った回数は最低でも 50 回ほどに

は達していたものと思われる）を振れば、それなりに 1～6の出る目は均等化していくはずだという

理解をもっていること、以上が推察できる。これらについては、M 教諭が授業実施前に行った実態

調査の結果と一致している。 

そして、さらに数十回の試行を行った後、先ほどのグループの生徒 S1が「ほらね、うちのグルー

プはもうサイコロを100回振ってるのに、（これらの目は）全然出てないんだよ。あっちのグループ

はまだ70回しか振ってないのに、そこに勝ててないんだ（1の目を除いてどの目の出た回数も少な

いんだ）」という発言をした。ここで再び、本時の学習の中心をなすポイントが率直な意見として示

されたわけである。 

生徒からこのような意見が出たこと自体、大変意義深いものであるということは、どんなに強調

してもし過ぎるものではないだろう。なぜなら、この S1 の発言は、サイコロを振る回数を増やせ
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ば、サイコロの 1～6 の目の出た数は同じような数に近づくはずだという理解に基づいているから

である。本稿が重要視しているのは、この S1の発言は「サイコロの出る目の数は6分の 1である」

という理解と同じであるようで、実は異なるのではないかという点である。すなわち、後者の理解

は、例えば教科書の記載事項や教師の発言、あるいはこれまでに見聞きした内容をもとにして構成

されたものである場合があるが、前者は実際にさいころを振るという活動を行った者にしかもつこ

とのできない意見であるからである。さいころを 70 回振ったグループよりも、さいころを 100 回

振った自分たちの方が五つの目の出た数が少ない（「勝てていない」）という発言は、裏返せば、「さ

いころは数多く振れば振るほど、1～6の目の出た数は均等に増えていくはずだ」という理解を生徒

たちが有していることを示しているのである。 

授業にいかにして「ゆさぶり」の機会を設けるかという観点から本授業を検討したとき、このよ

うな発言が生徒から出る状況を生み出したギミックさいころという教具の重要性が注目されるので

はないだろうか。つまり、「ゆさぶり」は、教師が授業中に行うものであるだけでなく、このように

授業準備や教材研究の段階から考えられていくものなのである。数学の授業に実験という活動を取

り入れたこと、及び優れた教具を用意したこと、これら二点に着目すると、改めて、子どもの思考

の「ゆさぶり」における教材研究の大切さを M教諭の授業は示してくれていると言えるだろう。 

 

(2) 「ゆさぶり」を活用した理科の授業実践 

次に、本稿第1節の内容に基づき、本項では「ゆさぶり」の発問を行った理科の授業の概要を紹

介し、発問の構成と、実際にゆさぶりがどのように機能したかを分析する 8)。 

 

① 授業の概要 

本授業は2019（令和元）年9月24日、I教諭によって行われた第二学年の理科の授業である。本

授業では、導入としてマグネシウムを二酸化炭素中で燃焼させる演示実験を行い、「酸素がないとき

に、ものは燃えますか。」という発問で生徒の素朴概念にゆさぶりをかけ、「なぜマグネシウムは二

酸化炭素中でも燃焼するのだろうか」という本時の課題を主体的に探究させることをねらった。探

究の過程では、燃焼後に残った物質の観察と、原子に見立てた色付きの磁石で燃焼前後の分子モデ

ルを作成する活動が行われた。本授業の学習指導案は図 2の通りである。 

 

② 「ゆさぶり」の発問の構成 

本授業の「ゆさぶり」の発問は、実験と結びついた発問になっている。「酸素がないときに、もの

は燃えない」という生徒の素朴概念を想定し、二酸化炭素が充満していて酸素がない中でマグネシ

ウムが激しく燃えるという生徒の予想に反する実験結果を見せることで、生徒の素朴概念をゆさぶ

ろうとしたものである。 

この「ゆさぶり」を受けて、生徒が授業内の探究の過程で分子モデルを作成し、二酸化炭素の中

に酸素原子が含まれていることとマグネシウムがその酸素原子と結びついて酸化される、つまり燃

焼することを見出し、根拠をもとに説明し、分子モデルや化学式で表すことができることが目標と

されている。この探究の発展上には、マグネシウムは炭素より酸素と強く結びつく物質なので二酸

化炭素中の酸素原子を奪って酸化されるという説明があり、その先には高校で学ぶイオン化傾向の

概念があると考えられる。 
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図2 第2学年2組 理科学習指導案 

 

③ 「ゆさぶり」の発問が興味・関心を高める 

 本授業においては、導入で「ゆさぶり」の発問と実験を行うことで現象への興味・関心を高め、

主体的に探究をさせることをねらっていた。ここでは生徒の様子を記述することで、「ゆさぶり」に
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よって生徒の興味・関心が高まったことを明らかにする。 

授業の最初にI教諭が酸素がない時にものが燃えるか問うと、燃えないという意見に多くの生徒

がうなずいていた。実際に二酸化炭素の入った集気びんに火のついたろうそくを入れると火が消え

る演示実験を行ったが、結果を見ても教卓の周りに集まった生徒たちの様子はほとんど変わらなか

った。次に、火をつけたマグネシウムリボンを集気びんの中の二酸化炭素中に入れても激しい光と

煙を出して燃焼しつづけるという演示実験を行おうとしたが、マグネシウムリボンに変化が起きな

かった 9)。I教諭が「もう一度」と再度マグネシウムリボンに火をつけようとすると、生徒たちは瓶

に入れる前から先生の手元に注目していた。数回繰り返したところで激しい燃焼が起こると、観察

していた生徒たちが小さく「おおー！」という声を上げた。男子生徒のみでなく女子生徒からも声

が上がっていた。 

ろうそくの実験時の様子は、生徒たちが I教諭の予想通り「酸素がないときに、ものは燃えない」

という素朴概念を持っていたことを示している。このように、「ゆさぶり」の発問をする際には、ゆ

さぶる対象である生徒が持っている概念や理解を的確に想定する必要がある。 

マグネシウムの実験の観察中に驚きの声が上がったことは、生徒たちの現象への興味・関心が高

まったことを示している。この興味・関心が高まった要因としては、演示実験だから成功するもの

だという生徒の予想への「ゆさぶり」、実験が激しい光と煙が出るものであったことからくる驚き、

そして事前に計画していた素朴概念への「ゆさぶり」があり、それらが連動して生徒の興味・関心

を高めたと考えることができる。このように、「ゆさぶり」の発問を用いた導入では、楽しさや驚き

によって生徒たちの授業に向かう意欲を高めるということと同時に、授業の核となる知識に内容面

で接近することもできる。 

 

④ 「ゆさぶり」が主体性を高める 

②で述べたように、本授業は導入で「ゆさぶり」の発問と実験を行うことで、現象への興味・関

心を高め、主体的に探究をさせることをねらっていた。ここでは、本授業内で主体的な探究が起き

ていたかどうかを、生徒の様子から検討する。 

ある班では、興味・関心をもって観察し対話することで、生徒たちが教師の説明を待つのではな

く自律的に思考を深めている様子が見られた。この班では、実験後に残った白色と黒色の物質を観

察しながら、「燃えるってことは酸素と結びつくんだよね」「ということはどっちかが酸化マグネシ

ウム」「酸化マグネシウムは白い方で、そうすると黒い方は炭素であってる（Mg+CO２→MgO+Cと書き

ながら 10））」「酸化と還元は逆で、同時に起きてるんだ」というような会話があった。マグネシウム

が本当に燃えたのだということを、実験後の物質と化学式から確認している。その中で、燃えると

いうことを酸素と結びつく、酸化マグネシウムができる、酸化というように他の言葉で言い換えて

いき、最終的には酸化と還元の関係に行き着いている。自律的に思考を深めるという点で、主体的

な探究が起きているといえる。 

また、１つの疑問を解決すると同時に次の疑問を発見している生徒がいた。磁石製の分子モデル

を用いて実験で何が起きたかを推測する場面で、O くんが「こいつ（二酸化炭素）がばらけて…。

CO２ってばらけるのかな？どうやってばらけたんだろう？容器の中には酸素はないから、どうしよ

うってなって、それで…」と一生懸命考えていた。O くんの磁石の操作と説明ともつぶやきともつ

かないことばを聞いていた Tくんも、ワークシートに Oくんのことばを書き写していく。Oくんは
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既にMg+CO２→MgO+Cと書いていたため 11)、マグネシウムと二酸化炭素が反応して酸化マグネシウム

と炭素ができることは理解していたことが分かる。しかしそこから実験で起きていたことの説明を

しようとした時に、二酸化炭素からどうやって酸素だけが出てくるのかという疑問に行き当たった。

そしてマグネシウムが二酸化炭素に何か作用をして炭素と酸素を切り離したのではないかという仮

説にたどり着いている。これはつまり、教師による問いの段階的な提示がなくとも問題の発見と解

決のサイクルを回しているということであり、主体的に探究を進めているということができる。 

このような主体的で探究的な学びの結果、授業のまとめ部分では、「酸化還元反応が起きていた」

という説明が生徒からでてきた。燃えるという現象を酸化還元反応としてとらえるということは、

物質を原子のレベルで考える、つまり燃焼の際に気体としての酸素ではなく酸素原子の有無に注目

するということを意味している。もし授業の最後にもう一度「酸素がないときに、ものは燃えます

か。」と尋ねたら、生徒たちは何と答えただろうか。素朴概念は強固でなかなか変容しないため、全

員が「気体の酸素がなくてもものは燃えるが、酸素原子がないと燃えない」と答えるとは思えない。

しかし何人かの生徒が、当初持っていた素朴概念とそれに反する実験結果を止揚し、より科学的な

答えを導きだすことができた可能性は十分にあるだろう。 

 

 

おわりにかえてー授業研究の意義と課題― 

 

以上のとおり、本稿では、2019（令和元）年度に茨城県内の A中学校において行われた「『学びに

向かう力』を育む学習指導の在り方」という校内研修の成果を紹介・分析してきた。本稿執筆の経

緯を簡潔に述べるならば、同校の授業実践を分析することで、校内研修の一つの在り方を提示する

機会を設けることを企図したことにある。折しも昨年度は、授業づくりの基盤に「ゆさぶり」を据

える同校の校内研修の取り組みが軌道に乗り、各教諭の授業実践に子どもの思考指導の充実が顕著

に認められていた。本稿の執筆を通じて、そのような形で結実した研修の成果をまとめておくこと

ができたのは幸いだった。 

さらに、本稿において、研修の初期に共通理解が図られた「ゆさぶり」の特質について改めて整

理できたことは、同校における授業実践を戦後の教育方法学研究と結びつけて捉え直す機会ともな

ったため、今後の授業づくり・授業実践をいっそう深める契機として期待されるところである。 

「主体的・対話的で深い学び」に基づく授業づくりがいよいよ全面実施となる現在、授業におけ

る子どもの思考の在り方に着目し、そこに「ゆさぶり」を取り入れることは、今後いっそう重視さ

れるべきものである。子どもを「ハッ」と驚かせることによって、当初抱いていた感じ方・考え方

を振り返るきっかけを与える授業実践は、結果的に知識や理解を受容させるだけの授業とは全く異

なる学習経験を子どもにもたらすからである。それは、第 2節第2項の末尾に示された素朴概念を

もつ子どもの変容をいかにして授業において成立させるのかという課題とも関わるものであろう。 

ただ、一方で気にしておかなければならないことは、「ゆさぶり」の質をどのように担保するかと

いうことである。あるいは、そもそも「ゆさぶり」とは何であるかということを改めて考えてみる

ということである。一体、現場の学校で日々授業実践に携わる教師たちにとって、「ゆさぶり」とい

う授業づくりの概念は、明確かつ簡潔な内容を有したものとなっているのだろうか。これまでの授

業研究において、「ゆさぶり」はそのように今日の授業実践において簡単に用いることができるよう
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な単純化がなされてきたのだろうか。実践の現場から理論の特性を見つめ直すとき、ここでも再び、

教育方法学研究における「理論と実践の乖離」という問題が浮上する。 

最も避けなければならないことは、子どもの思考をゆさぶること自体が目的化してしまうことで

ある。そのためには、授業実践を通して、各教員が「これは本当に『ゆさぶり』か」という疑問を

持ちながら日々の教育活動を振り返ることが大切である。だが、翻ってそれを真に行うには、教育

方法学あるいは授業研究の成果の一端が学ばれていることが有用である。その際守られなければな

らない原則は、「出口」実践あるいは「ゆさぶり」の基盤を批判的に考察しようとした宇佐美寛の言

うように、「認識内容をぬきにして『ゆさぶり』が成立したかどうかはわからないのであり、内容論

を離れた『ゆさぶり』論をやっても、その『ゆさぶり』の意義さえわからない 12)」という意識をも

つことであろう。実践から理論への、理論から実践へのさらなる接近（あるいは接合）が期待され

るところである。そのような観点からみると、この度、A 中学校で行われた数学科と理科という具

体的な授業実践を分析できたことは貴重な機会であった。今後も、実践の深まりに資する研究が追

究されることを切に願う。 
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注 

 

1) 斎藤喜博の「出口」実践を「ゆさぶり」の最たる例と位置づけるものとして、吉田や吉本による

研究があげられる． 

吉田章宏. 1975.『授業の心理学をめざして』（国土社）． 

吉本均編. 1975.『集団思考の成立とは何か』（明治図書）． 

2) 斎藤喜博. 1980.『教育学のすすめ』（筑摩書房）, 157-159．なお、宇佐美によると、本引用箇

所は、斎藤による三つの著作（『授業』『教育学のすすめ』『未来誕生』）において一部内容変更の

上で取り上げられているようである。本稿では、引用の都合上、『未来誕生』に記載されたものに

ついて、以下を参照してまとめた（宇佐美寛. 1986.『授業にとって「理論」とは何か』（明治図

書）, 61-63）． 

3) 同書, 71． 

4) 前掲1) 吉田, 51． 

5) 同書, 55-56． 

6) 相対度数とは、「度数の合計」で「当該階級の度数」を割って出た値を指す．これを用いること

により、小数や分数で表す場合よりも、確率の分布を正確にわかりやすく捉えることができる. 

7) 例えば、THE JIGSAW CLASSROOM（https://www.jigsaw.org/）を参照． 

8) なお、ここでは「ゆさぶり」の発問を中心に本授業を分析した。生徒たちが興味・関心を持ち、
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主体的に探究的な学びを進められた背景には、グループで操作できる磁石製の分子モデルの存在

やI教諭による観察と声掛けなど、他にも様々な要因があることが推測される． 

9) 後の校内授業研究会では、空気中でマグネシウムリボンの酸化が進んでいたために激しい燃焼

が起きなかったのではないかという指摘があった. 

10) この生徒が書いた化学式は、後で磁石を用いて分子モデルを作成した段階で２MgO+CO2→２

MgO+Cへと修正された． 

11) この時点ではOくんも原子の数までそろえていなかった． 

12) 前掲2) 宇佐美, 96． 
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参考資料：A中学校 各教科における具体的な実践内容等一覧（表面） 
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参考資料：A中学校 各教科における具体的な実践内容等一覧（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


