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1　研究の課題及び小幡肇実践の紹介

1-1　問題設定と先行研究の概観
本研究の問題の所在に入る前に、中国人である筆者が日本における自立の基礎を育てる教
育について研究しようとする理由と研究の立ち位置について述べておきたい。
日本と中国は、歴史的な経緯の共通性が見られ、文化、伝統において類似している部分も
ある。しかし、教育において、発展のスピードが異なり、中国は日本の後追いをしていると
言われている。中国では、「要想成人必先自立」「不自立则不成人」ということわざがある。
意味は「有能な人材になるには、自立することが第一歩だ」である。しかし、私の被教育時
代（1994年小学校入学）は、学校教育の現場では、教師が強い権力を持っており、子どもが
教師の指示に完全に従っていた。筆者の場合は教師の指示や要求がないと、何をやればいい
か分からない。そして、自分で考えようともしないので、戸惑ってしまう。
日本に留学する機会に恵まれ、日本人と接したり、交流したりする機会が多くあった。筆
者は、日本の学校教育の中、どのように子どもに自立を育てているのかを考えるようになっ
た。このようなことを考えながら、日本の多くの教育現場を見学させてもらった。筆者の見
た限りでは、子どもたちはまだ小学生であるのに、堂々と多くの人の前に立ち、自分で調べ
てきたものや自分の考えを発表していた。グループ活動、班討論で自分の意見を言ったり、
他人の意見を聞いたりする。熱い議論する場面が多かった。筆者はこれらの場面に出会い、
衝撃を受けた。日本の子どもたちの自立を強く感じ、中国人である筆者は、中国教育におけ
る自立という問題も視野の中におきながら、日本の学校教育における子どもの自立を育てる
ことに関する研究をしようと思うようになった。ここで述べた自立の意味内容についての定
義は後で述べる。このような研究を通して、自分自身を成長させることは言うまでもなく、
日本の文化や教育事情についてより深く学ぶと同時に、母国である中国の文化や社会、教育
に対する理解を深めていくことになるだろう。
中国は改革開放政策を実施して以降、グローバル化が進み、経済を速やかに発展させた。
しかし、中国の改革開放の進行に伴って、社会の格差が経済、教育などいろいろな方面に広
がっている。一方、日本の現代社会において、高齢化・高度情報化社会の進展という大きな
変化が起こっている。長い人生の中で、自分自身の生き方や価値観があらためて問われてい
る。しかし、近年、増加する無業者、フリーターなど、若者を取り巻く雇用情勢は極めて厳
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しい状況にある。いくら学校の勉強を頑張って、よい成績をとったところで、社会に出てみ
れば何の役にも立たないどころか、自立することもできないという現状がある。
人間が生きていくことは自立していくことである。将来社会で生きていくのに、必要とな
る社会に通用する力を身につけなければならない。久世敏雄（1985）、梶田叡一（1990）に
よると、自立性を育てていくことは、人間教育の大きな目標の一つである。自立を身につけ
ていくことは、生涯を通じて追究されるべき大課題である。学校教育だけで十分に達成でき
るわけではないが、その基盤づくりは、学校でのあらゆる活動を通じて追究していかねばな
らない課題であるという。
小学校指導要領生活科の目標とされている学習上の自立、生活上の自立、精神的な自立と
いう三つの意味での自立、将来自立した大人になるための基礎である。つまり、子ども時代
で自立を身につけるかどうかというのは、将来自立した大人になれるかどうかということを
支えるものであると考えられている。
教育学における先行研究では自立についてはさまざまな定義があるが、本研究では、自立
を他者とのかかわりの中で、主体性を発揮し、学び続けることと定義する。
ところで、自立を育てる教育実践は短い時間では検証できない。村井淳志（1996）は「学

習経験の意味づけは非常に長期にわたるプロセスで、学校を卒業した後も続き、年齢ととも
に深化していくのがふつうである。大人になってから、初めてかつて受けた授業の意味が分
かる、ということもある」と指摘している。つまり、当時の学びが子どもの中にどんな意味
が残ったのかのような教育の成果は、十年後、二十年後になって初めて現れるということで
ある。自らの学びを評価するには、自分にとっての学びの「意味」を理解することが必要だ
と考える。村井（1996,p11）は「社会科を中心とした人文・社会科学系教科の教育実践を分
析する際には、子どもにどの程度『学力』がついたかではなく、その実践が子どもにどんな『意
味』を残したのかということを、分析の包括的なものさしとすべきだ」と「意味」の重要性
についても述べている。十数年経って、子どもたちが一人前の社会人になり、学校教育で学
んだことが将来生きていくにはどの程度役に立つのか。当時に受けた教育実践は自分にとっ
てどんな意味を残しているのかなどが問われる。
本研究の対象とする小幡肇（2012）は、教育実践の中で、子ども同士の間のつながりを大

事にしながら、自ら課題を見つける力、調べる力、考える力や表現力を大事にしてきた。こ
れまで小幡実践の意義を明らかにしようとする試みはいくつかなされてきた。例えば、藤井
千春（2003）、守屋淳（2003）は、授業における子どもの主体的に自分で問いを見つけ、考
え、表現する能力を育てることを評価している。また、荒木寿友（1999）、松本康（2003）、
木全清博（2003）、森脇健夫、岩崎紀子（2004）は、子どもたちが主体的に学習活動を行え
るように、子どもを鍛える「舞台」を作り出す教師としての役割を評価しているなど。しか
し、ほぼそのすべてが実際の授業について授業観察やインタビューを行いながらその意味を
抽出しようとする試みであった。
本研究では、小幡学級の卒業生へのインタビューを通し、成人になった当時の子どもたち
の中に残っている小幡教諭の教育実践の意味を明らかにすることが一つの目的である。そし
て、当時受けてきた自立を育てる実践の当事者の中に、自立がどんな形として残っているの
か、またどんな力に発展していたのかを検討することで、自立の基礎を育てる教育の意味を
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明らかにする。

1-2　奈良女子大学附属小学校と小幡肇実践
1-2-1　奈良女子大学附属小学校の教育と小幡肇実践の関係
小幡教諭は、1990年から2011年まで、奈良女子大学附属小学校に勤めていた。奈良女子大

学附属小学校と言えば、大正自由教育における八大主張の一つであった木下竹次の「学習法」
生誕の地でもある。これまで明らかになったように、奈良女子大学附属小学校の授業は発足
以来オリジナリティーに溢れるものであり、その伝統は今日に受け継がれている。「ほんと
うに子どもを育てるとはどういうことか」という根本的な問いに挑み続け、自分で自分の学
習を創っていく子どもを育てる「奈良の学習法」の実践と研究に取り組んでいる学校である。
そして、奈良女子大学附属小学校では「奈良プラン」と呼ばれる独自の教育構造をもち、
それは「しごと」「けいこ」「なかよし」の３つの領域からなる。奈良女子大学附属小学校の
教育目標として、「1、開拓、創造の精神を育てる。2、真実追究の態度を強める。3、友愛、
協同の実践力を進める」の3点が掲げられている。奈良女子大学附属小学校の『学校要覧』
によれば、「しごと」「けいこ」「なかよし」という教育構造は、この目標から発したものであっ
て、単なる形態上の区分だけでなく、教育目標の目指す人間形成の立場から、相互に力動的・
有機的関係をもって成立するものであると説明されている。
その中の「しごと」の教育目標を「①新鮮な感覚と知性に立って、自由な視点から弾力的
に考えることのできる、いわば人間としての幅を育てる。②自然、人間、社会の真実のすが
たを求めて、その知見と視野を広げ、身近な事実の問題を追及して新しい社会生活のあり方
を洞察させ、それに向かって自己の生活態度ならびに生活環境をつくりかえていく意欲と実
践力を育てる」と設定している。「しごと」と文部省社会科との関連について、小幡（2012）
は、「奈良女子大附小が独自に作成したプラン『しごと・けいこ・なかよし』は、文部省社
会科の発展したもの」と述べている。
奈良女子大学附属小学校の独特な学校文化背景の中で、教師たちはどのように実践を行っ
ているのだろうか。森脇・岩崎（2004）の研究は、同校のどの学級においても実践されてい
る一つのスタイルが、同校に着任した教師たちの授業づくりの「技術」のみならず、子ども
をみる目、子どものとらえ方、子どもに内在する「力」に対する感覚、教師の出方や居方な
ど、諸技術を支える「観」（授業観や子ども観）と呼びうるものの変革を呼び込んでいると
いうことを明らかにしている。また、森脇・大西・岩崎（2006,p63）は、「いずれの教員も
自立した子どもの姿を目指して実践に取り組んでいくわけだが、奈良女子大学附属小学校に
おける教師の学びは必ずしも制度化されているわけではない。子どもと同様に自立した学習
を自ら実践することを求められる」と述べている。
では、学校が設定する「しごと」の教育目標と、小幡教諭の教育目標はいかに関連してい

るのだろうか。荒木（1999,p92）は、「しごと」の教育目標の①の「新鮮な感覚と知性に立って、
自由な視点から弾力的に考えることのできる、いわば人間としての幅を育てる」という箇所
は、小幡教諭の目標では「生活を拡充する経験を積んでいくことができるようにする」と捉
えている。また、②の「自然、人間、社会の真実のすがたを求めて、その知見と視野を広げ、
身近な事実の問題を追及して新しい社会生活のあり方を洞察させ、それに向かって自己の生
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活態度ならびに生活環境をつくりかえていく意欲と実践力を育てる」という目標は、「高齢
化に向かう現代社会の中で生活をする年長者」に接することを通じて育成されるものとして
明らかにしている。また、小幡教諭は「児童が自ら課題に取り組み、問題を発見し解決でき
るようにする」ことを指導目標として掲げている。
また、実践の背景にある小幡教諭の教師としての歩みと指導観の転換について、田中

（2004,p52）は以下のように述べている。奈良女子大学附属小学校では、「学習法」の伝統を
ふまえながらも自由な校風のなかで教師一人ひとりが独自の実践を展開していた。子どもに
対しても同僚に対しても「教えてやる」という姿勢をとらない同人たち。朝の会から「しごと」
「けいこ」「なかよし」の学習まで、学校生活のあらゆる場面において前に出て自分の言葉で
話をし、「おたずね」をしあって学習生活を進める子どもたち。子ども観や指導観を揺さぶ
られるなかで、次第に「『子どもは自力でのりきり、自分で自分を変えていく力をもっている。
……そのもっている力を発揮する場と機会を創っていく』のが授業」だと考えるようになっ
ていった。

1-2-2　小幡肇実践の特徴
学校背景や学校文化で紹介したように、奈良女子大学附属小学校は、木下竹次が創始した

「学習法」に基づいて教育が行われている。木下（1923）は、「自律的学習法」を唱導してお
り「学級的画一教育法を打破した自律的学習法は、いずれの学習者も独自学習から始めて相
互学習に進み、さらにいっそう進んだ独自学習に帰入する組織方法であって、実に性質能力
の異なったものは異なったように活動し、しかも、自由と協同とに富んだ社会化した自己を
建設創造しようというのである」と述べている。
上記より、小幡教諭の勤めている奈良女子大学附属小学校は基本的に「自立的」ではなく

「『自律的』な学習法」が行われていることが分かる。これについて、小幡教諭は以下のよう
に述べている。

「…ちょうど生活科が生まれるごろに、立つという自立がね、出てきたり、うちの学
校でもどっちなのか（自立か自律）という議論があったんですよ。で、文部省はこの立
つの自立なんですけどね。で、僕らはあえてその自立を使わないのは、そのやはり学習
法は独自学習、相互学習、独自学習という形態として進んでいくというものを背景とし
て持っているんですよね。そこにおいて、独自学習を徹底する。そして、そこから持ち
込む自分で見つける。それを相互学習で議論する、また自分独自学習でそれを持ち帰っ
て、自分で考え続けるという、やっぱ自分を律するという意味合いが強いような気がす
るんですね①。それで、自律という言葉を使ったんですね。で、この立つのほうは、イ
メージ的には自分で行動するというか、自分で生活するというか、自分の行動面を指す
ような気がするんですね②。僕のイメージでね。そういう一般的な行動面ですよね」
（注：2011年6月28日インタビュー・筆者の卒業論文の「学校実践の中における子どもの自立に関する

研究――生涯発達の観点から」より）

下線部①より、小幡教諭は奈良女子大学附属小学校の独自学習、相互学習、独自学習とい
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う形態の学習法をもとにして、子どもを指導していることが分かる。また、「自立」と「自律」
が一致してない点も小幡教諭の話から読み取れた。小幡教諭の考えでは、奈良女子大学附属
小学校の独自の学習法の意味に自分を律するという意味合いが強いということが分かった。
そして、下線部②より、自立について、小幡教諭は自分で行動する、自分で生活する、といっ
た自分の行動面を指すというように捉えていることも読み取れた。
小幡教諭の教育実践が上淵寿（1998）の子どもの自立の概念にも当てはまると考えられる。

子どもの自立について、上淵（1998,p178）は、「近年は『自己教育力』の向上が謳われてい
るように、子どもは自らの関心や興味に応じ課題設定や解決方法、学習結果の活用について
自己決定し、学習過程を自ら制御する主体となることが、学校教育における子どもの『自立』
であり、発達の一つのあり方として期待されている」と述べている。
小幡教諭は目標として自立という言葉を明確的に述べているわけではないが、小幡教諭の
考えている自分で考えて、行動する、自分で自分をコントロールするという自立の中身は、
筆者の考えている自立の概念の核心的な部分であり、筆者の考えている自立の概念に含み込
んでいると言えるだろう。したがって、以上述べたように、小幡教諭の行ってきた教育実践
が自立の基礎を育てる教育実践だと言えると考える。
小幡教諭の考えている自立を分析する際に、「しごと」学習「『気になる木』の『はっぱ』

をふやそう」の授業を用いながら説明していきたいと考える。
小幡教諭の授業では、毎回一人の子どもが独自学習の成果を土台に授業者を担当し、四五
分の授業を進行する。授業者の子どもは、自分で調べてきた内容を紹介する。次に、一人調
べを通してとらえた「気になること」を、それに関する自分の現在の考えとともに聴き手の
子どもたちに投げかける。一方、聴き手の子どもたちは、粘り強く「おたずね」を重ねて自
分の知りたい情報を引き出しながら、さらには、それぞれが独自学習で調べたことや経験し
たことを拠り所に、新たな事実を出し合い、意見を関連付けながら、「たぶん」の話を広げ、
探求を深めていく。
子どもたちが対話を重ねていく間、小幡教諭はほとんど介入しない。子どもたちの話し合
いには互いに返答に窮し言いよどむ場面もあれば、思わぬ方向へと進むこともあるが、その
ような場合でも、小幡教諭はけっして慌てて口を挟むということはしない。聴き役に徹し、
じっと子どもたちの話を聴き止め、それぞれの出した事実や考えとそのつながり、また、そ
こでの論点や対立点が分かるように、子どもたちの対話を色チョークで構造的に板書してい
く。対話が進み、黒板が対話の記録でいっぱいになったら、授業は終盤に入る。一人ひとり「気
になる木のはっぱ」（葉の形をした緑色の画用紙）に自分の考えを書いて、それを披露しあう。
そして、友達の考えを取り入れた学習作文を書いて、学習は終わる。子どもたちが授業の最
後に自分が書いた「はっぱ」を教室の天井を覆う緑のシートに貼り付ける。学級の全員がそ
の時間の学習の証を四〇枚の「はっぱ」に茂らせて「『気になる木』の『はっぱ』をふやそう」
の授業は終わる。　
森脇（2004,p56）によると、小幡教諭は、「『気になる木』の『はっぱ』は、「学級における、
子ども自身の存在感」であるという。と同時に、「その子の、創造し続ける要素が、子ども
らの『気になる存在』になるようにするもの」、さらには「その子の、学習が拡がっていく
ことへの歓喜の要素が、共に味わえるようにするもの」だという。そのために、「七夕」感
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覚で楽しくことができるように、「書いてすぐ天井に飾る」ことも重要だと語っている。
小幡教諭の授業の一つ特徴とは、それぞれの「気になること」を題材に、授業者の子ども
と聞き手の子どもとが協力して自力で学習を進めていく「子どもによる授業」であるという
ことである。小幡教諭は、「独自学習」「相互学習」「独自学習」の順次性にしたがって授業
を展開している。また、小幡教諭は正解を教えることや教師として授業の結論をまとめるこ
とより、子どもの自分からの納得を大事にしている。
小学校学習指導要領解説・生活編（平成20年8月）によれば、「自分にとって興味・関心が

あり、価値があると感じられる学習活動を自ら進んで行うことができるということであり、
自分の思いや考えなどを適切な方法で表現できるという学習上の自立である」が述べてある。
小幡教諭は子どもの自立を育てるには、まさに小学校学習指導要領解説・生活編の中の学習
上の自立を重要視している。
一方、「しごと学習」について、小幡はどのようにとらえているのか。小幡（2012,p89）は、

「子どもが、生活の中で問題をとらえて、その解決を試みることによって、目当てをもって、
周囲の世界に働きかける学習を『しごと』ととらえた。そして、子どもが、社会及び自然の
事物事象を科学的に理解し、その合理的な処理のしかたを会得することを、『しごと』の目
標ととらえた。また、子どもの関心の動向をとらえて適切な『しごと』の計画を立てること
が『しごと』における教師の役割ととらえた」と述べている。
小幡教諭が自分の実践の中で、考えている子どもの自立をまとめてみると、以下のようで
ある。①精神健全②自己を建設・発展することを図る③思考の発展④人間として強い人間⑤
持っている ｢力｣ を発揮することができる（自分で乗り切り、自分で自分を変えていく力；
子どもは ｢おたずね｣ を連続させる力；多面的・多角的に ｢たぶん｣ の話を考える力；話を
聴き止めて「ありがとう」と言える力）。
以上述べたように、小幡実践の特徴は、教師が子どもの力を信じ、表面に出ず、授業者の
子どもと聞き手の子どもたちとが「おたずね」や「たぶん」の話を使って自力で学習を進め
ていく、「子どもによる授業」という形態をとることであり、また、子どもが自分の力を主
体的に発揮し、人とのかかわりの中、人の助けを借りながら、その場を乗り切るという自立
の側面に重点を置いていることだと考える。

2　研究の概要及び小幡肇学級の卒業生へのインタビュー分析

2-1　研究対象と研究方法
2-1-1　研究対象　　
研究対象は、小幡教諭及び小幡教諭の送り出した卒業生4人である。
研究対象を選んだ理由は以下のようである。まず、対象となった卒業生の入学年の1995年

度は「『気になる木』の『はっぱ』をふやそう」実践の誕生の年であった。また、対象となっ
た卒業生の4人は今でも小幡教諭と緊密に連絡を取っている。

4人の卒業生の基本情報は以下のようである。
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名前 性別 奈良女子大学附属小学校
入学年 仕事（2012年12月時点）

Uさん 女 1995年 スーパーマーケットの宅配
Hさん 男 1995年 郵便配達
Tさん 女 1995年 専門学校学生
Mさん 男 1995年 公務員

対象となった卒業生だけでは、小幡教諭の教育実践の全体像をとらえられないかもしれな
い。しかし、研究対象の選択について、村井（1996）は以下のように述べている。村井（1996）
によると、すべての当事者から話を聞くのは不可能である。しかし、聞き取りができるのは
現在でも教諭にかなり強く影響されたと自覚する人々であって、そうでない人々はインタ
ビューに応じないと考えられることがある。また、「『意味』を感じなかった学習者から意味
を聞き出そうとする試みには、それこそ意味はない。『意味』を語ることができるのは意味
があったという実感をもつ学習者だけである」という。
　本研究で明らかにしていきたいのは、小幡実践に意味があったかどうかという問題では

なく、小幡実践にどんな意味があったのかという問題である。

2-1-2　研究方法
研究方法は、半構造化インタビューである。半構造化インタビューとは、質問項目や枠組
みにある程度の構造化をほどこしつつ、実際のインタビュー場面では、興味深いトピックや
語りについては適宜質問を加え、話題の展開に応じて問いの順序を変える等、インタビュイー
の反応やインタビュアーの関心に応じて、十分な柔軟性をもたせるインタビュー法である（徳
田、2007）。筆者は具体的な質問項目をあらかじめ準備し、それらを使ってインタビューを
進めていたが、話題の展開に応じてある程度質問項目を変更した。
当時小幡教諭の教育実践を受けた当事者の卒業生に、小幡実践を振り返る半構造化インタ
ビューを行う（以下はインタビュー①と呼ぶ）。そして、卒業生たちの証言を小幡教諭に報
告し、小幡教諭に半構造化インタビューを行う（以下はインタビュー②と呼ぶ）。
まず、筆者は2012年12月15日、奈良女子大学附属小学校（卒業生たちの母校であり、小幡

教諭の勤務校であった）で、インタビュー①を行った。対象となった卒業生の４人が1995年
入学し、一年生から三年生まで、小幡教諭の担任したクラスで勉強した子どもたちである。
インタビューの質問項目は以下のⅠ～Ⅳである。
Ⅰ、今どんな仕事をなさっていますか。その仕事をやり始めたのはどういう経緯があった
のですか。自分で何らかの決断を下したのですか。
Ⅱ、小幡教諭の授業は、発表者である子どもが教室の前方に立って、描いた絵や調べてき
たことを発表し、｢おたずね｣ を受けて、また発表者の「気になる」ことを聞き、思い浮か
んだ話を披露し、最後に考えを書くという構成だと思います。お立ち台に登って、小さな発
表者として、みんなの前で立ったということを覚えていますか。どんな内容を発表しました
か。その時のことを思い出す限り、お話をしていただけますか。
Ⅲ、小さな発表者として、みんなの見ている中で、ほかの子どもたちからの「おたずね」
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に答えられなかったことがありましたか。助けてくれた子がいましたか。どのようにその場
を乗り切りましたか。
Ⅳ、当時の小幡についての思い出についてお聞きしたいですが、こんなことをしていたと
か、こんなことを言われたとかのような記憶がありますか。当時の小幡はどんな教諭でした
か。小幡に対して、今の持っているイメージと昔の持っていたイメージと違いますか。同じ
ですか。社会人になった今、当時授業で経験してきたことをどのような意味があると思いま
すか。

インタビューの限界で当事者が語る意味は、必ずしも小学校時代に受けてきた教育実践の
意味とは限らない。しかし、過去のことを思い出す意味について、やまだようこ（2007,p126）
は、「『過去』は、『現在』と照合されて絶えず再編成され、読みかえられて変容していくの
である」と述べている。村井（1996,p17）は、「『意味』は、学習後の経験と有機的に反応し
発酵するものである」と述べている。
　したがって、本研究で、当事者たちがインタビューで語るのは、自分の今まで経験して
きたことに関係して再構成されたものである点に留意しておきたい。

2-2　卒業生へのインタビュー
まず、小幡肇学級の卒業生にインタビューする理由について述べよう。
小幡学級の実践分析について、数多くの研究がなされている。先行研究は子どもの主体性
や教師の役割という観点から小幡実践を評価してきた。しかし、教育目標が、実際にどの程
度達成されているのか。十数年経って、子どもたちが一人前の社会人になり、学校教育で学
んだことが将来生きていくにはどの程度役に立つのか。学習者である子どもたちにとって、
社会に入る時点で、意味のある学習とは何なのか。当時に受けた教育実践は自分にとってど
んな意味を残しているのかなどが問われる。
学習経験の意味づけについて、村井（1996,p18）は「学習経験の意味づけは非常に長期に
わたるプロセスで、学校を卒業した後も続き、年齢とともに深化していくのがふつうである。
大人になってから、初めてかつて受けた授業の意味が分かる、ということもある」と述べて
いる。また、本多（1980）は、「教育実践の評価はその時々になされるものであろうが、本
当の評価は、その子どもたちが一人前の社会人になってからなされるものだ。その時の教育
が、成人になって、本当に役立つものとなっているかどうか、が問われるのだ」と語っている。
村井は本多が自分の教育実践が子どもたちの生にどのような意味をもったのかを問い続け
てきたのである。村井（1996）によると、このような問いかけは、当の教師自身が行うには
限界がある。自身の実践を対象化すること自体が難しいし、また元生徒の側では恩師を前に
してその実践を批判的に検討するという作業は躊躇や苦痛がともなうのが普通である。そこ
では第三者として取材者の役割が大きいと言われている。
筆者は2012年12月15日、奈良女子大学附属小学校で、当時小幡教諭の教育実践を受けた当

事者の卒業生に、小幡実践を振り返る半構造化インタビューを行った。インタビュー項目と
卒業生の基本情報は述べたので、ここで省略する。
小幡教諭は1990年奈良女子大学附属小学校に着任した。1994年最初の卒業生を送り出すこ
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とになった。インタビューの対象になった4人の卒業生は1995年に奈良女子大学附属小学校
に入学した子どもたちであった。1995年度は、「『気になる木』の『はっぱ』をふやそう」実
践の誕生の年であった。1995年度の「しごと」実践のテーマは、「さんぽと身近な人からは
じめる、『気になる木』の『はっぱ』をふやそう」であった。
具体的には、＜1学期＞は「ヒツジさんとのさんぽ」、「校内のさんぽ」、「『気になる木』の『はっ

ぱ』をふやそう～給食室のおばさん～」であった。＜2学期＞は「『気になる木』の『はっぱ』
をふやそう～給食室のおばさん～」「『気になる木』の『はっぱ』をふやそう～ぼくの、わた
しの家でのお母さん～」であった。＜3学期＞「『気になる木』の『はっぱ』をふやそう～ぼ
くの、わたしの家でのお母さん～」「『気になる木』の『はっぱ』をふやそう～お手伝い・大
研究～」であった。
ここで、十数年経った今、卒業生たちにとって、当時の自立を育てる教育実践はどんな意
味があるのかについて検討していきたい。当事者の証言は以下のようであった。

Uさん

「自分の考えをまとめるというか、ちゃんと出すという力になったのかもしれな
いですね。やっぱり吸収するだけが、アウトプットしてこそ知識があると思うんで
すけれども、こういう授業、発表するばっかりだとか、聞いてるばっかりのではな
くて、何らかの質問を言わなければならないという状況に置かれていたので、葉っ
ぱを書く、質問内容を答えて、どう思ったかとか、書かなければいけないという授
業だったので、必ず質問をしようという態度で授業を聞いてるという意識がついた
のかなと思います。……結構質問したくなる、今でもその会社訪問だとか、大学の
授業でもそうですけど、なんか気になると、質問しようかなと思って、書いたりと
かするので、それはよくよく考えてみたら、こういう授業からもしてたので、プラ
スになったのかなという感じですかね」。

Uさんの話によると、当時の実践で身につけた質問力が今でも「必ず質問をしようという
態度で」授業を受けたり、仕事をしたりしていることが分かる。また、Uさんの話から、小
幡教諭の授業構成が見える。小幡教諭の授業構成は「一人の子どもを発表者（『小さな授業
者』）として立たせ、その子への『おたずね』と、その子が『話（応答）をする』場を創る」
であった。小幡教諭は「子どもが話を始めたら、介入せず、その話の背景にあることを読み
取り、それを確かめたり強めたりするのに必要な活動を見つける」という指導法に徹してい
る。当時、子どもたちは「おたずね」を受けたり、他の子の話を聞いて、引き出したりする
経験を積んだことや、授業を楽しみながら、表現力、考える力、質問力をつけていったこと
が分かる。当事者の発言から、当時の授業構成や指導法が当事者に影響を与えていることが
言えるだろう。
授業で、子どもに「たぶん」「きっと」「でも」などの接続詞を使わせ、表現力や考える力

を鍛える。なぜなら、小幡（2003,p59）は「それは、『たぶん』を使って『一つの』意見を
みつけ、さらに『きっと』を使って補足・強化する意見をさがし、『でも』を使って『一つ
の意見に対する現実』を自分の考えを創る根拠（足場）としていくという過程である。この
ような、二つの思考過程が、その子の中に育っていくことが『自分の考えを創る』子どもを
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育てることになるのだろう」と述べている。藤井（2003）によると、小幡実践では、子ども
自分なりの「問い」を見つけて、それについての自分の「考え」を持ち、それを主張しよう
とする力が育っていることが示されている。

Tさん

「自分で調べようと思って、フットワークは軽くなったと思います、っていうのは
成長したのかなと思います。…専門学校の件でもいいですかね。例えばクラスの人た
ちは教科書と国家試験の受験勉強になるんですけど、その先生が指定された教科書か
らの文章しか読んでなくて、私はまあそういうのがすごく嫌いなタイプで、逆に。図
書館に行って、図鑑を調べたりとか、そういうのは最近ありますね。あとは去年もホ
テルで働いてたんで、自分の予算の範囲内で、行けるホテルとか、結構いろんなとこ
ろに、いろんなホテルに泊まって、玄関から見て、花瓶がどう置いてあるのか、そう
いうのをすごく調べたりとかはしました」。「中、高ではあまり活用というか、あまり
活かせなかったんですけど、大学に入ってからとか、今になって、またその違いが出
てきたなというか、調べたいことはとことんやる、やりたいことをとことんやるって
いうまだ蘇ってきたなという気がします」。

Mさん

「飛び込みで、家に挨拶しに行ったりしてすることもけっこうあるんですけど、普
通の小学校だったら、ちょっとだいぶ戸惑ってたかなと、小学校の時から先生の名刺
を持って、いろいろやってたんで、全然抵抗はなかったですね。社会人になって、他
の人より楽をしているような感じがします。飛び込みで行ったり、他の人と討論を言
い合うとか、あとみんなの前でプレゼンテーションをするとか、やっぱり学校でもあ
んまり得意じゃない子もいるんじゃないですか。でも、自分は小学校の時に、みんな
の前で立ったから、人よりもたけてると思えるようになっていると思いました」。

Tさんは今の勉強の中でも、つねに自分の課題を見つけ、自分から物事を積極的に調べた
り、行動したりしようとしている習慣を身につけたことが分かる。Mさんは小学校で経験
してきたことを誇りに思って、今の仕事上にも大いに活かしていることが分かる。Tさん、
Mさんの発言から、当事者たちは当時の教育実践から自分の「問い」見つけ、「自分の考え」
を持ち、自分のもっている力を発揮する能力を身につけたことが分かる。小幡教諭が「一年
生の子どもでも、自力でのりきり、自分で自分を変えていく力をもっている」、「『そのもっ
ている力を発揮する場と機会を具体的に創っていく』のが授業だ」という考えが当事者たち
に影響を与えていると言えるだろう。
なぜ十数年経っても、当時に身につけた調べる力や行動力がまだ活かせているのだろうか。

次のMさんの語ってくれた当時の教育実践の話から要因を見出すことができるのではない
かと考える。Mさんは「小幡先生は自分の名刺の裏に子どもが勉強するんで、いろんなこ
とを教えてくださいっていうのを書いて、それをみんなに渡してたんですよ。で、名刺を渡
して、先生が今から二時間、町に出てこい、町に行って、自分の気になるなと思ったところ
を、店長さんにこの名刺を見せて、どんどん質問をしてこい、分からないことがあったらな
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んでも聞いてきてっていうのは、はじめの授業ですごい印象的でした」と言っている。この
ように、町に出て自分の気になることについて知らない人にたずねた経験を持っているから、
Tさんの話の中に出てきたように「調べたいことはとことんやる、やりたいことをとことん
やる」という意識が今でも頭の中に力強く存在しているのではないかと考える。

2-3　卒業生へのインタビューの分析
インタビューの中で、成人になった子どもたちは当時の教育実践の授業構成や指導法を思
い出したり、語ってくれた。主体性の中身として、問いを見つけ、考え、行動するという具
体的な内容も出てきている。例えば、Uさんの話によると、当時の実践で身につけた質問力
が今でも「必ず質問をしようという態度で」授業を受けたり、仕事をしたりしている。Tさ
んは今の勉強の中でも、つねに自分の課題を見つけ、自分から物事を積極的に調べたり、行
動したりしようとしている習慣を身につけた。Mさんは小学校で経験してきたことを誇り
に思って、今の仕事上にも大いに活かしているという。また、Uさんの話から、小幡教諭の
授業構成が見える。小幡教諭は「子どもが話を始めたら、介入せず、その話の背景にあるこ
とを読み取り、それを確かめたり強めたりするのに必要な活動を見つける」という指導法に
徹している。Tさん、Mさんの発言から、当事者たちは当時の教育実践から自分の「問い」
見つけ、「自分の考え」を持ち、自分のもっている力を発揮する能力を身につけたことが分
かる。そこで、先行研究の成果を確認することができた。
卒業生たちの証言から、十年に経った今も、成人になった当事者たちは小幡教諭に影響さ
れているように見える。しかし、育てる側の思いを貫くだけでは、育てられる側に伝えられ
ない恐れもある。では、自立を育てる側の小幡教諭が大事にしていることはすべて育てられ
る側の当事者に影響を与えているのだろうか。
小幡（2003）は「『子ども同士で、子どもは育つ』ことを大切にしている」と述べている。また、

「自分のもっている力を発揮する『子どもが育ち合う』ことにもつながっていかなければな
らない」という考えを持っている。しかし、当事者の発言の中で、友達の話を聞き合う活動
や「子ども同士で、子どもは育つ」「子どもが育ち合う」のような子ども同士についての発
言は少なかった。そして、学習の構想を考える際には、小幡（2003,p59）は「まず、それぞ
れの子どもが独自学習を行い、次いで、その独自学習を持ち寄った相互学習を行い、さらな
る独自学習を創っていく」ことを大事にしている。小幡教諭の自分なりの「問い」を見つけ
て、それについての自分の「考え」を持ち、それを主張しようとする力を育てたいと考えて
いることが十数年経っても、当事者に影響を与えている。しかし一方で、本研究で行ったイ
ンタビューで、小幡教諭が大切にしている「子ども同士で、子どもは育つ」や独自学習―＞
相互学習―＞独自学習という学習の構想について、当事者の発言があまり見られなかった。
小幡教諭の子どもたちに対する働きかけがとても自然なので、子どもたちが意識していな
いのではないかと筆者は考えている。インタビュー②の中で、小幡教諭に報告し、尋ねてみ
たら、小幡教諭は昔の自分と今の自分についての話が出た。
小幡教諭は「最初に教師になった時、経験値もない、テクニックもない、権力を使おうと
してもない時、たまたま子どもたちの前で、自分が強く出てないとか、本当に子どものこと
を分からなくなった時とか、逆に自分のほうが悩みこんで、どうしようとか、見えなくなっ
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たりしてる時のぼくのほうが自然に彼らに見られたりするかもしれません」と言った。
同じようなことが、当事者のMさんの証言の中にも出てきた。小幡教諭に対するイメー
ジの変化について、Mさんは「今までの先生だったら、答えが分からへんのに、突き進む
ような先生だったのに、二年前（奈良女子大学附属小学校の授業を）見た時は、答えが分かっ
てて進む先生だったんで、ちょっと変わったなと思いました。（昔の小幡先生は）厳しい先
生だけど、分からないことがあったら、先生も一緒になって考えてくれるような先生だった」
と言った。
小幡教諭が当時悩んだり、苦しみながらも、子どもたちと一緒になって、問題にチャレン
ジしていったことが、当事者である小幡と成人になった子どもの話の中に出てきた。それは
まさに小幡教諭の言う「経験値もない、テクニックもない、権力を使おうとしてもない自然
な自分」ということであろう。昔の小幡教諭には「経験値もない、テクニックもない、権力
を使おうとしてもない」という「自然な自分」はあった。それは当時の子どもにとってどう
いうことだったのか。当事者の証言から以下のようなことが分かる。
昔の小幡先生が仲間のように、自分と一緒に問題を考え、探求してくれた。子どもたちは、

小幡教諭が一緒に問題を考えて、学んでいたことを楽しいということを実感するのは子ども
たちにとっての小幡実践の意味だと言っていいだろう。筆者の他者とのかかわりの中で、主
体性を発揮し、学び続けるという自立の定義で言うと、小幡教諭は子どもたちと一緒に悩み
を分かち合い、喜びを味わい、学んでいたため、当時の他者の中に小幡教諭も入っていたと
いうことだろう。

3　まとめと今後の課題

3-1　まとめ
本研究では、筆者は半構造化インタビューという手法で、当時小幡教諭の教育実践を受け
た当事者の卒業生に何十年前の被教育経験を振り返ってもらった。結果としては、振り返っ
てもらうことによって、成人になった子どもたちが当時の教育実践の授業構成や指導法を思
い出したり、語ってくれたりした。主体性の中身として、問いを見つけ、考え、行動すると
いう具体的な内容も出てきている。それで、先行研究の成果を確認することができた。
そして、小幡教諭の教育実践を実際に見て分析するだけで触れられなかった新たなことが
明らかになった。
当時の小幡教諭は、教師としての自分自身の自立を図ると同時に、子どもたちの仲間とし
て、子どもたちと一緒に悪戦苦闘することで、子どもたちの自立を励ましていたと考える。
それに対して、今の教師としての小幡教諭は、昔の自分と比べると、力量や経験のある熟練
教師になったため、子どもが問題を探求するという場から離れているが、子どもが子ども同
士のかかわりの中で、自分の力を発揮できる場を提供することで子どもたちの自立を育てて
いる。
時代が変わっても、教師としての立ち位置が変わっても、小幡教諭は自分なりに子どもの
自立を育てたり、応援したりしていた。それは教師として心より子どもの自立に対する強い
願いがあるからだろう。子どもに対する強い願いがあれば、自立に対する解釈が違っていて
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も、教育実践の異なる側面に重点を置いても、教師の果たしている役割は、何年経っても、
子どもに影響を与えたり、子どもの中に残ったりすることができると考える。
今の時代に規定された自立というものが教育の課題、社会の課題になっていると考えられ
る。子どもの自立を育てる小幡実践が、子どもの育ちと学びの過程全体を視野に置いた学校
教育の方向を示唆するだろう。

3-2　今後の課題
本研究では、主にインタビューで過去のことを振り返らせるという研究方法を用いて、自
立の基礎を育てる教育の意味について検討したが、以下の三点を今後の課題として取り組ん
でいきたい。
まず、インタビューデータは第一次インタビューにとどまっていること。理論的な飽和に
到達するまでについて、能智正博（2004）によると、理論やモデルが形をなし、それを使え
ば新たなデータも説明ないし了解が可能になるまで、サンプリングは続けられることになる。
本研究は一回以上のインタビューを実施しても、新たなデータも分析も既にないとは言えな
い。つまり、理論的飽和に到達したことを説明するには不十分だと考える。今後の研究で、
当事者が小学校を卒業後にどのような経験をしたかのような設問をインタビュー項目に加え
る必要があると考える。
次に、振り返るインタビューの限界があること。当事者にとって、当時の教育実践が今の
自分に影響を与えているが、インタビューで想起できなかったこともあるかもしれない。ま
た、今でも勉強や仕事上でかなり役に立っているが、言葉にし、表現することのできない経
験もないとは言えないと考える。
最後、本研究では子どもに対する強い願いがあれば、自立に対する解釈が違っていても、
教育実践の異なる側面に重点を置いても、教師の果たしている役割は、何年経っても、子ど
もに影響を与えたり、子どもの中に残ったりすることができることが明らかになった。それ
は国境を越えても同じようなことが言えるのではないと考えている。今後の研究で、日中両
国それぞれの文化や社会で目指される自立の内容を明らかにし、その自立を教育目標とした
実践をどう展開させていこうとしているのかを比較研究したいと考える。
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The  author, a Chinese national, has focused on the children’s problems in becoming independ-

ent within Chinese education, and studied how Japanese schools educate children to be independent 

The process of independence continues  throughout one`s entire life.　Although　researchers cur-

rently use a variety of different definitions for “independence,” my research will define it as the ability 

to exhibit individuality while interacting with others, and being a lifelong learner.　The success of 

efforts to nurture independence in education cannot be confirmed over a short period of time, so the 

author will conduct interviews among adults, and consider what they truly learned from efforts to nur-

ture their independence when they were young, what impressions those efforts left on them, and what 

changes arose in their development to become independent.

An Education Practice Study 
On Training the Basis of Self-reliance

―― Based on Interviews with Obata Elementary School　Graduates

Ken Ryu
Tokyo University for Foreign Studies

【Keywords】　School Education, Children, Independence
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