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異 文 化 理 解 
―思いの違いや文化的背景の違いを考える― 

佐藤 久恵 

Cross-Cultural Understanding : 

Consideration by the Difference Between the Thought and the Cultural Factor 

Hisae Sato 

 

要約 

The article describes a lesson conducted in the 6th grade students of an elementary school in Japan. The focus of 

the lesson, conducted by the author, was to make the students discuss a situation involving a cross-cultural conflict. 

The goal of this exercise was to make the students recognize the importance of shifting away from their own cultural 

norms to ensure a successful resolution. As an example, the author presented a scenario in which two graduate 

students -- one from Japan and another from South Korea - faced a conflict partly resulting from sharing a 

refrigerator and a room in a university dormitory. The students were unable to offer an effective solution due to 

failure to think outside the prescribed Japanese values. This experiment underscores the necessity of explicit 

explanation of relative value systems when introducing cross-cultural education in Japanese schools. 
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1．はじめに 

本論では、ある小学校で児童に異文化体験を解釈させることを試みた６年生の授業を紹介する。今後、

この授業を改善し、子供たちに異文化理解を促すためには、そのときまでに形成されている日本人の立

場から一旦脱却させ、高次の理解に至らせることが必要であると考えている。実践した授業の概要は、

文化の違いによる行き違いのエピソードを取り上げ、どのように解決するかを児童に考えさせるという

ものだが、多くの児童は日本人の立場を脱却することができず、もう一つの立場を類推することができ

にくいという結果となった。そのため、多文化共生の狙いに到達するには、異文化をもつ人の考えと日

本人の考えとを相対化させ、その上で止揚させることが、授業の場において必要だと考えるに至ったの

である。 

「学生寮で韓国人の留学生と日本人の学生が同室になった際に起こったトラブル」という「異文化ト

レーニングの事例」から、筆者は「小学生用の教材化」に取り組み、群馬県 I 町の小学校で、このアレ

ンジした教材を使用して実践を行った。「異文化理解」を第一のテーマとしているが「道徳」の授業でも

あり、この事例の中には「人のものを盗る」という規則違反の行為「してはいけないこと」が含まれる。
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また、内容項目として「寛容さ」である。授業者自身の反省を述べると、これらのいくつかの軸に囚わ

れて実践は硬直した。特に、授業の中で「異文化理解」と「規則違反」という二つの強い軸ができ、準

備したはずの、文化的背景の異なる「規則違反ではない（のではないか）」という要素を取り込むことが

できない。「仲良くするためにどうしたらいいのか」という動的な指示も児童の中に落ちていかない。 

本論では小学6年生が、そのような授業の中でどのように発言し理解するのか、ということに注目し

つつ、「小学生のための授業」としてどのように授業構想すればいいのかを考察し、当日の授業では見え

にくい「韓国人キムさん」の側を浮かび上がらせる改善のポイントを提案する。それにあたっては、本

論は、授業後の研究会での現職の先生方の多くの意見を文字化し、ポイントを抽出して反映した。 

同校ではこれまで、授業改善を学校の大きな方針の一つとして取り上げてきた。NIEの実践、外国語

学習の実践、道徳教育の実践を通し、それらの成果を各教科へ波及させるという形で授業改善は広がり

を見せていた。核となったのは当時の校長の強力なリーダーシップであり、その頃、現職の院生を指導

していた教職大学院の教員が、現職院生の指導だけでなく、実際に小学生に対する授業を行ったりする

などの試みを繰り返し、独特で密接な関係であったことなどがそのような改善に寄与したと考えている。 

この小学校の校長は、これまでの各所の勤務校においても、地域に学校を開くことを徹底して行って

おり、保護者とも、また、マスコミ各社とも良好な関係を築いていた。外国籍児童の多い小学校でも、

この手腕は遺憾なく発揮され、独特な学校経営を行っていた。そのアドバイザーとして大きな影響を及

ぼしていたのが、当時、院生指導等で入り込んでいた上記の教員でもあった。 

筆者が実践を行った小学校は、数年の間に大きな成果をあげ、それらはシンポジウムの記録の中にも

具体的に見ることができる。しかし、何よりも注目しておきたいことは、ここでの人間のつながりと、

切磋琢磨する教員たちの姿、それから、独自にできた実践を織り込んだ授業開発のしくみだった。 

例えば、授業後の研究会では、実践について意見を言うときには、「自分だったらどうするか」とい

う代替案をあげることになっていたり、研究会後の懇親会の場で、次の授業者を決定するというサプラ

イズもあったりする。この懇親会で話題に上ったいくつかの構想の中から生み出されたのは、校長自身

が英語の新しい授業方法を提案するために外国語学習「スペイン語」を小学３年生に教える試み、上記

の教員が「GHQの日本占領と戦後の国語国字問題」を取り上げたもの、「奇跡の一本松への感謝の気持

ちの実践」であったりした。 

筆者は当初から、時々、録音・撮影係として参加させて頂いていたが、いつのまにか、実践の順番が

回ってくることになり、この研究は、偶然に与えられた賜のような実践の報告でもある。 

 

２．実践について 

2.1 実践内容 

I 小学校で行った実践教材は、元々、小学生用のものではなく『異文化トレーニング－ボーダレス社

会を生きる』という異文化トレーニングの一般書から事例をアレンジして使用したものである。この書
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自体は、筆者が選んだものではなく、紹介を受け、内容をアレンジして使用し、実践化を試みた。 

内容については、I 小の校長とやりとりをさせていただき、授業案をまとめた。もともと、小学生向

けの教材ではないため、「小学生が理解できる」しくみを具体的につくることに腐心した。 

例えば、実際に「冷蔵庫」を教室に持ち込み、そこに「キムチ」「たくあん」「飲料」「ケーキ」など

の実物を入れた。通常の授業ではこれらは、多分、ボードに書かれた「イラスト」であることが多いと

考えたが、担任ではない授業者が行う実践であるため、なるべく意表をつき、かつ臨場感を求めるため

に、冷蔵庫の中には具体的な食材を入れて準備をした。 

教材の核となったものは、紹介を受けた以下の事例である 1 。 

【教材文例①】 

「アメリカの大学院に留学中のさなえさんは、その学期、学生寮で韓国人留学生のキムさんと同室に

なった。その寮は大学院生専用で二人部屋なのだ。部屋には小さな冷蔵庫も一つ備え付けになっていた。

二人で共同で使うようになっている。さなえさんとキムさんも、飲み物やちょっとした食べものをいつ

も入れていた。共同といってもお金を出し合って、一緒に購入するわけではない。それぞれ自分で買っ

たものをしまっていた。ある日さなえさんは他の日本人留学生にこんなことをもらした。「同室のキムさ

んが時々勝手に私の牛乳などを飲んでしまう。自他のものを区別できない人と同室になってしまって困

っている。注意するにも何となく角が立ちそうで。まったく気分が悪い。」それを聞いた友人も、キムさ

んの常識の無さを批判した。しかし結局さなえさんは何も言い出せず、その学期は何となく気まずいま

まその部屋で過ごし、次の学期は他の理由を付けて部屋替えをしてもらった。」 

上記をそのまま使用するのでは、小学生にとってわかりにくいことがいくつかある。実際に授業をは

じめたときには、さらに説明が必要だと思われることもあった。例えば「学生寮で留学生と同室になる」

ということもわかりにくいことであったようで、「学生寮」ということのイメージを児童の中に結ぶこと

も、意外に困難だったりした。それらのことは課題となるが、当日、実際に授業者が用意して朗読した

文面は以下のとおりである。 

【教材文例②】（授業者がアレンジした文） 

「キムさんとサナエさん」 

 「高校2年の姉「サナエ」を持つ、小学6年生の「ヒサエさん」からの相談です。韓国人の高校生

「キムさん」と日本人高校生の「サナエさん」は手紙のやりとりをしながらとても親しくなりました。

お互いの家を訪問する約束をしていましたが、キムさんが先に、サナエさんとヒサエさんの家にやって

くることになりました。ソウルから７月にやってきて、サナエさんの家に2泊して帰りましたが、サナ

エさんとキムさんは夏休みの後半の8月には、アメリカで数週間の語学留学をすることに決めていまし

た。 

その間は、大学の施設内の寮で、一緒に生活することも決まっていました。サナエさんの妹のヒサエ

さんは、遊びに来たキムさんのことが大好きでした。「名探偵コナン」の話をしたり、「ドラえもん」の
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話をしたら、お姉さんよりもよく知っていて、キムさんがお姉さんだったらいいのにな、と思ったほど

でした。ヒサエさんも1週間だけ、二人が留学しているアメリカに行くことにしました。アメリカの空

港にヒサエさんが到着したときには、キムさんが迎えに来てくれていました。空港ロビーでは、「ヒサエ 

ウェルカム、キムはここよ」と書いたカードを掲げて待っていてくれました。日本から一人で飛行機に

乗ってやってきたヒサエさんのことを褒めてくれて、迎えた瞬間にはぎゅっと強く抱きしめてくれまし

た。姉はこの日授業があって、こられなかったので、代わりに来てくれたのでした。 

キムさんとサナエさんは、留学先のアメリカの学生寮で一緒に生活をしていましたが、まもなく、サ

ナエさんが、妹にこんなメールを送って寄こしていました。「キムさんが勝手に私の牛乳を飲むの。他の

食べものも食べるときがあるわ。冷蔵庫が一つだけしかなくて、共用で使っているの。その中のものを

勝手に食べるのよ。少し気が滅入るわ。」 

ヒサエさんは「お姉ちゃん、なぜ、そんなにケチケチしているの。」とも思いましたが、お姉さんが

神経質で、少し気弱な性格であることも同時に思い出しました。ヒサエさんはアメリカに到着してみる

と、キムさんからは「ねえ、ヒサエ、二人で食べようと思って買っておいたケーキを、冷蔵庫に入れて

置いたのに、サナエさんは全然食べてくれないのよ。少し遠いけれど、シフォンケーキのおいしい店で

買ってきたのよ、どうしてなのかしら。何回も買ってきたのよ。」と言われました。「二人はどうしてし

まったのだろう」とヒサエさんは思いました。 

寮の部屋に行ってみると、キムさんとサナエはとてもよそよそしくて、お互いに相手のことを気にし

ないような生活になっていました。ヒサエさんはこのまま喧嘩になってしまうのかと心配になりました。 

ヒサエさんは、姉もキムさんも大好きなのです。二人の仲を元通りにするための、何か、よい知恵が

あるはずだと考えています。Ｉ小学校6年生のみなさん、二人をもう一度仲良しにするために、一緒に

考えて下さい。」 

授業者は、上記を読み終えて、いくつかの授業材を提供した後、児童に理解を促すための発問をした。

すると、児童の発言は、以下のように展開していった。 
 

 
授業者 サナエさんとキムさんの間で、どんなことがあったかな。二人は？  

児童１ 仲良し。 

児童２ しゃべってないっていうか、喧嘩ではないけれど、キムさんとサナエさんは距離があいてし

まった。 

授業者 上手な表現ですね、（間）どうしてなんだろう？わかりますか？ 

児童３ サナエさんが、勝手に私のものを飲んだり食べたりするから。 

【板書】 

授業者 キムさんのことわかるよという人、サナエさんのほうのことわかるよという人？ 

児童４ どちらでもない、迷っちゃう。 
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授業者 どっちの味方をしたいかな？ 

（児童が以下のように分かれる。） 

  サナエ   １８ 

  キム     １＋授業者 

【ロールプレイの実施】 

（キムさんの役の人が、冷蔵庫をあけて、まるで、自分のもののように持っていく。） 

授業者 自分がサナエさんと思って考えてね。 

サナエ側の児童５ ちょっと驚いた。 

サナエ側の児童６ 目の前でとったら一瞬で怒っちゃいそう。 

上記の発言を受けて、 

キム側の児童７ 今度からやめようとおもった。 

授業者 サナエの気持ちを代弁するとどうですか？ 

サナエ側の児童８ ちょうだいといってくれればいいのにな。 

サナエ側の児童９ （前言者と同じで）ちょうだいといってくれたらあげるのに。 

授業者 キムさんはそういうふうに言わないで食べたりしている。 

サナエ側の児童10 私がサナエさんだったら、今度から「ちょうだいって言ってね」と言って、言っ

てくれたらあげる。 

授業者 今度から「ちょうだい」と言ったらあげるという人、どのくらいいますか？ 

Ａくん（サナエ側の児童11）は違う意見がありそうね。 

サナエ側の児童11 もしかしたら、韓国とかの方では、友達同士だったら、なんでももらったりして

いるっていうので、同じ部屋に住んでいるから家族みたいに思っているのかな、っていうふうに思うか

ら、ええと、だから「もらってるの？」とか、ちょっと一回聞いて見てから、ええと、もし、中国では、

――韓国ではそうだよとか言われたら、じゃ、今度から許して上げるとかって。 

授業者 Ａくんの意見は、少し、今までの意見と変化があるね。「もしかすると、韓国では」という

言い方をしてくれました。家族のように親しかったら、キムさんのように何も言わずにもらうのかもし

れない、と考えたのね。今のAくん（サナエ側の児童11）の意見、みんなどうですか？少し違うね。 

Ａくんとも、それから、今手を上げてくれたみんなとも違うよ、また別の第３の意見ありますか？は

い、Ｍくん。 

サナエ側の児童12 はい。僕だったら、今度ちょうだいっていってもあげません。なぜなら、せっか

く、自分がお金ない中で買ったのに、自分もお金を持っているのに、買わないで、しかもお金払って買

ったものをもらうのは、しかもちょうだいっていってもらうのは、よくないと思いました。しかも、お

金がなくなっちゃう、自分で買って。 

授業者 自分で買って、だまって盗られて、自分のお金がなくなっちゃう。ただ、なくなっちゃった
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だけ。 

サナエ側の児童12 ごはんも食べられない。 

授業者 ものを買ってそのものが、お金と交換だったのに、そのものもなくなっちゃったら、お金も

なくなっちゃうし、ものもなくしてしまう。「ちょうだいといっても上げません」というのが、Ｍくん。 

（間） 

授業者 意見が言いたいという人いますか？ 

サナエ側の児童13 サナエさんはキムさんのを、勝手に冷蔵庫のをとっちゃうのに、勝手に取っちゃ

うのに怒っているのであって、勝手に黙ってとっちゃうのに怒ってて、それで、だけど、いまさら言っ

ても「あげない」というかもしれない。 

授業者 少し関係が変わってきてしまったから、「ちょうだい」と言われてもあげないかもしれない

けれど、「勝手にとることに怒っているのであって、何か言ってから･･････ 

サナエ側の児童13（つづき） 何も言わないでとるし。 

授業者 言ってからとか、とにかく、「何も言わないということに怒っている」のではないか。 
 

 
以上を整理すると発言した13人の児童の意見は①～④のように展開した。 

① 「けんかではないけれど距離が開いてしまった」 

② 「ちょうだいと言ってくれたらあげるのに」  

③ 「韓国では親しいとだまってとって、食べたり、飲んだりするのではないか」 

④ 「ちょうだいと言ってもあげない、お金がなくなっちゃう。」 

「勝手に盗ることに怒っているのではなくて、「何も言わない」ってことに怒っているのではない

か。」 

児童の発言・活動、授業構想についても、実践後の研究会では、さまざまな議論がなされた。クラス

のほとんどの児童は「盗んではいけない」「人のものをとってはいけない」と判断する。また、キムさん

の側に立った児童も「今度からやめようと思った」という発言をするに至る。その一方で、意味のわか

らない行為（異文化）に対する時に、そこを、「ふだんそのようにしているのではないか」と考えて、容

易に理解へと道筋をつける児童も数名出現した。 

このような実践で、授業者も研究会参加者も、「彼らが、なぜ、そこ（異文化理解）に至るのか」は

明確にわからない。そのため、研究会参加者の多くは、ほとんどの児童は「理解していないのではない

か」と判断したようだった。 

2.2 実践後の研究会 

実践後に行われた研究会は、校長と教頭の授業内容に関するディスカッションではじまる。その中で、

今回の研究会のための3視点が出された。①「めあて」について、②「役割演技」の効用・効果につい

て、③「評定」についてである。「めあて」については、さらに３分割して「人のものを盗るということ
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のその価値の検証」「文化の違いについて」「2人を仲良くさせることについて」となった。 

本論では、主に「異文化理解」に絞って、研究会で考えられたことのポイントを記述し、どうすれば

よかったのかをその議論の中に探る。 

議論の流れは「「人のものを盗る」のは今日のテーマではない」という S 先生の発言から大きく展開

する。Ｓ先生は、「他の文化を理解させることを（理解したかどうか）確認することは非常に難しい」と

しながら「仲良くさせる」という行動的な言語に置き換えることは、人の文化を理解することを具体的

に表す一つの形ではないかと話す。 

Ｍ先生は「日本人の感覚というのは資料がなくてもわかる。」として、「盗っちゃいけない」というの

は児童からも出るが、キムさんの感覚というのを読み取らないといけない。「シフォンケーキを買ってあ

るのに、サナエさんが食べてくれない」というのは、キムさんからすると、それは「（食べないことは）

失礼なことなんだ」ということがきちんと伝わってこそ、考え方の違いがわかると発言する。「盗る」と

いう視点ではなく「（サナエさんは）食べてくれないと考えるキムさん」について、焦点を移す必要があ

ることがはっきりする。 

日本人のサナエさんは、韓国人のキムさんの行動について「勝手に食べる」「人のものを盗る」と理

解している。しかし、これについて「改善してほしい」ということは言っていないし、また、「苦情」も

述べていない。一方のキムさんはサナエさんの行動を自国の文化を尺度として考えていれば、「親密さに

かける冷たい態度だ」と考えていることになる。「文例①」をアレンジした「教材文例②」でも踏襲した

部分だが、授業での児童の発言では「「ちょうだい」と言ってくれたらいいのに」「ちょうだいと言って

くれたらあげるのに」という意見が出てくる。しかし、キムさんは「ちょうだい」と言わないし、サナ

エさんも「やめてね」と言わない。Ａ先生はこれについて「スタンダード二つじゃないですか。日本の

感じの感覚としてのと、韓国の人の感覚というのが、あるのですね、二つで、同時になっているから、

これをどうやって理解するだろうか」と発言する。 

Ｓ先生からは「「せっかくケーキを買ってきたのに、それを、食べてくれない」という話の方に話題

を持っていかなかったので、その結果、一面的に日本人の話になってしまった」と指摘がなされる。そ

のために「しょうがなく、子供の方は、やっぱりどうしても「謝る」という話」だと考えてしまうこと

が児童において予想されるというのだ。確かに「キムさん側に立った児童」は、「悪いことをした」と発

言してしまっていた。 

 

３．考察 

3.1 子供たちは異文化をどのようにして捉えるか 

クラスの児童が「韓国、韓国語に興味がある」ということは、事前には全く聞いていなかった。しか

し、「学びたい言語は何か」を児童にたずねると「韓国語」が上位に上がってくるということで、そのこ

とを授業の直前かに小耳に挟んだ。教材提示資料として用意したもののなかには、私自身が大学院で学
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んでいた時の先輩から教わった韓国語のカードを用意したが、それらを黒板に貼り付けたときのクラス

の反応が、予想外によいもので、「ハングル文字」だったのにも関わらず、それが「キム」を表すことを、

多くの児童が直観していた。前述の、言語に対する興味ということともつながってクラスの様子を授業

者は理解した。 

この小学校では、英語の授業もスペイン語の授業も、単発であるが当時行っていた。また、NIEの授

業を積極的におこなっており、新聞記者が授業に参加することもあった。そのため、尖閣諸島問題を含

めて国際的な視野の授業も数多く行われていた。 

今回の授業の流れを図示化すると、図１のようになる。 

 

今回の授業の流れ  

   ①          ②                        ③       

【テーマＡ】異文化理解       

【テーマＢ】道徳的観点からの「規則違反について（盗むことはわるいこと）」 

       「だまって食べてしまう行為」         

【テーマＣ】道徳的観点からの「仲良くすること」 

      （授業者が授業の中に持ち込めなかったこと→「ケーキを食べてくれない」ということ） 

授業の立脚地 

                            （ここで何が理解できればいいのか） 

図１ 授業の流れと展開予定のテーマ 

 

3.1.1 日常から類推する理解 

研究会の参加者が注目したものの一つにＡくんの発言があった。「韓国では親しいと黙ってとって、

食べたり、飲んだりするのではないか」という意味の発言をしたが、授業の中では、この意見を明確に

取り上げることができず、彼の意見をきっかけに掘り下げて展開することができなかった。 

研究会を実施していると、給食の「ふりかけ」を忘れたと言って、このＡくんが研究会の場に偶然現

れた。授業者は、以下のように、Ａくんに再度、発言してもらうことにした。 

授業者 Ａくん、少し発言していきませんか、せっかくだから。（参加者全体 笑い。）いいと思いま

せんか？Aくんが異文化理解の、ここですね。「韓国では、家族のように親しかったら、キムさんのよう

にもらうのかもしれない」という発言したのは、どういうところから考えたのか、というのを、少しだ

けお話していってもらえますか。今、先生方で、その部分のお話をちょっとしていたんです。 

Ａくん ええと、キムさんが何も言わないでやったということは、もしかしたら日常的にやっていて、

友達みたいな関係になったら、取っても怒らないかな、というふうに思って、そういう行動になっちゃ

ったのかなというふうに思ったので、もしかしたら、韓国の中のある地域の文化であるのかな、って思
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ったので、そういう発言をしました。 

Ｙ先生は、Ａくんが「（文例を）読んだことで、あそこまで理解したのではないか」と発言したが、

Ａくんが「（キムさんが）何も言わないでやったこと」→「日常的な行為」→「友達みたいな関係」→「韓

国のある地域の文化？」というように、日常の行為としてとらえ、類推して理解し、発言をしているこ

とがわかる。「友達みたいな関係」という表現から、児童の捉える「親しさ」「親密さ」が、どのような

もので、かつ、「友達みたいな関係だった」ら「日常的な行為」をどのようにみるかがわかる。 

3.1.2 ダブルスタンダード――「キムさん」の側から見るために 

「道徳」を意識した教材化について明確な授業づくりは、ＹＡ先生（提案①）の中に明確に現れる。

また、「異文化理解」からの明確な方法はＳ先生の発言（提案②）に現れる（図２）。 

 

図２ 授業づくりの視点 

 

どちらも自分が正しいと信じていて、どちらからも歩み寄ることがない。しかし、サナエさんであれ

ばキムさんの不可解さを、キムさんであればサナエさんの不思議さを理解すれば、二人は、自分の背景

に広がる文化をふまえつつ、相手を拒絶しなくてすむはずである。 

 研究会の中では「冷蔵庫の使い方を教えればいいのに」という意見も出た。キムさんには、キムさ

んの使い方があり、サナエさんにはサナエさんの使い方があるはずである。 

 

４．まとめ 

4.1 再教材化への前提とさらなる工夫 

今回の教材化と実践について、これを道徳教材として限定して、その構想を考えれば「規則違反」「盗

み」について、が強い軸となり、主人公たちの行為について「道徳的判断を求める」というのが授業の

研究会での提案例② 

異文化理解にしぼる 

「ケーキを食べてくれない」 

という点に注目する。 

↓ 

両者は両者とも正しい。 

だから、謝ったりしない。 

初に聞くときに「キム 

さん」の側から聞いていく。 

研究会での提案例① 

道徳・異文化理解 

否定されることの多い 

「盗る」行為 

「盗みではなく、いただく」 

という行為ではないか。 

「寛容さ」を学ぶ 

↓ 

仲良くする 

授業をしながらの構想 

道徳・異文化理解 

児童の「盗る」行為を 

「わるいこと」とする理解 

↓ 

「わるい」という理解だけでは 

息苦しくなってくる。 

サナエさんの側に立てば 

一方的にとられ続ける。 

その不満を異文化理解に利用 
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筋にもなり得る。しかし「寛容さ」「仲良くする」という視点を加え、かつ、もう一つの軸である「異文

化理解」を入れ込むと、「規則違反」の議論は残るかもしれないが、「親しさ」「親密度」「親愛の情」な

ど、文化を含めた理解が入り込んで来る。 

4.1.1 実践の再考察と捉え直し 

今回の実践では、授業者の実践への硬直が原因で、ほとんどの児童が、残念ながら、一貫して「規則

違反」「盗み」の話題として捉え、それをほとんど変えることがない。授業者自身は児童に対して「キム

さんの示す「親しき仲に礼儀なしという礼儀」を披瀝し、児童を抜き差しならない状態にすることがで

きていない。「キムさん肯定派」の児童は、「規則違反（盗み）を肯定していないが、「もしかすると、こ

ういうことはやってしまうことがあるかもしれない」というような感覚と「先生が1人になるのは可哀

想だ」という感覚を持ってこの立場に立っている。 

 

 

 

 

 

 

キムさんはすべて共有、サナエさんは個人々々で所有 

 

図３ 「冷蔵庫」についての考え方の違い 

 

授業の中では、捉えにくかった共有の感覚の違いを図３に示した。キムさんにおいて共有の範囲は冷

蔵庫全体と考えられる。また、庫内の個物も共有することが親密さを示す。一方、サナエさんにおいて

は、冷蔵庫は共有であるが、中の個物はそれぞれの所有で、自分が購入したものは自分のものであり、

冷蔵庫の共有と庫内の個物の共有は別である。  

4.1.2 改善ポイントと授業のリアリティ 

研究会での話し合いを通して、授業の改善ポイントは、4 点あげられる。①キムさんの側が見えるよ

うな授業展開を考える。（「（冷蔵庫の中においてあるケーキを）食べてくれない」と残念がっていること

を取り入れる。）②「善悪」や規則違反「盗ること」ということに児童の視点が行きにくくする。③児童

がそれぞれの立場がわかりやすいように、キムさんの側の記述などには色づけをする。④ロールプレイ

でもっと児童がわかりやすくなるように示す。例えば、飲食物等ではなく「無形のもの」「文化」「芸術」

というようなものを示したら、児童の感覚はもう一段深化するのではないか。 

さらには、「授業のリアリティ」という問題も話題になる。研究会に参加のＳ先生は「「君たちのもの

が盗られたらどんな気持ちがした？」と（授業者に）言われて、子供たち 10 何人かがみんな「嫌な気

キムさんの 
共有の考え方 

サナエさんの 
共有の考え方 

冷蔵庫は共有 

それぞれの 
食物について 
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持ちがした」と言ったんですけど、あれがとっても嘘くさい感じがしたんですね。何で嫌な気持ちがし

たのか、よく理解できないですけれど、それが、授業者がさっき言ったみたいに「先生の期待している

ことを子供が読みとって、言ってくれた」という部分なのかもしれないですけれど、なんか、あれで嫌

な気持ちがするというほど、まだ、気持ちを、サナエさんの方に子供たちは持っていっていないような

感じがしたのですけれどもね、そこが不思議だった。」と述べた点である。 

今回の実践は、持ち込み授業で、児童と授業者に日常を通した強い繋がりが存在しているわけではな

い。そのために、児童はよりいっそう、授業者に対してその意図を汲んで意図に合わせた発言をしてく

れたのだと思う。しかし、これでは、授業はリアリティを失い、真に児童が考えることができない。授

業を改善し、再構成をはかることが、本論をまとめてから後の課題の一つになると考えるが、今回の実

践は授業におけるリアリティということが、授業技術と深く結びついていることを再認識する契機とも

なった。 
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