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遊ぶように《空気と水》

2009/11/21
○○○小 尾形正宏

１ 「遊ぶように」というキーワード

最近，仮説実験授業研究会内では，「遊ぶように授業をする」というような言葉

が聞こえてきます。それは「学ぶことを遊ぶことへとつなげていく」という発想と

いうよりも「そもそも＜いい学び＞というのは子どもにとっては＜遊び＞と同じで

はないか」という発想によるものだと私は判断しています。

これまで，仮説実験授業の「授業書」が子どもたちに大変歓迎されてきましたが，

それは「授業書」の中にそれだけ多くの「遊びと共通する要素」を持っているから

ではないかとでしょうか。だから，授業書の中から＜遊びと共通する部分＞を探し

だし，それをふくらませていけば，今までよりももっともっと楽しい授業ができる

のではないか。「先生，これって授業？」といわれる授業。もっと続けようといわ

れる授業ができるのではないか。そんな思いで，4 年生と《空気と水》を始めまし
た。

２ イメージを豊かにする－斉藤さんの講座から

仮説実験授業では，「授業書」を使って仮説実験授業の「授業運営法」に従って

授業をすれば，誰でもそこそこの授業が出来るように出来ています（そこそことい
．．．．

っても，今までの教科書を中心とした自分の授業と比べものにならないくらい歓迎

されることでしょう）。ですから何も心配はいらないのです。予備実験さえしてあ

れば，どうにかなります。

さらに，子どもたちのイメージを豊かにしてあげるための授業の工夫ができれば

いいなと思っています。「授業書」が存在することで，教師の研究の時間を「オリ

ジナルなその場限りの指導案づくり」から「子どもたちのイメージを豊かにするた

めの研究」へと向けられるのです。

先日の「能登仮説実験授業入門講座」での斎藤裕子さんの講座を受けた際，

「こんな風に準備されるとイメージも豊かになるなあ」

「このカードを見せると，実験方法が分かりやすいのでいいなあ」

「こういう掲示があると，復習にもなるし，今度の問題を考える時にも便利だなあ」

「こんなものをもらうと，あとで繰り返して眺めることが出来るなあ」

と思うものがいっぱいありました。そしてまた「遊ぶように授業を受けている感じ」

もしました。参加者が自由電子になっている様子は，まさに「遊ぶよう」でした。



- 2 -

私は，今年 1学期に 4年で《自由電子が見えたなら》をやりました。そのとき，
やはり，自由電子と束縛電子のところで「こんな難しい言葉をどうやって教えよう

かなあ」と思っていたのですが，子どもたちの方からその解決方法を教えてくれま

した。

「束縛というのは，座席が決まっていて，みんなみたいそこに坐っているようなも

のだよ」「自由というのは，教室の中にはいるけれども，結構あっちこっち動いて

いるんだよ」と話をすると，クラスの中のやんちゃな子どもたちが「自由～」とか

言いながら立ち歩いていきます。そのうち，何人もの子どもたちが「自由電子～」

とか言いながら走っていました。私が「束縛電子」というと，ちゃんと座席に座る

子どもたち。まさに「遊ぶように学んでいる」姿でした。

３ 《空気と水》

2学期の最後は《空気と水》。
この授業書をするのは，教師 2年目に小学校 3年生とやって以来，おそらく 4回

目くらいだと思います。私は主に高学年ばかり担任しているので，このどちらかと

いえば低学年向けのこの授業書をあまりやったとこがありません。

《空気と水》は仮説実験授業入門にはとてもいい授業書です。実験道具も数河に

そろいます。初めての人には特にお薦めします。

４ 空気は「ある」

「授業書の題名を黒板に書く時から，すでに子どもたちのイメージを活性化させ

る方法を考えている」という斉藤さんの話を聞いていた（著書を読んでいた）ので，

今回は「空気と水」というタイトルを黒板に書く時から，子どもたちのつぶやきや

態度を詳しく見ていました。

そして，低学年向き（と自分では思っていた）の導入をしてみました。

尾形 今日から，新しい勉強を始めます。題名は《空気と水》

いつもはこれだけ書いて「じゃあ，プリント配ります！」で進めていたのですが，

今回はちょっと工夫をしてみました。

尾形 水って見えるけど，空気ってどこにある？

こう言っただけで，さかんに空気中を指したり，手であおいだりする子どもたち。

楽しいねえ。深呼吸する子もいたり…「空気がないと息できん」「死ぬよ」と次々

と反応していきます。
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尾形 見えないけれど，ここに何かあるんだよね。ちょっと集めてみようか。

そういって大きなふくろを用意して空気を集めてみました。このときは，透明な

ふくろを準備していなかったので 3年生が図工で使っていたあまりの赤いふくろを
図工室準備室からもっていってやりました。その大きくふくらんだ赤いふくろを持

って子どもたちの座席を回ります。すると，子どもたちはさらに反応します。

「 3年生の時やったことある！」
「大きなカブや～！」

「ああ～やぶった！」

もう大騒ぎです。「ぼく少しか触れなかった！」って声も聞こえてきます。

たかが空気を入れた袋です。今まで何度も見たことがあるはずのふくろなのです。

なのにこの子どもたちの興奮した姿はなんなのでしょう。

私は，大きなふくろを持って教室を回りながら，子どもたちの偉大なるパワーを

感じていました。そして，袋に穴を空けた子どもを叱ろうという気持ちもなく…

尾形 あんまりたたくなよ～ なんかあるよね。この中に。空気だね。空気でたたこう

か？

子どもの頭を順番に空気の袋でたたいていきます。自分の番になったら素直に頭

を差し出す男の子，女の子。ホント，楽しそうです。

「袋にはインフルエンザの菌が入っている！」「時限爆弾だ！」

そんな言葉も聞こえてきます。このユニークな発想に脱帽。

誰かが机の中に持っていた小さなふくろをとりだして「パン！」とやって回りの

子どもたちを驚かせています。こうして，《空気と水》の導入が終わりました。

尾形 じゃあ，これからプリントで進めていきます。配りますよ。

こういう導入で授業が始まりした。2 組では，透明な大きなふくろを準備しまし
た。

５ 「問題 1 」

それでは，いよいよ問題です。十分，空気が見えてきた子どもたちは，プリント

を配るなり「イだ！」「ウだ！」と叫んでいます。そこらあたりで理由の発表も始



- 4 -

まります。もしかしたら，このままさせておいてもいい授業もあるのかもなあ，と

思いながら，予想を立ててもらいました。それでは，1 組と 2 組の授業の様子をご
覧下さい。

1組の場合

《予想分布》

ア 1人
イ 16人
ウ 4人
エ 2人
《理由》

ゆうち（エ）全部入らない

のぞみ（ア）全部入ると思う。洗面器はプラスチック

だから入らなかったんだと思う。

ゆうき（イ）この水がこれがこれくらいだから。

ゆうきは水そうの水が少なかったのを見て，コップ

に半分ぐらいしか入らないという予想を立てたのでした。どうせ入らないんだから

と上まで水を入れなかったからですね。もう一度水をくみ直して，予想を立て直し

てもらいました。「そしたらゆうきはアだね。」

たくま（イ）ためしたことがあるからです。

たいき（イ）だってなんかおふろで実験したもん。おふろでバケツみたいなので，

水の中に入れて，それで，中身は見えないけれど，傾けてみたら空気

みたいのが，ばあ～，ばあっ～って出てきたから。

油谷（イ） コップの中には空気が入っているから，水は入って来れない。

そう あたり え，そういうことなん！

(^_^) (^_^) (^^)
《討論》

彩（イ） 洗面器を入れて，手をこうやって下から入

れてみたら，水がなかったから…。水につ

っこんだ時と，空気とのちがいが分かるか

ら。

千間（イ） 前，新しいおけで，ばこってやってみたけ

ど，水につかえているところはぬれとったけど，ずっと中はぬれてい

なかったから。

のぞみ（ア）その絵はちがう。洗面器を全部入れないといかん。絵はちがうと思う。
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イの人 それでも空気ありんて！

尾形 ほかにありませんか？ じゃあ，もうやりますかね。変わりたい人いませ

んか？

「先生～，反論！」

彩（イ） アの人に反論。ガラスでもプラスチックでも同じだと思います。割れ

たりするのはちがうと思うけど，水の中に入れるのは同じなんだから。

のぞみ（ア）形や物によって水が入ったりするんじゃないが。そのコップのここは

真っ直ぐやから，水はスッと入ってくると思う。おけはふちが丸いか

ら…。

うちには真っ直ぐなおけもあるよ～

(^_^)

(^_^) ほら，温泉とかに良くあるやんか

たいき（イ）一回押しつけて上に戻したら抜けんがになる。それは多分空気やとお

もうげ。

《実験》

それでは実験です。

「わからん！」「入っているよ。」

「入っていない。」

「イやよ。いやいやよ～♪」

《結果》

尾形 よく分からないみたいだね。これホントに水が入っているかどうか分かりに

くいので次の問題をしてみます。ここでは「自分で見たとおりのこと」を書

いておいてもらいます。「水は入っていなかったと思う」「水でいっぱいだ

った」とか…。

2組の場合

同じように導入した後，プリントを配ると…。

「たけいちがいないからなあ」「たけいちはいちいちうるさいんだよなあ」「いち

いちうるさいけどいいやつだ」と男の子たちから武一君に対するつぶやきが出てき

ました。

そう，武一君と討論するのを楽しみにしている子どもたちが，インフルエンザで

休んでいる武一君のことを残念がっているのです。おそるべき武一君の存在です。

《予想分布》インフルエンザに欠席で， 17人しかいません。
ア 0人
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イ 11人
ウ 6人
エ 0人
《理由》

尾形 少ないところから聞きましょう。

倫代（ウ） 半分は空気が見えて，半分が水になると思う。

前田（ウ） おなじでーす。

尾谷（ウ） 試したことがあるかも知れん。

稜（ウ） 空気と水という勉強だから…。

るな（イ） なんとなく

れんじ（イ）ふくろの中に空気を入れたのがあったやろ。そのなかにはもう空気が

あるからそれ以上入っていけないやろ。それと同じでコップの中には

もう空気が入っているから，それ以上水は入ってこれない。

(^_^) でもでもコップは袋みたいに閉じてないもん

愛理（イ） 空気と水とはいっていたら，そしたら空気が勝つと思う。

はるる（イ）なんとなく。

莉子？（イ）前にお風呂でおけとかを下に沈めてやったときに，水は入っていなく

て，ボアってなった。

隆靖（イ） ひいじいちゃんがゆっとった。ひいじいちゃんは，昔，理科の先生だ

った。せんめんきをしずめて，せんめんきに顔をつっこんでやってみた

ら，びみょうに息できたし…。空気だまりがあってできた。できたりし

た…こともない。できました。

松尾（イ） やったことがある。

《討論》

亜由夢（ウ）水の中に入れるんだから，少しぐらい入ると思う。

イの人 イだって「ほとんど」って書いてあるよ。少しはいいんです。

倫代（ウ） 入れる時にコップを下にする時に空気が抜けていくけど，ちょっとだ

け空気は残っていると思う。

どこでぬけるん？

(^_^)イの人
亜由夢（ウ）なんか反論ありますか？

隆靖（イ）理科の先生がいっていたんだから，それしか有りえんでしょ。

亜由夢（ウ）ぜったいとはかぎらんやろ！

ぜったいやよ！

倫代（ウ）りゅうせいに反論！ (^_^)
おだまり！！（隆靖に→） じいちゃんを信じるりゅうせい
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あはははあはは

(^^) (^^) (^^)
「おだまり」のひとことで爆笑する皆さん！

尾形 お前，女王様か！

倫代（ウ） あれっ，忘れた…。

あつみ（ウ）水が…あ～忘れた。「おだまり！」が頭の中にくり返されて…。

亜由夢（ウ）りゅうせいさんは，あれをあそこにおいて，ば～ってしてもらったん

ですか？ ここに浮かべたんなら違うんじゃないですか。もぐったんで

すか？

隆靖（イ） 自分で，グググってやってもぐったんです。

○○（ウ） うちでためした。お風呂の中でやったら，上の方だけ空気があって下

の方だけ水があったから，首のところにケガがあったから，しめってい

たかった。

亜由夢（ウ）えっと，こうやってばってやって，水の量は分かったんですか？

隆靖（イ） 水の量ってなんですか。ばあってなんですか？

亜由夢（ウ）ばあってね…，なんかかぶった時…おがたせんせい，ちょっと説明し

てよ。

尾形 いや，あんたが説明するんでしょ。

亜由夢（ウ）こうして，こうして，うう～って，こうして，沈んでいって（といっ

て，動作を使って一生懸命言いたいことを説明する亜由夢君でした。そ

のけんめいな姿にみなさん爆笑！）そんなことしていて，水がないとか

分かったんですか？ 水はまったくなかったんですか！

「お風呂の中で洗面器でやった時に，少しも水が入っていなかったといえるんです
．．．

か」と亜由夢君は隆靖君に詰めよります。それに対して隆靖君はついに…

隆靖（イ） そこまでは分かりませんね。

と「やったことがある」ということがすべてではないことを認めてしまうのです。

それを聞いて，亜由夢君は

亜由夢（ウ）よっしゃあ。

と叫びます。しかし予想変更は，ウ→イに一人変わっていくのです。

みく（ウ→イ）変わります。



- 8 -

《実験》

入っていない！ わからんって！ でもこれ入っているって

(^_^) (^^ゞ
こだわる亜由夢

隆靖君と亜由夢君はほとんどケンカ状態。

今後の問題ではどうなることやら…

亜由夢 次は絶対まけんぞ。

隆靖 へ～。

ところが「問題２」を見た亜由夢君は「むずかしい！」「先生答え教えて！」と

弱気の発言。亜由夢君は，もっと自分でも自信の持てる問題だと思ったらしいのだ

けれども「また間違うのでは…」とちょっと怖くなったみたいです。

６ 子どもたちにも体験を

仮説実験授業では基本的に「教師実験」で決着をつけます。

それは「どの予想が正しいのか，その決着をつける」のが実験であり，ですから

実験を教師がやるとか児童がやるとかとははあまり関係ないのです。むしろ，子ど

もたちがいい加減な条件で実験をして結果が分かれたりしてわけがわからなくなる

より，教師が，しっかりときれいに実験をしてあげた方がスッキリと実験結果が分

かることが多く，納得もしやすいのです。

しかし，場合によっては，子どもたちに大いに体験して欲しい場合もあります。

低学年であればあるほど，それは大切となります。今回は，ある程度まとまった問

題が終わった時に時間を取ってまとめて子どもたちに水とコップで体験してもらっ

ています。これは本当に大切だなと思います。私が一度見せた実験でも，子どもた

ちは何度も自分たちでやってみています。たった 10 分くらいでも十分満足感をも
った体験が出来ます。

問題が 3つ終わったところで感想を書いてもらいました。

○今日，じっさいに先生とおなじことをしました。そして水がすきまをふせいでい

ることがわかりました。ボールがうくのもすごかったです。（亜由夢）

○体験して，水ギリギリまであげても，水が下に落ちないのはすごいなあと思いま

した。また，実験したりしたいと思います。（愛理）

○水が冷たかったけど，コップの中の水はもち上げても落ちないことはよくわかり

ました。（隆靖）
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