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｢時間」で捉える子どもの授業経験

－制度化された時間と物語的な時間に着目して－

守山紗弥加

1．問題の所在

本論文の目的は、強固な教育システムとして想定されている授業において、二項対立的に

捉えられている公としての授業の世界と、子どもたちの私的な世界が、実際にはどのような

かたちで生きられているのかについて明らかにすることである。その際、その二項対立の象

徴として考えられている「制度的な時間」と「物語的な時間」という概念を用いて検討する。

授業という現象が多層的で多元的であり、複雑性をもった営みであることは今や自明である。

特に昨今では様々な視点からその「複雑さ」の解明を試みる研究がなされてきている。その

ような複雑体である授業の実相は、授業参加者たちに「生きられた時間」として様々に表れ

てくる。時間は、そこで起こる出来事やそれを成立させている諸要素が凝縮されて詰まって

いる「地」であると同時に、日常行われている活動や振る舞いなどが、それぞれ個々に意味

や固有性を持った「出来事」として経験されることによって「時間」となっていくものだか

らである。本研究では、そのような経験としての「時間」に着目し、授業参加者の文脈から

経験を記述するミクロな視点と、授業という枠組み自体を対象化するマクロな視点で、その

｢複雑さ」を明らかにする。なぜなら、学校という社会制度化された共同体の中の授業とい

う学びのシステムにおいては、子どもたちがそのシステムをそれぞれの生の中でいかに意味

づけたり意味づけられたりしながら生きているのか、ということが重要だからである。すな

わち、〈目的一手段〉関係を背負わざるを得ない性質をもった“意図されたものとしての教

育行為”が、現実的には子どもと教師によるいかなる暗黙の「契約」や「合意｣、「了解」に

よって成り立っているのか。また、一回性かつ連続性を持った授業において、「たまたま」

一致したとか、他者によって「突然」横やりを入れられたことで「偶然」思い出した、とい

うような出来事の突発性や偶発性が実際には授業参加にどんな思いがけない、あるいは必然

的な意味をもたらしているのか。そういったことを探る必要がある。

佐藤(1996)は「学校化された学び」の特徴の一つは、学びを組織する時間の直線的な一

方向性と均質性にあるとしている。制度化された教室の時間の一方向性、均質性、さらに分

断されたそのかたちは、そこでの学びを非常に直接的かつ間接的に規定してきたと見ており、

一方向的な時間軸に沿って組まれたカリキュラムによって、子どもたちの教室における学び

は一段ずつ階段を昇るように、しかも逆戻りできない過程として組織されてきたことを指摘
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している（佐藤1996)。となると、子どもたちが背負わされてきた右肩上がりの「発達」

観、易から難へと一方向的に知識や技術を習得できるようになる「成長」観、一様かつ着実

に下から上へ積み重ねることによって“できる”ようになる「学習」観は、学校における時

間のあり方にも顕れていると言える。それらは、学習における効率性や生産性といったもの

でf学びの価値」を判断するまでに至っている。学習がそう捉えられている以上、当然授業

も物理的な時間の進み方や積み重ねられ方と同じように、徐々に積み上げられるように構成

され、授業中の子どもたちの身体がいかにめまく，るしく多方向に反応しているか、些細な単

語ひとつで空想の世界へ入り込むか、といったことを肯定的に受け止めようとはされていな

い。子どもたちの一見「システム外」な言動や生み出される空気は、彼らが授業を「過ごす」

にあたって、いったいどのような意味を持っているのであろうか。

その実態に少しでも近づくべく、本稿では特に教室や授業に埋め込まれたかたちで機能し

ている「制度としての時間」と、子どもや教師がそのく場〉を生きることでそれぞれに「経

験されている時間」について焦点を当て、授業場面に即してそのありように迫ってみたい。

そして、子どもたちは制度的な時間によって管理された授業という場において、実際にはそ

こでどのように生き、いかにして過ごしているのかということの一端を明らかにする。それ

は裏を返せば、授業が子どもや教師にどのように「生きられて」いるのか、つまり、授業の

システムやその実際的な機能、そこに働いている関係性や種々の相互作用などを見つめ直し

諸要素により構成され規定された「授業」における実際的な力動的諸相に近づくことにつな

がると考える。

2．人間に『生きられている」時間一生きることで「物語的」になる時間一

授業とは、時間を管理する教師という指導者や、段階的に定められた学習内容などの一方

向的な支配構造を有した営みとして構想されている一方で、それにおさまらない、子どもた

ちの「生きている」非常に多様な時間にあふれている。それらは当人に「生きられた」時間、

つまり、「物語的な時間」としてあり、時計で実測することはできないが常に作動している。

ここでいう物語的とは、当事者（子ども、教師）にそれぞれ固有の、また独自の存在意味に

よってそれらが成り立っているとみなすことのできる時間のことであり、すなわち個々の文

脈や生活軸、生の物語によって紡がれている時間のことをさす。

人間の生きる時間については、「学びの身体｣(佐藤1999)や「物語の時間｣(やまだ，

2000）という視点で説明されている。佐藤は、教室の制度化された均質な時間を「量的な時

間」と呼び、それに対して、普遍的な時計時間では計ることのできない個々の時間である

｢質的な時間」＝身体の時間が存在するとし、前者を「クロノス」の時間、後者を「カイロ

ス」の時間として区別している。その質的な時間とは、たとえ均質化された教室時間におい

ても作動している「時計の存在を忘れさせてしまう自然な時の流れ、ゆったりとうねりたゆ

たう河のような時間、あっというまに過ぎゆく濃密な時間、はつと息をのむ停止したような

時間、夢中になって時を忘れてしまう時間｣(稲垣・佐藤1996,p.62)などと記述されるよ

うに、そのような身体の時間が作動することによって教室全体の時間・空間自体を変化させ
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るという性質を持ったものだと捉えている。また、やまだは不可逆的で一方向的である普遍

的な時間に対して、物語の時間というものの存在を示している。それは「クロノロジカルな

時間とは異なり、逆行したり、回帰したり、循環したり、止まったり、いろいろな流れ方を

する」(やまだ,2000,p.148)ものであるとし、人間の経験する時間に近いのだと述べている。

物語と時間の関係については、ポール・リクールが『物語と時間』において広く論じて

いる。リクールは「生きられる」時間と普遍的時間の諸相や人間的な時間について述べて

いるが、なぜそれらが物語と関連をもつのかということについては次のように説明してい

る。すなわち、物語の筋立てが生まれるとは、さまざまな出来事が組み立てられ、そこに

新たな適合が生じることであり、その筋というのが行動の時間的展開であって、そこにお

いて物語と時間とが結びつく、ということである。そしてこの場合の「時間」というのが

均質化された物理的時間ではなく、人間化された時間のことを指すと述べている(Ric"ur,

1987;1988;1990)。言い換えれば、人間は時計時間の中にありながら、個々の物語の中で

の個々の時間を「生きている」のだといえよう。このように、「生きられる」時間とは、制

度化された時間と違い、可逆的で循環的、多方向性、あるいは無方向性、非均質性、停滞性、

多元性など様々な性質を持っており、その長さや厚み、位置や流れ方は一定ではない。

3．授業というシステムにおける「時間」

授業や教室を構成している制度的側面については、保坂(1998)や藤江(2000)が教室

談話における支配，|生とその克服に関して述べているので見ておきたい。なぜなら、ある文化

における特定の活動領域には「支配的デイスコース」と見なしうるものがあり、そういった

ディスコースにはその文化活動の構造を象徴する制度的な時間性質が埋め込まれているか

らである。先に見た「学校化された学び」がそのひとつである。教室・授業にもIRE連鎖

(Mehan,1979)を始めとする、そこに支配的なデイスコースや特有の談話形態にも、授業進

行の際のある一定のテンポや、うまく発問一応答の流れに乗れなかったときや立ち止まって

しまったときに顕著になるやりとりのリズムがあるなど、時間性が大きく関与している。

保坂は教室学習場面でのこの支配的ディスコースと権力の関係について、次の二点を明ら

かにしている。一つは教室において子どもたちは、共同体参加のためのツールとして様々な

支配的ディスコースを利用し、それを媒介物として「自己化」することによって再構成して

いること、もう一つはそういった支配的デイスコースに対する抵抗としての「アンダーライ

フ」を、教室学習における重要な意味世界の生きられた経験であると、検討していること

である（保坂,1998)。また藤江は、教師や子どもの授業参加の仕方を、教室談話における

｢制度的装置」に着目して論じている。｢制度的装置」とは特定の集団でのある談話システム

のことを指し、それは「全くの外在的あるいは支配的な装置として機能するわけではな｣(藤

江,2000,p.78)く、「ルールとして外在化や可視化が可能であると同時に、個人の行為に

おいて様式として採用され実際に使用されることでルールとしての機能をはたしている」(同

上）ことを指摘している。これらの考察から、ルーティンやルールや支配的なディスコース

という教室・授業に制度化されたものたちは、実際的にはその当事者たちに「使用」される
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ことによって、もしくはそれに「抵抗」することによって、様々なかたちで個別的な意味を

見出しうる、ということがわかる。すなわち、ルールや制度に則ることで生きやすさや安定

を得られるというような側面も含め、そのような枠組みを自己化した上での個々の「過ごし

方」が選択・遂行されているのである。

このように授業・教室を支配的なシステムと捉え、それに対するそのシステムをいかよう

に生き抜く子どもたちの「したたかさ」という局面の存在への指摘は、教育学者のフィリッ

プ・ジャクソンによっても『教室の生活』(1968)の中で明らかにされている。ジャクソンは、

権力に脅かされる中で秩序を守ることを覚え、その「権力」から下される評価を通して自ら

の身を守る術を身につけるなど、限られた資源と一方向的な時間に閉じこめられた教室での

学習においてその場を生き抜く生徒の姿を捉えており、非常に興味深い。しかし授業は、制

度的な時間で滞りなく進められる「表面」と、それを生き抜こうとする子どものしたたかさ

としての「裏面（水面下)」という対立的な二面だけで成り立っているのではない。授業の

成立は、管理者である教師と被管理者である子どもたちによる意識的な行為だけでは説明し

得ない部分があろう。それが、授業において生起する「物語的な時間」による出来事の突発

性や偶発性など、授業というシステムが含み持っている可塑的側面である。実際の授業場面

では、教師も子どもも想像しないような展開や破綻や綻びがいとも簡単に起きる可能性があ

り、そういった正負の合理性を超えた出来事が、授業展開において重要な意味を持ちうるの

である。

以下では、そのような可塑的側面にも注目しながら、実際の授業場面において子どもや教

師はどのような時間を生きているのか、一時限の授業に見られる多様な出来事から探ってい

く。

4．観光地に関する総合学習（翼くん「西大寺」発表）の授業にみる『生きられた」

時間

(1)調査概要

対象資料：関西圏にある小学校3年生の6月の授業1時間（総合学習）

担任は教歴26年の男性教師（本文中の子どもの名前はすべて仮名）

観察期間：2年生4月からクラス替えなしの担任持ち上がりとなった3年生3月末までの2

年間。週1,2回の割合で教科学習や特別活動、給食や休み時間を含めて継続的に

参加観察を行い、ビデオカメラとフィールドノートにより記録した。

l時限の授業を分析対象としたのは、1回の授業というごく短い単位の中にも実に様々な

出来事が生起しており、授業開始から終了までの（制度的に見ても）一連の流れがある中で、

授業参加者の参加の仕方の変容や出来事の多様さを明らかにしたいという意図からである。

他の日の授業であっても、もちろんそのl時限内の変容や動きを見ることはできたが、まさ

に同じ制度化されたl時限にあって、より複雑で異なった現れ方をしている局面を取り上げ

たかったため、質的な種類に富んだ本時の授業を対象とした。
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(2)方法

観察・記述の方法論については、前述したようないわば個人的な時間といったものを観察

者がどのように経験したり解釈したりして、子どもや教師の生きる姿を描くことができるの

かということが問題となる。それは、子どもや教師とともに授業という場を生き、そこで起

こっている出来事や築かれている関係性を共有し、その中に観察者自らも組み込まれること

で「感知される」ものであると考える(')。その性質を考盧した上で、本研究ではエピソード

記録という方法論を用いた。エピソード記録とは、鯨岡峻が発達研究等において用いている

方法論に示唆を得、そこから授業研究への援用に際して吟味・補足を加えたものである。今

回はごく短い単位の中に見られる時間の変容やその多様性を描くために一回分の授業を分析

対象としているが、本研究においては継続的な参加観察、子どもや教師との関係性の構築や

出来事の共有などが非常に大きな意味を持っている。それは、この参加観察が観察場面で行

われる「間主観的把握｣(鯨岡,1998,p.72)に重きを置いているためである。観察対象の

内に生起しているものや、そこで起こっている出来事の当事者にとっての意味を明らかにす

るためには、観察者はその現前の仕方、関与の仕方を通して被観察者と何らかの「映し合う」

(同上,p.73)関係に入り、その場をまず「生きる」ことが求められる。その上で築かれる

関係性が子どもの「見え方」や事象から「感じられるもの」を大きく左右している。第三者

である参加観察者が描くことによって子どもたちの物語的な時間に迫るためには、このこと

が重要となる。

(3)事例分析

分析対象とした授業は1年間の大きなタームで構想された総合学習で、年間通して、観光

客が集まる地元の名所や寺社についての調べ学習という1つの大テーマを設けている。その

中で各子ども別のテーマで2時限（90分）の授業が一人に充てられ、1年間で37人全員

が発表するというものである。授業は、前に立った発表者への他の子どもたちからの「おた

ずね｣(質問）と、それに対する応答や子どもどうしの議論によって成っている。

授業開始時、係（男女1名ずつ）が前に出て司会。全員起立し、ピアノと太鼓と鉄琴の伴

奏に合わせてテーマ曲を歌う。歌が終わるとフロアのみんなは．の字型の座席に着席し、前

に出て「お立ち台｣(木製の小さな踏み台のようなもの）に上がった発表者の「おたずねどう

ぞ」の声の後、いきなりフロアからの発表者への質問で始まる。授業開始20分頃までフロ

アからの質問が続き、発表者とフロア、またフロアの子どもたちどうしの議論が行なわれ

た。質問の答えに詰まったときは、「わかりません」の他に、フロアの誰かに助けを求めるか、

発表者自ら「たぶん｣(仮説、推測）を使って乗り切る。その後、インタビュー劇のため発表

者の他にフロアから劇出演者の3人が前に出てきて、5分ほどの劇を披露、続いて発表者

がまた「お立ち台」に戻り、自分の「気になること」を発表する。それを受けて再びフロア

と発表者で「気になること」についての議論が続けられる。教師による議論の板書で“黒板

がいっぱいになった”のを目処に、司会が前に出て「はつば｣(感想、意見、疑問）書きにう

つる。書けた人から回されたマイクを使って「はつば」を読み上げ、全員終えると天井につ

るした「木」に「はつば」を貼り付けて終了となる。
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<表l〉
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．の話鼬を

券が論争。
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丁し

以下、授業進行をシステムの遂行として見たときの授業の流れと、その各タームで起こっ

ていた象徴的なエピソードを対比させながら事例を取り上げる｡<表l>で、左側に制度とし

てのl時限の授業の流れ、右側にエピソードに象徴される「生きられた」時間を示す。

①制度的な時間における可塑的側面
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Ep5祥平の「たぶん」による共有。
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表2【エピソード1】発表者として授業進行の渦中にいながらの思考(Epl)

最初の質問に続いて芯〈んが、「そのおっきい茶わんに、どれくらいの量のまつ茶を入れてのむん

ですか」とたずねると、翼くんは模造紙の方を見つつ、すこし口を動かしながらしばらく考え、「そ

れは調べてないからわかりません」と返した。しかしそのすぐあと、竜太郎くんが芯くんにむけて「芯

〈んの、“その大きい茶わんに”という所からもう一度言ってください」という「'111き直し」をはさ

むと、一度目は「調べていないからわからない」と言った翼くんが、大きくはっきりした口調で「え

っと、それはわからないんだけど、たぶん、一人l20ccぐらいのめぱ大丈夫だから、それがかける5

[120cc×5人〕だから、…〔頭の中で計算している]llOOccく綿らいだと思います」と返答した。

【エピソードl】<表2〉は、質問応答開始まもない場面での様子である。たとえ質問の答

えに詰まったとしても、助っ人要請もしくは「たぶん」を行使するなどしてなんとかして自

力で切り抜けなければならない発表者だが、ここではそのどちらでもなく「わからない」で

終わってしまった。しかしその直後の、単に発言を聞き取れなかった竜太郎〈んから芯くん

への「聞き直し」をはさんだことによって、その間く発表者対フロア〉という状態から外れ、

翼〈んにはごく短い「余白の時間」のようなものが与えられ、そこで、計算式によるアプロ

ーチを編み出すことができたと考えられる。この間、フロアのたいていの子どもたちの目線、

意識も発表者にではなく竜太郎ぐんと芯<ん二人のやりとりに注がれていた。このように複

数の参加者による複数の参加形態で進行・運営されている授業場面においては、ふとした

く揺れ〉や脱線、横やりなどが、ある筋（ここでは翼くんの、「調べていないこと＝わからな

い」という単線的な図式による乗り切り）を無意図的に崩して、そこに全く異なる展開可能

性を含んだ「可塑的時間」を生み出すという契機を持っているのである。

②個人の物語的時間から発生した複数の物語的時間と、それを可能にした授業に流れ続ける

制度的時間

表3【エピソード2】授業「中心」から外れていた子どもと、その子をめぐる周囲の子、教師(Ep2、

Ep2-A,B,C)

もう劇が始まる、という寸前まで、和幸くんは最初からずっと机に突っ伏していた。その前の音楽

の時間から「おなかが痛い、しんどい」と言って音楽室の絨毯でごろごろしていて、専科の先生が教

室まで帰らせるのも一苦労だった。この時間が始まった頃には半分泣いていて、教師は授業中に何度

か和幸くんのところへやってきては、なにか声をかけたり肩に手をやってみたりしていた。そばで見

ている者には懸命に何とかしようとしている姿として、その不器用な健気さが伝わってきたが、当の

和幸くんはその先生の働きかけに動かされることはなかった。

結局、劇の出番が迫っていた和幸くんは、出番がくると突っ伏していた机から自ら起きあがって席

を立ち、劇の準備に「身体をもってい」った･そして立派に役を務め上げた。途中、翼くんの台訶が

出にくかったところで、和幸〈んがロパクでリードまでしてあげていた。

しかし、劇が終わって席に戻ってくると、また元のように机に突っ伏してしまった｡「はつば」を書

く段になると、和幸くんの前に座る豊輝くんが声をかけたり原稿用紙に書く準備を整えたりしてあげ

ていた。その隣の加江さんも用紙に番号をふってあげている。和幸くんの隣の留衣さんは、和幸くん

の顔を控えめにのぞき込み、本人の言葉をなんとか引きだしながら「はつば」を代筆してあげていた‘

三人ともそれらを「先生に見つからないように」やってあげていた。
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【エピソード2】<表3〉はある一人の子どもの授業への身の置き方を中心に引き起こった

一連の出来事である。和幸くんのこの一部始終は、議論の熱の高まりや中心的な話題での盛

り上がりとも、教室のあちこちで起こっている個々の子どもの授業内容との交信とも、議論

の中心から離れたところで私語やよそごとをして「やり過ご」している子どもたちの世界と

も違うところで、ずっと流れていた。それも、当授業の前の時間から引き連れて続いていた。

始終机に伏して、教室のく流れ〉とは別の世界を過ごしていた和幸くんを一瞬でも「授業に

臨む姿勢」に正させたのは、教師の懸命な対応によってというよりは、和幸<ん自身の責任

感、加えて、子どもたちにとっての「劇」という存在の大きさによるものだったと思われる。

通常、劇のお手伝い役の誰かが台詞や動作を忘れたりしたとき、主導権を握ってリードする

のは主役の発表者だが、ここでは一瞬ではあったが、翼<んが和幸くんに助けられた場面す

らあった。劇の全体像を把握し、責任感を持って役割を全うした姿は、一度きりの発表に「穴

を開けない」ようにという発表者への敬意の表れでもあろう。

担任教師は普段、一部で起こっているもめごとや子どもどうしの個人的なトラブルであっ

ても「みんなの問題」として取り上げ扱うことが多い。それがこの日の和幸くんの件に関し

ては、議論が進む中でその経過を板言するという「仕事」をしながらも和幸くんを気にかけ、

その自らの「仕事場」である黒板を離れて、．の字型の最後列に座る彼のところへやってき

ては静かに声をかけるなどして、なんとかして和幸くんの世界とつながろうとしていた。し

かもそういった行動によって他の大多数の子どもたちの議論を止めてしまわないよう、かつ

自分と和幸くんに注目を集めないよう、それら一連の関わりを「水面下で」行おうとしてい

るように見えた。それは、一方では意識的になされている。教師が口を出さなくても子ども

たちだけで議論を進められるという「装置」に委ねているからこそ、自分は「持ち場」を離

れても授業全体がストップ°してしまうことはないという普段のルールを暗黙に施行させるこ

とで、この個人的対応を可能としているのである。しかしもう一方では、ここでの教師の行

動は、ここ最近「気になっている」という和幸くんを“なんとかしたい、しなければ”とい

う内発的な思いに率直なものからきていることが感じられた。教師のそういった働きかけは、

とても不器用で上滑りな感じがし、「腫れ物に触る」かのような、気にしているのに、心配

しているのに、それをどうかたちにしてよいのかが教師自身にもわからないのではないかと

思えるような立ち居振る舞いだった。このとき教師は、管理者としての状況的判断や、普段

授業中に子どもたちに接する指導者としての「顔」に気を払うことよりも、和幸ぐんとの一

対一の関係を「素」で生きてしまっていたと思われる。授業外で見聞きしてきたような、こ

の教師の裏表のない率直さや不器用さといった普段の姿が露呈していたように思ったからで

ある。つまり、制度的な時間を全うすることによって守られている自らの教師としての「役

割アイデンティティ」が危険にさらされる可能性をはらんだ関わり方することとなっている

のである。

それに比べ、子どもたちの和幸くんへの対応は、もっと「現実的」なものであった。周囲

の子の和幸<んへの気遣いは、管理者としての教師や公的な場から身を隠したかたちで、暗

黙の共通理解のもとに「ひそやかに」協力体制を敷き、協同的に行われていた。豊輝くんた
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ちは公的な場から和幸くんを守りながら、かつ乖離してしまわないように、役割分担された

合理的な手助けをしていた。このときの周囲の子にとっての和幸くんという存在は、〈公〉

とく私〉のはざまでせめぎ合いにあうことを余儀なくさせられる「仲間」の一人として、守

るべき存在であったのだろう。

このエピソードの中心は、和幸くんの過ごしていた私的な「時間」である。しかしそこに

は、そんな和幸〈んに対して教師が働きかけた個人的対応(Ep2-A)と和幸くんの劇出演と

いう身体への切り替え(Ep2-B)、そしてその後再び、劇出演前のように戻った和幸くんへ

の子どもたちによる「現実的」対応(Ep2-C)という一連の出来事が、和幸くんの「時間」

にまつわって存在している。それらはく表l>を見てもわかるように、授業前から始まって

いて授業後も続いていた和幸くんの、公的な場、制度的な時間との「相容れなさ」の中に、

他者のいくつもの物語的な時間が非均質に混在していることを表している。結果的に、「閉

じた」時間、つまり、和幸くんのそのような授業への存在の仕方が、公的な場や制度的な時

間の管理者であり指導者である教師の生を揺さぶることになった契機や、一時的に制度的な

時間を受け容れるという局面、そして、それぞれのやり方で「仲間」を守ろうとする子ども

たちの「アンダーライフ」的な営みを生んだのである。

③制度的な時間と物語的な時間の合致による、スムーズなシステム進ｲう

表4【エピソード3】授業に「のっていく」発表者(Ep3)

洋平くんの「大茶盛をぼくはテレビで見たことがあるんだけど、なんでー、あんなおつきなコップ

みたいなのに、入れないといけないんですか。5人でどうやってのむんですか」という質問に翼くんは

そばにあったタンバリンを手に取り、それを茶わん代わりにして再現してみせたり、「『茶せん』って

何？」と問う竜太郎くんに対して、茶せんに見立てた数本まとめて持ったマジックで茶わん代わりの

タンバリンを混ぜる仕草を見せるなどして、自ら発表を組み立てていった｡｢でもー、そんなおっきい

茶わんだったら、5人分で|1!lせないんじゃないんですか」と、さらに反論する洋平くんに対しても、「そ

れは、直径40cmだったから、横の人が支えてのみます」とull答する。ものさしを横から差し出して

翼くんの手元で40cmを指し示そうとする教師の行動に合わせ、翼くんが「これくらいの大きさです」

と言葉添えをしたり、教師の方も小黒板に茶わんの直径を描いたりと、主役とサポート役として息の

あったIIj者による「見せ方」だった。受け答えも多様でしっかりしたものになっていき、翼くんの発

言によく登場する「お父さんが言ってたんだけど」という枕削も出るようになり、いつもの精llilな様

子が見て取れた。

【エピソード3】<表4〉は、【エピソードl】でのやりとりを機に、どんどん自信をつける

かのように積極的に「発表者」を生き始めた翼<んの様子である。洋平<んの質問に対して

自ら発表の場を組み立て、展開に合わせて授業の舵を取るようになっていった「のっていく」

というこの過程は、本時内にとどまらず、その後3回ほど続いた「西大寺」という同じテー

マ発表の授業全体に渡って延び広がり、一層強まっていった。他の発表者の回でも“西大寺

といえば翼くん”というような認識がクラスに定着するほどに翼くんは活躍し、教師も「こ

う言ってるけど翼<んどうだった？」と確かめたり、発表者自身が助っ人としての翼<んに

応答を頼ったりしているような場面がしばしば見られた。そういった周囲からの期待や、そ
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れに応えることができているという自分の実感から自信をつけて積極的になっていく過程は、

このときのこの発言、という瞬間的な「とき」ではなく、その積み重なりによって授業全体

に、そして一回の授業を越えて、より長く大きな流れとして紡がれていくものとなっている

と言える。それらを継続的な観察において観察者も経験することで、この翼くんに育まれた

時間の意味を「筋」や「脈」の中で捉えることが可能となった。また、「のっていく」とい

う語が表しているように、翼〈んは授業のシステム遂行と自己実現がうまく合致したかたち

で制度的な時間を生きることができているとも言える。ゆえに、ペースをつかんでからはそ

の制度的な時間にのっとり、授業展開を意の向くように自分の力をうまく発揮して、「自流」

＝「時流」をつくることができている側面があると言えよう。このときの教師の役割は、と

もにその一時限分の授業という「舞台」を作り上げていく同志のような側面もあることがう

かがえる。担任教師はみんなの前で「ひとりになる」経験を重視しており、そのときその子

が「お立ち台」で何とかひとりで「乗り切る」ことを求めていると語っている。それゆえ、

翼くんがひとりで「自流」をつくることができるまでは基本的に手を出さずに見守っており、

だんだんと独り立ちしていった彼には、「主役を立て」たり協同したりと、発表者としての

尊厳を与えるというように、授業を筋書き通りに教師の意図で進めようとするのではなく、

教師も子どもの時間に沿ってその子をサポートするかたちで「筋」へのっていこうとする姿

が見られた。

④物語的時間を可視化させ、そこに意味を付与する契機を持つ制度的時間

表5【エピソード4】「つぶやき」と「挙手して発言」(Ep4)

翼くんが竜太郎くんや芯くんからの「おたずね」をめく、ってやりとりをしている間、要くんがごく

近い周りの子に「45かける3〔45×3〕は？」と半ば独り言のようにつぶやき聞きながら、なにか数

式らしきものを下敷きに書いて計算をしていた。その後いくつかのやりとりがされた後、要くんが手

を挙げた。

要「さっき先生が、黒板に茶わんの絵を描いてくれたけど、ぼくから見て右側の、黄色で描いたチョ

ークの…それって、上から見て40cmなんですか」

翼「だいたい上から見て40cmぐらいです」

要「それだったら、40cmも大きかったら、ぼくは塾で、円…円周率っていうのは、直径の約、およ

そ3倍って習ったから、その茶わんの周りっていうのは、120cmってことですか」

要くんの問いに、翼くんは教師の方を見てどうしたらいいのかわからない様子でいる。教師は暖味に

首をうんうんと縦に振り、うなずいている。翼くんの出方を見ているのだろうか。そうだね、とも、

翼くんどうですか、とも言わない。翼くんは自分でなんとかしようと、少しの間宙を見つめた後、「…

それはあまり丸くなかったので、120cmもなかったと思います」と口を開いた。すると教師が出た。

教|1111「それは要くんの言うとおりですね。円周率っていうのは、直径っていうのは、中心を通る直線

を言います。中心通ってもIMIがったら直径とは言いません。するとその周りは、直径の3倍。だから

要くんの言うように、ここが40cmなら、周りは120cmになります。メートルに直すと？要くん｡」

要「1メートル20センチ」

教師「そうですね。そうすると、君たちの身長何センチですか？〔要くんを指さして訊く〕」

要「128」

教師「お－、ちょうどみんなこの周り、頭から足まで一周したくらいですね」
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それを|H1き、要くんの方を見ながら顔を見合わせて微笑む香織さんと梨''l''§さん。みんなも、｜【1分た

ちの背丈にたとえられてにわかに身近なものとなった茶わんの大きさ、茶わんの持っている数字に

｢え－1」と鰯き、体に手を当てて確かめたり手で輪を作ったりして、自分の手や腕を伸ばして体を

測り合っていた。

【エピソード4】<表5〉は、通常見えにくい物語的な時間が「つぶやき」という私的発言

とその後の「挙手して発言」された公的発言から可視化された場面である。洋平<んのおた

ずねのあとに「45かける3は？」とつぶやいていた時点から、要くんの関心はこのく直径

が40cmの円の円周はいくつか〉というところにあったことがわかる。このつぶやきを耳

にしたときは、なぜそんなことを聞くのか筆者には不思議に思えたが、ここでこのおたずね

が出て展開したことで、要くんが何を考え、一人の時間を過ごしていたのかが初めてつなが

った。私的なつぶやきから公的な発言の場への参加によって、はじめて要くんの生きていた

｢時間」は可視化された。要<んが「おたずね」というかたちをとって、みんなに自分の知

っていることを公言したという行為は、挙手発言が「みんなに聞かせる」ことと、何らかの

かたちで自分の意見が「意味づけされる」という意味をもっていることをわかった上で、授

業の制度的装置自体をある意味「利用」したと解釈することができる。それは、自分の声を

響かせ拡声させるための手段でもあり、私的な時間と公的な時間をうまく棲み分けながら課

題を乗り越えていく力として見ることができるだろう。

要くんの数学的な迫り方に、当の翼<んはあまりぴんときていないようだった。要〈んが

たずねているのはくまつ茶茶わんの周りが120cmぐらいあったかどうか〉であるので、そ

の問いに対しては翼くんは、実際に見た感覚をもとに「そんなに丸くなかったから120cm

もないと思う」ときちんと返している。しかし要くんにとってはく直径が40cmの円の円

周は、その3倍の120cmである〉というアプローチの仕方自体が、みんなの前で発言する

ことの意味となっていたのである。その点で、教師が掬いとった部分は大きかった。他の子

とは違う迫り方を評価してのことなのか、または、要くんの発言をきっかけに数学的な方面

へも広げるチャンスであるという意図も働いていたのかもしれない。要<んから発された

く円の円周は、直径のおよそ3倍である〉という知識を、教師は子どもたちに「そう決まっ

ているもの」として、ある意味「伝達」した。なぜそうなるかがわかっていない子はいたは

ずである。しかしこの「伝達」が、単なる知識の押しつけではなく、子どもたちにとってプ

ラスに働いたと考えられるのは、ひとつにはそれが数字的なものに強い“要<んの”発言だ

ったからである。また、ここでの教師の展開の仕方が、単なる計算問題への結びつけではな

く、数字と自分の体とのつながりというところへもっていったことが大きい。みんなにとっ

ては「新しい知識」によって抹茶茶碗に「近づく」ことができた機会となった。

⑤l時限の授業時間での経験にとどまらず、より大きなスパンでの子どもたちの物語的時間

による経験の現れ
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表6【エピソード5】発言の意を汲みとって行われた代弁(Ep5)

翼くんの「気になること」一大茶盛は1月・4月・l0月に「まつ茶をのむ会」だけれど、なんで1

月・4月･l0月にのむのかな？一が出されたあと、何人かが出していたそれぞれの「たぶん」に続いて、

洋平<んが発言した場面である。

洋平「1月は地面の草とかの花が咲いて、4月はもしお茶をのむところから桜が見えてて、10月はも

みじとか落ち葉とかが落ちてくるからだと思います」

洋平くんが「桜が見えてて…」のところまで言うと、突然翼くんの顔が瞬時にぱぁっと驚いたよう

な喜んだような笑顔になり、フロアの誰かの方を見て、なにか言いたげな顔をしている。思いがけな

い洋平くんの意見に「はっとした」のか、それとも、翼くんも同じようなことを考えていてその意見

が出たからなのか、印象的な瞬間だった。先生は（｢それでどういう関係があるの？｣）と翼<んを促し、

翼くんが「どのように…何が、それでどこが関係してるんですか」と洋平くんに問い返す。すると洋

平<んは詰まり気味に「それで、･･･気分落ち着く･･･おち、おちつ…」と言いかけるが、うまく言葉で

説明できないでいる洋平<んを先回りするように翼くんが、「言いたいのは、落ち着いて大茶盛がの

めるってことですか」と言葉にした。洋平<んは「はい」と言って座った。フロアのみんなにも「あ

～そういうことか－」と納得したようなうなずきや顔の見合わせが起こっていた。

【エピソード5】<表6〉は、発表者がフロアからのたどたどしい発言の意を汲んで、言い

換えてあげた場面である。これは、単に洋平くんの言葉じりを捉えて翼<んが言いたいこと

を予測できたから、というのではなく、これまでの授業の中で子どもたちに培われてきたも

のがあるからだと言えよう。お茶を飲むことで心を落ち着かせたり、花を見て季節を楽しみ

ながらゆっくりしたりという「情趣」を理解した上で、「お茶を飲む」という行為をより彩

ってくれる要素を引き合いに出しているこの仮説は、子どもにとっての「切実さ」ではなく、

｢趣」や「味わう」など必然とは想像しにくいものである。実態をつかみにくいこの仮説が

子どもたちに「共有」されるのはなぜか。それは、数々の発表で歴史文化的な素材に触れる

中で醸成されてきたものであると考えられる。だからこそ、洋平くんの発言が独りよがりな

単なる想像のお話で終わることなく、そこに翼<んが共振して言い換えることができたので

ある。

このエピソードは、より長く大きなスパンでの物語的な時間が子どもたちには流れている

ことを示唆している。つまりここでの授業の一瞬のうなずきや目を見開かれたような表情が、

どれだけの厚みをもったものであるのか、これまでのどんな時間や出来事に支えられた「一

瞬」であるのかといったことを示す象徴的なエピソードなのである。翼くんに「～というこ

とですか？」と自分の意見を要約された洋平くんが、「はい」という一言で着席したという

行為を、制度的な時間に急かされてのことだと解釈せず、自分の言いたいことを代弁しても

らったという解釈の方に妥当性をおくのは、それだけ観察者の私にもこのクラスでのこの話

題に関連する時間、なおかつ子どもたちの議論の傾向性なども含めた学びの歴史を共有して

きているからだと言える。l単位時間のさらに「一瞬」が、より大きな物語的時間に包括さ

れていることを示しているだろう。

a制度的時間によって守られていた物語的時間
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表7【エピソード6】突然ふってわいた「インコ」をめぐる論争(Ep6)

友春「1月は年の初めで、4月は、4月イコール春、10月イコール秋で、インコの本に春と秋はあ

つくもなくさむくもないと書いてあったから、春と秋はあつくもさむくもなくて落ち着くから、1･4･

10月だと思います」

この何気ない意見が、言い争いに発展することになる。友春<んの「インコ」という言葉に反応し

た裕介<んが手を挙げ、「友春<んに言うんだけど、それインコ･．．？イン･･･えっ？」と、突然出てき

た「インコ」の話題にわけがわからない様子で、友春<んの方を見て反応を確かめるようにしながら

問う。みんなも裕介<んと友春くんを交互に見て、テニスの試合で白球の動きに合わせて追うかのよ

うに視線を移している。続けて裕介くんが口を開く。

裕介「それはインコだから、インコと人間はちがいます…」

友春「でも感じんのはいっしょじゃないんですか」

裕介「〔えっ、と聞き返すように〕なんてえ？」

友舂「感じんのは－つ、感じるのはっ、春だったら暑くもないし寒くもないし、一緒じゃないんです

かつ？!」

いきり立ってついそのまま席を立ち、語気荒く言い放って席に着く友春くんを、驚きと興味の混ざ

ったような表情で周囲の子たちは見ていた。友春くん自身も、怒れてきている自分や普段と違う雰囲

気の教室にどこかおかしみを感じてもいるようで、少し笑っている。このとき、当人たちの周囲の子

を中心に教室中が「見物客」のようになっていた。議論に耳を傾けつつも、どこかおもしろそうに好

奇心や興味でもって二人を見ている。

ここで教師が、翼くんの両肩に手をのせつつ、「今の友春〈んの言い方、すごく大事なとこだよ。ケ

ンカするのはよくないけど、意見を戦わせるのは大事なことです」と口をはさんだ。そしてまた板書

に戻る。翼くんはすこし笑みをうかべながら、中心から離れていっていてどうしようもない状態を「見

ている｣。まさに「受けて立つ」姿勢だろうか、裕介くんはずっと立ったままである。また友春くん

が立ち上がり、「インコと人間はちがっても、感じるのは－、人間とインコでも別に、春と秋はあつ

くもさむくもないのと、感じるのはちがうんじゃないんですかつ。･･･あっ、感じるのはいっしょじゃ

ないんですかつ11」と発する。周りの子たちは「イライラ」などとつぶやいている。加江さんは「キ

レたな」とぼそっと言う。

裕介「でもときどき、真冬でも烏とかは平気で羽広げて飛んでますよ」

友春「…でも烏と人間ちがうって言ったくせに、なにぃ－？！」

友春くんは言いながら自分の言葉の「可笑しさ」に笑っている。興奮気味に話す友春くんの主張の

意'床を解せなかった裕介〈んが「もう一度大きな声で言ってください」と言うと、「自分、人間とイ

ンコ違うって言ったくせに、今さらなんで、人間とインコー緒の関係にするんですか！」と友春くん

が言い切った。裕介くんは首を傾げたり腰に手を当てたり少し目頭を押さえるような仕草をし、どう

打開すべきなのか思案しているようである。近くの俊哉くんが裕介くんに何か声をかけるが、裕介く

んは手を振って「いい、いい」と遠慮するような素振りを見せた。そこで翼くんが「ぼくの『気にな

ること』に戻して下さい」と主張した。

【エピソード6】<表7〉は授業終盤、ここまで全く登場しなかったインコという存在ひと

つで一瞬にして教室中の流れが変わった場面である。｢季節の違いによる楽しみ方」という中

心的な話題に関して代わる代わる意見のやりとりがされていたそれまでから、急に論点は

｢季節とインコ」へ、そして二人舞台となった。驚いた裕介〈んから質問されて、逆に驚き

の表情を見せた友春くんからしてみれば「まつ茶一季節一生き物」という思考はごく自然な

流れであったようだが､一見突拍子のない話題の発生で、二人はく、つと焦点化されたく渦中〉

に入っていき、反対に大多数の子どもたちにはその分くゆるみ〉のようなものができた。そ

れは他人事としてこの事態を「眺めている」ようにも、彼ら二人の問題に容易に口を挟まな
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いで尊重し見守る姿勢とも感じられた。それまで主役だった発表者も、｢お立ち台」から「眺

める」というく引き〉の構図に転換された。

当の二人は、裕介くんのぼろっと出た「なんてえ？」、友春<んの語気荒い「自分○○っ

てゆったくせに！」｢感じんのは－つ」に見られるような素で「やりあい」している面と同時

に、一方では「でも真冬でも烏飛んでますよ」とわざと小賢しく聞こえるような挑発的な口

ぶりで友春くんに反論する裕介くんの言や、反論しながら怒れてきている自分自身を笑い可

笑しんでいるようにも感じられた友春くんの姿などが象徴する、客観的にやりとり自体を楽

しんでいる面があった。こうした彼らのやりとりは「議論」というかたちをとっているが、

言葉遣いからもわかるように、その中身自体には授業外での子どもたちの「言い合い」とと

れるようなニュアンスが感じられる。つまり、ただの「言い合い」に成り代わるぎりぎりの

ところで制度的な時間に守られながら、授業が進行していたのである。子どもたち自身も、

その異変ぶりやけんかになりそうな迫力から感じる、授業の枠を出てしまうのでは？と感じ

ていることが、彼らのやりとりをひそひそ声で見守りつつ、やはりどこか楽しんでいるよう

な様子からうかがえる。そして、発表者の「戻してください」の言葉が制度的な時間の流れ

を引き戻す意味を持っていることを、発表者本人もみんなも了解しているところが、子ども

たちにとってのシステムからの「脱線」や「逸脱」概念を物語っているだろう。

このとき教師は白熱が強まる二人のやりとりに対し、それがただの口論に終始してしまわ

ないよう釘をさしつつ、その議論の「姿勢」をほめた。この言動は、「今ここが制度的時間

の流れている場である」ことを意識させているものだと言えるが、議論の内容自体には関与

しなかった。それは子どもどうしの議論や対話を大事にする教師の信条とそれらの行為の評

価からだと考えられるが、一方では、子どもたちの文脈への拠り立ち方や議論の仕方などの、

物語的に編まれている流れに介入してはいかないという「守り方」が存在していることを示

していると言えよう。

5．総合的考察

以上の事例検討からは、次の二点が示唆される。

一つは、授業という場において、制度化・管理された時間と物語的な時間は必ずしも常に

相対立するものではないということである。子どもたちはく公〉とく私〉や全体と個のはざ

まにおかれ、そのただ中で相克しながら授業を生きている。前者の公的な時間と折り合いを

つけ、交信しながら、後者の私的な時間を生きている。ときには制度化された時間を利用し

たり、それによって守られたり、自らの行為を正当化したり、足がかりとしたりしているの

である。制度的な枠の中にあっても、時間が輻穰、逆行、循環、往還、停滞、転回などの個

別的な動きをすることにより、展開されるテクストがより複雑になる。それは、個々の子ど

もがそれぞれに物語的な時間を生き、個々に収束していくことで、授業空間そのものはより

拡散していくことを表している。そのことが、多声的な授業空間の生成にもつながるだろう。

二つは、子どもたちのそのような参加の仕方から、管理された公的なシステムとしての授

業への参加において物語的時間が持つ積極的な意味について、である。従来指摘されてきた
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ような、教育システムにおける支配的なディスコースや談話形態など、直接的な言語的やり

とりの組み替えだけにとどまらず、物語的な時間が捨象されずにそこに流れることによって

も、そこでの新たなもの・ひと．ことの関係性の発生も起こりうると言えよう。事例で見た

ように、物語的な時間とは、ものの扱い方ひとつや身体の揺らぎといった非言語的なやりと

りや、子どもたちが感じとっている緊迫感やだらけたムードといったような空気を包括する

ようなものをも指し示している。そしてそのような「感知される時間」も、彼らの発言や行

為、判断に、大きな影響力を持っているのである。

これまでの学習観、知識観のように、一度獲得したものは定着し、それらは徐々に積み上

げられ、その積み重ねが「力」となっていくという学びの過程と結果もまた、ひとつの言説

にすぎない。そういった言説が支配的であるがゆえに、学びを促進するための手だてもその

ための環境づくりも、一本化されてきた感がある。実際には、授業中の子どもたちの発言や

議論、振る舞いには、授業というシステムに想定されている学習行為の「外」にある様々な

ものに依拠したり、影響・触発されたりしながら、システムの「中」で過ごしているのであ

る。したがって、いかに授業中の子どもの身体がめまぐるしく動いているのか、何層、何次

元もの世界を同時に生きているのかということを、「当然のこと」｢子どもとはそういうもの」

として扱うのではなく、教室学習場面における重要な構成要素として見ることが必要であろ

う。それらは、授業というシステムに支配的なデイスコース、伝統的な知を超え、教師と子

どもの新たな関係性の中で、子どもの尺度や文脈、世界による新たな知や文化、論理が構築

される可能性をもっている。そこには、物語的な時間の作動や息づきが積極的な意味をもっ

て機能していると考えられる。また、授業、学校の捉え方についても、強固に見えるそれら

のシステムが実際場面では可塑性、柔軟性を持って機能してもいるということを、我々も具

体的な事実、子どもの姿から見出していかなければならない。

注
⑩ 参加観察者による当事者の経験の解明という問題については、中田(1993)、田端(2000)、石野

(2003)、鯨岡（2005）など現象学的な視点が示唆深い。私的、主観的なものである物語的な時間

を第三者が把握することの困難は確かに免れない問題だと思うが、しかし物語的な時間は完全に私

的、主観的な個人だけのものではない。子どもの授業経験における物語的な時間は、教室の物語や

そこに存在する複数者（観察者も含む）によって共有されている経験と深く関わっており、それゆ

え鯨岡（2005）の言う「間主観性」による把握も生まれてくると言える。また、参与観察の限界

について質問紙やインタビューでの補完、トライアンギュレーションも取りうる一方法だが、それ

とは別の参加観察の可能性（別の意義）として、少なくとも、当事者である子どもや教師による語

りだけが、もしくはその語りの方が、観察者によるそれよりも正確であり唯一の事実である、とい

う立場には立っていない。第三者だからこそ、教師と子ども両者による出来事が見える、そこでの

空気が感じられる、描けることもあれば、第三者であっても当事者の経験に即する、重ねられるこ

ともあるのではないだろうか。その点について松下（2005）は、教育実践を記述・分析するため

の活動理論を補完する理論として物語論を用い、実践者の記述と研究者の記述を、「ある出来事に

対する二つの異なる『バージョン』」だと述べている。
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