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2000 年９月 
村夏至作成 

『仮説実験授業のＡＢＣ 楽しい授業への招待』を読む 

 
０ はじめに 

 『仮説実験授業のＡＢＣ』は、その名の通り仮説実験授業の入門書です。でも、入門書

だから１回読んだらそれで終わりかというと、私にとっては、たまにする授業（私は先生

ではないので、公民館などでたまに授業を行う）の前に読み返したり、それ以外でも読み

返したりと、何かと重宝する本となっています。それは、仮説実験授業の考え方などがう

まくコンパクトにまとめられているからのように思います。 
 仮説実験授業は、それを知ってその楽しさや素晴らしさに慣れっこになってしまうと当

たり前になってしまっても、一般的な考え方とは違うことが多いので、最初はある種の発

想の転換が必要になります（その転換が、「そう言われれば、そうだよね」と思えるもので

あったり、「これまで引っかかっていたんだけど、この考え方が求めていたものだ」と思え

る場合に、どんどん受け入れるようになるのではないかという気がします。逆に、そんな

考え方は受け入れることができないという人も多いのでしょう）。 
 仮説実験授業が好きな（というか、これからの時代にはとても大切な考え方だと思う）

私としては、その考え方が受け入れ難い人でも、せめてこの本ぐらいは読んで欲しいなあ

と思いますので、この本の簡単な紹介文を書いてみようかと思い立ったわけです（受け入

れ難い人の中にも、表面的な誤解をしている人も多いのではないかと思いますので）。 
 
 この本は 1977 年に発行され、1997 年には第４版を重ね、内容も少しずつ（話によって
は若干大きく）改定されています。第１話から第６話よりなり、目次をみることによって

概要をつかむことはできます、そこで、私なりに読書メモのような形で進めていきたいと

思います。 
 
第１話 仮説実験授業の授業運営法 

 ここでは、仮説実験授業の進め方について具体的に書いてあります。 
 まず、仮説実験授業では「授業書」というものを使って授業を進めます。通常の授業と

違って、知識を競うものではないので、予習をして答えを知っていてはつまらないものに

なってしまいます（大人でもわからないような問題が多いので、普通の予習では答えはわ

かりませんが）。 
 授業の流れは、授業書の問題を読む→それぞれが予想を選択する（予想変更は実験の直

前までＯＫ）→予想分布を板書する→理由を発表する→討論をする→実験→次の問題に  
基本的にはこの繰り返しが何度かあって、時々読み物が入ります。 
 理由の発表や討論は、あくまで子どもの主権に属することなので、教師の仕事は、言い

たい子どもがいいやすい雰囲気を作り、無理に言う必要のないようにすることになります。

実験で結果はわかるので、教師が正解に近づくような誘導をしてはいけません。また、特



 2 

定の人だけが発表していても、それが問題点をよりクリアにしている場合には、聞いてい

る人もそれによって考えが進むことも多いのでそれはそれで、いいのです。 
 問題が進んで、予想を選んでいるうちに、「一般的にこうではないか」という仮説がはっ

きりしてきます。その段階で、「科学者が多くの実験をした結果、その仮説は正しいんです

よ」という内容の読み物を入れることによって、「へえー、なるほどね。ぼくの考えは正し

かったんだな。科学者はやっぱり頭がいいな。おれたちと同じだな」と、無理なくわかる

よな仕組みになっているのです。読み物の中には、ある結論がわかったときに、それから

少し視野をひろげると面白そうな話題を取り上げているものもあります。 
 仮説実験授業では、「授業書」それぞれが完結するものとして作ってあるので、この次に

これをといった順序は特にありませんし、分野も、普通の分け方では分けにくいものもあ

るので、まずは自分が興味を持てるものからどれか一つでいいからやってみるといいでし

ょう。 
 そして、授業を行ったら、必ず子どもたちに感想文を書いてもらいましょう。例えば、

いつもよりざわついていて授業がうまくいってないように思えても、感想をとってみると、

子どもは意外と楽しんで学んでいることがよくあるからです。 
 
第２話 仮説実験授業の発想と理論 

（１） 仮説実験授業の原理的な考え方 

  定義 「科学上の最も基本的な概念や原理・原則を教えるということを意図した授業

である」 
       科学的認識は、対象に対して目的意識的に問いかけるという意味における

「実験」を通してのみ成立する 
 
       科学的認識は社会的認識である 
 
（２） 「教授」でも「学習」でもない「授業」にこだわる 

  教師の立場から考えた「教授」 
  学ぶ個人から考えた「学習」 
  しかし、私たちが知識を増すというのは必ずしも個人的なものではなく、他人との関

係において知識というのは増えたり育ったりする。 
  そういう場としての「授業」が「授業書」で授業することによって発揮される。 
 
（３） ただの「あてものごっこ」との違い 

  仮説実験授業は、表面的には予想を立てさせるということで、クイズのようなもので

あると批判される。確かに、「授業書」の一部だけを取り出せば、ただのクイズとも言え

る。 
  しかし、「授業書」の一つ一つの「予想」をしていき、前に習ったことを使ったり使わ

なかったりしていくうちに、一つの「仮説」を思いつくようになって、未知のこと、自

分がまだ知らないことを正しく予言できるようになる。そういうふうに、系統的に原理・
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原則をつかめるように「授業書」が作ってあることが重要。 
 
（４） 授業には法則性がある 

  理想的な授業プランは、たくさんの先生が、たくさんの資料をもとに、たくさんの知

恵を寄せ集めないとできない。 
  しかも、できた授業プランは、どの先生がどのクラスでやってもだいたいうまくいく。

だからこそ、いろんな先生が授業プランを使って授業をしてみて、少しずつ修正し、よ

りよいものにしていき、「教科書兼ノート兼読み物」としての「授業書」ができる。だか

ら、みんなの共有財産と考えられる。 
 
（５） 束縛から生まれる自由 

  「授業書」は、その通りに進めなくてはならないという意味で教師と生徒を束縛する。 
  しかし、「授業書」は、どのクラスでもうまくいくように大雑把に作ってある。そして、

「どのクラスでも、このような順序でやっていけば、だいたい確実にこのことはわかる」

ということがわかっているから、安心して、自由に授業を進めることができる。 
 
（６） 予想の選択肢は問題の一部 

  「予想の選択肢は子どもに考えさせなければならない」という批判がある。でも、漠

然と「どうなるか？」と問いかけても、わからない場合が多いし、そういう場合、とも

すれば、教師の顔色をうかがって、教師が答えて欲しそうな答えを探ることになる。そ

うしないために、問題に集中してもらうために選択肢がある。 
 
（７） まちがえ方や進み方を教えること 

  新しいことをやれば、必ずまちがえる。でも、「常にまちがえる」のは大変難しくて、

「たまには当たる」。うまくまちがっていけば、当たる確率が高くなっていく。「どのよ

うにすればいつかは正しいこと、新しいことを見つけられるか」ということを教えるこ

とが大切。 
  仮説実験授業では、みんなまちがえる。まちがえても、「まちがえた」ということはあ

とでわかるので、「ああいうふうにいろいろな考え方をしていくと正しいことがわかって

くるんだな」「ああいうまちがいをしてもいいんだな」ということがわかり、「他人を大

事にする」ということの大切さがわかる。 
 
（８） 成功・失敗の基準をきめておく 

  教育学者の落とし穴 
   「子どもを大事にしなければいけません」けど「子どもにおぼれてはいけません」。

どちらを大切にするかは、それぞれの場合に合わせて「各自で考えなさい」と言っ

て責任逃れをするので、失敗しないかわりに進歩がない・ 
  自分の間違いを発見しやすいように研究することが大切。 
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  仮説実験授業における授業の成功失敗の基本的条件 
① クラスの過半数の子どもがこの授業をおもしろい、楽しいということ 
―少なくとも「つまんない」「いやだ」という子どもが例外的にしかいない 

② 子どもたちの圧倒的多数が、この授業がわかるということ 
③ 先生が、またこれをやってみたいと思うほどの楽しさ、おもしろさがあるという

こと 
 
（９） 近代科学の成功に学ぶ「授業書」の作り方 

  何から何まで論じてあるアリストテレスの自然学を、この部分がまちがっている、こ

の部分についてはこれが確実だという手法で近代科学は発展してきた。その成功をなぞ

るように、仮説実験授業は、この事柄についてはこの「授業書」をやれば、ほとんどの

子どもが歓迎して理解してくれる。というものを一つ一つ作ることによって研究を進め

ている。 
 
第３話 評価論 －なぜ、何を教育するかの原理論 

（１） 誰が何を評価するのか 

  「評価はすべきでない」「できない」「してはいけない」という意見。 
  しかし、目的意識的な行為をすれば、それがうまくいったかどうかということは必ず

問題になる。 
  教育が目的意識的行為であるとすれば、評価はできるし、しなければいけない。 
  教師の目標と子どもの目標は別。 
  その上で、第三者に対する思惑が間接的な目標として入っている。しかも、その間接

的な目標のほうがイバっていることが多い（親が言うから、校長がうるさいから、教育

委員会が言うから）。そういう場合、第三者との力関係によって目標がゆらぐので評価も

ゆらぐ。 
 
（２） 相対評価の根源と効用 

① 子どもにとっての学校 
・ 「行かないことよりましなところ」・・・友だちがいる、なんとなく連帯感があ

る、少しは遊べる・・・ 
・ 「一流高校へ行くといい生活が保障される」・・・親の目標 
    ホンネは、「他人によく見られたい」 
        「人より上かどうか」←相対評価 
          すべての子どもが他人より上になることはできない 
          ↑実現不可能 
 
② 相対評価への批判 
国語と算数を比べることはできない、だから相対評価はできない。。 
しかし、いわゆる<勉強>については、人によって効率などは違うが、かけた時間に
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よっていい点がとれるようになる。だから、国語と英語の点数を足して、相対評価

するということがおこりうる。 
 

③ 合理的な相対評価（日常生活での選択） 
「一つの学校に、アンプをいじくれるのは一人」 
あることについては、だれが適任かというときには、普通は自然と相対評価によっ

て適任者が決められる。 
 

④ ①②③のように、相対評価は一般的に生活の中にある。 
それをもとに、教育全体を相対評価にしようと考えてしまうのでは？ 
 

⑤ 「だれかができればいい」ということと「すべての人が」というのとの大きな違い

に目を向ける 
「だれかができればいい」というときには相対評価が生まれる。 
「すべての人が」というときには相対評価はナンセンス。 
  自己評価ができるようになればいい。 
 

（３） 「だれかができればいい」ことを教えるということは 

  例えば、アンプを扱うのがじょうずな人が「すべての人にアンプの扱い方を教える」

といいだしたとき、それは「アンプを扱うことのうまい人を尊敬すべきである」という

ことを教えようという魂胆があるのではないか？ 
  昔は、「すべての人がやらないといけないこと」は初等、義務教育で、「だれかがやれ

ばいいこと」は、エリート教育、専門教育で行っていた。 
  現在は、高校へほとんどの人が行くようになった。結果、「だれかがやればよい」こと

について、競争させて「できないということを証明するために教えている」ということ

になってしまう。 
  
  ①「すべての人が」というときの２つの区分 
   a「実用的にすべての人が」 
      b「哲学的にすべての人が」 
   例えば、みんなに微積分を教えるとしたら、微積分の素晴らしさをわかるような哲

学を教えて欲しい。 
   「微積分なんていうのは、みごとなもんだなあ。人間というものは、あんなもの考

えてね、うまく操作できるものだ。おれはそんなことを実用に使う職人になるわけじ

ゃないけれど、みごとにできるんだな」と感じられる。「ばかだから微積分を使えない」

のではなく「非専門家だから使わないのだ」という自己評価のできるような教育が必

要。 
   そういう場合の評価の基準は、「あなたは微積分の勉強でたのしい思いをしました

か」「何をたのしいと思いましたか」という問いに「美しいと思った」とか「すばらし
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いと思った」という感覚を子どもが獲得できればうまくいったことになる。 
  ②仮説実験授業は 
   知識的には「だれかがやればいい」しかし、哲学的にみんなに知って欲しいことを

やっている。「知っていると楽しいこと」を取り上げる・ 
   例えば、<宇宙への道>の授業をやると、「人間ってちっぽけなものだなあ。宇宙とく

らべたらすごく小さいもんだな。そんなものが地球の上でけんかして、ばかばかしい」

と一方では思い、他方では「そのちっぽけな人間が、そんなに広い宇宙がわかっちゃ

ったんだな。なんて人間はえらいんだろう」しかも「その人間の一人はおれだな、や

っぱりおれは利口だな」と思えたりする。 
 
（４） 絶対評価の基本 

  絶対評価の原理は合格か不合格か 
   自動車の運転免許が一番わかりやすい例 
    絶対評価は目標がはっきりしている。それならそれに向けて研究を進めればいい

から、基準もはっきりする。 
  
   仮説実験授業は、年がら年中試験をやっている形になっていて、その試験ははじめ

はできなくてよくて、どこかでできるようになればいい。そして、「授業書」が終わる

ころには、ほとんどの子どもが、「授業書」の目標をクリアできている。 
  
  仮説実験授業の評価の例 

 
 ふつう、テスト問題は、先生がこっそり出すということに決まっているので変に感じる

かも知れない。 
 これでは、みんな 100点になってしまうのじゃないかと思うかも知れない。 

〔質問〕 
 この<光と虫めがね>の授業はこれで終わりです。そこで、授業書を見直して、この
授業で学んだことをもう一度思い返してみましょう。 
 あなたは、この授業で、とくにどんなところが印象に残っていますか。どんな話、

どんな問題、どんな実験が面白かったですか。 
 この授業で学んだことのうち、とくにどんなことをおぼえておきたいと思いますか。

どんな問題がまちがいなくできるようになっていたいと思いますか。みんなで、おぼ

えておいたほうがよいこと、まちがいなくできたほうがよいことを出しあって、５題

くらいの問題にまとめてみましょう。新しい問題を作ってもいいし、前にやった問題

と同じでもかまいません。 
 あなたは、いま、その問題に正しく答えられますか。「自信がない」という人があっ

たら、もう一度実験したり話しあったりして、正しい答えを再認識しておきましょう。 
 できたら、この次の時間に、いまみんなで出しあった問題を出して、どれだけおぼ

えているか、どれだけ正しくできるか、テストしてみましょう。 
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 しかし、できるのをあたりまえにようにするのが学校ではないのか？ 
 
（５） いろんな場面での評価 

① 感想文の意味 
例えば、仮説実験授業の中で、４人対全員だったのが、討論しているうちに１対全

員になって、しかも、実験の結果一人だけ負けたとき、他の子どもはどう思ってい

るかというと、「あいつはばかだな、早く変えちゃえばいいのに」と思っていると

同時に「あいつは見上げたものだな。よく一人でがんばったな」と思っている。そ

して、「私は心のやさしい人間だから、あの子の心がわかるのは私くらいしかいな

いだろう」と思っている。 
そこで、授業の感想をとってみると、「あいつはばかだ。前にやったことを使って、

予想を変えればいいのに」という感想が少しはあっても、たいていの子は、「あの

子はすばらしい。ぼくだったらあそこまでがんばれない。みんなの前で、自分の意

見を貫き通すのはえらい。やっぱり私はあの子のように、自分がわからないときに

はわからないと、いいはれる人間になりたい」という感想を書く。「そういうこと

を書くのは自分だけ」と思っていたりして、孤独感をいだいているのに、こういう

評価をすることによって、個々ばらばらで孤立感をもっている人達に連帯感をもた

せることができるのではないか。 
こういう場合、先生が言葉で「だれ君はまちがえたけど、だれ君はがんばった。え

らい」と言っちゃうと、「先生が気休めに言ってくれた」となってしまう。 
 

② 予想分布をとるということ 
議論をして「予想変更をしますか」と聞くと、｢絶対変えない｣という子がいる一方

で、だれかが迷ったあげくに予想変更をしたら、とたんに、「予想を変えることは

そんなにかっこ悪くないな」ということがわかって多くの子が予想を変えることが

ある。そういうデリケートな人間の心情が普通の授業ではわからない。仮説実験授

業で、予想分布をとるのは、お互いの連帯感、自分自身の評価、他人の評価を出す

ためでもある。 
 
 
 

（６） 大事なことは評価しない 

「知識ばかり評価すると知識中心の子どもができてしまう。だから態度を評価して

やりたい」と言うが、 
知識ならば点をつけてもかまわない。それは人格に点をつけるわけではないから。

しかし、心根や態度というものは、他人が評価できるような安っぽいものだろうか。

先生の好みに合わせることになってしまうだけではないか。 
知識は、真理かどうかきわめてはっきりしている、しかし、生き方については、そ

れが真理であるかどうか、先生の好みに合っていることがいいのか、ほんとうにわ
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からない。せめて、評価をするなら、先生が「そういうのが好きだ」「そういう子ど

もたちが好きだ」ということで十分ではないか。 
 
第４話 仮説実験授業の理論の多様化 

 1963年に仮説実験授業が誕生してから、その理論にはほとんど変化しないものの、その
具体的な実践物としての「授業書」は着実に数を増やし、さらに「仮説実験授業」の理論

そのものを豊富に発展させるものとして、「イメージ検証授業」「仮説証明授業」が生まれ、

また、全体として<たのしい授業>の思想を豊かにするものとして「<新総合読本>運動の提
唱」「もの作りの授業」などがあり、それらについて書かれています。 
 そこに、仮説実験授業についてあらためてその位置付けが触れられていますので書いて

おきましょう。 
 仮説実験授業は、「授業書とそれにもとづく独特な授業運営法」によって、<先人にした
がって考えること>と<自由勝手に考えること>をはじめて見事に解決することに成功した、
といえる。 
 
第５話 どんな授業書があるのか 

 すでに、100を越える「授業書」が開発され、分野も当初の自然科学にとどまらない。そ
のそれぞれについて分類し、概略を書いてある。辞書的にも使え、通して読むと概観がつ

かめる。 
 
第６話 授業の進め方入門 

 具体的に授業の進め方をまとめてあるので、これから授業をする人は読んでみると役に

立つ。 


