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子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 序 

おとぎ話への招待  （序に代えて） 

 

想像は偉大な力を持っている。 
自然の言葉を 

精神が魂のために翻訳することを 
想像は助けてくれる。 

（テオフラストゥス・フォン・ホーエンハイム：  
パラケルススという名で知られる） 

 

CID のクラスの準備をするときいつも、私はなにか普通でない新しい経

験を、教えるそれぞれのクラスやグループから期待しています。そしてそ

の期待は裏切られたことがありません。新しいなぞなぞ、ことわざ、お話、

奇妙な問いかけ、など－これらのすべてが不思議の世界との小さな遭遇

のように見えます。この不思議の世界はどのようにして生まれたのでしょう

か？なにからできているのでしょうか？ 

私がこの仕事を 6 年前に始めましたとき、私は新しい謎の世界を発見し

たパイオニアであるかのように感じました。そこでは、いままでの経験、教

育、授業のスキルなどのすべてが、子どもたちとのコミュニケーション、そ

して子どもたちと一緒の創造性の世界への旅、という一つの体系に組み

上げられていくのを感じました。 

このシステムの 初の一歩は、「小学生のための創造的想像力の開発

（CID)のコースのプログラム」でした（1994－1995 学年度）。この本では

1 年生から 3 年生のための CID コースが作られています。CID コースの

主たる目標と傾向を記しておきます。 

「プログラム」は私たちが旅する道筋です。旅にはよい装備が必要です。

そこでクラスでの演習のために、ワークブックを作り上げました。「おとぎ

話の学校」が 1 年生用、「不思議な都市」が 2 年生用、そして、「未解決

の謎の惑星」が 3 年生用です（1997-1998 学年度）。ワークブックは一種

の日記帳であり、一人一人の生徒が、先生とワークブックのキャラクタた

ちと一緒に、不思議な世界を旅しながら、書いていくものです。 
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CID クラスの先生には困難な任務があります。創造性の世界への信頼

できる案内者でなければなりませんし、オリジナルな創造的なアイデアを

出さなければなりませんし、創造的な問題を見つけて解決することが生

徒たちにとって毎日必要なことになるように、しなければなりません。人生

での活動的な姿勢、戦う者の姿勢、創造的な人格を、CID コースの授業

で作り上げていくことが、コース全体の も大事な目標です。 

『CID コースの方法論的指導の手引き』（あなたが今手に持っているの

がその第一分冊）には、CID のクラスを実施するにあたってお薦めする

ことを詳しく書いています。同様の 6 分冊があり、各学年に前期と後期の

2 分冊になっています。あなたの授業経験に伴って、あなたはきっと各レ

ッスンにあなた自身の風味を付け加えることでしょう。 

CID クラスの特別な魅力は、一つ一つの授業がまったく同じ繰り返しに

なることが決してないこと、授業は一つとして他のものと同じようになること

がない、という事実です。CID のクラスにおいては、あなたの趣味や生徒

たちの興味が反映されることでしょう。どんな演習、ゲーム、心理的なぞ

なぞでも、あなたが自分で創り拡張すると、一層面白いものになるでしょ

う。子どもたちと一緒に創り出すとよいのです。 

私は自分の経験から、授業を準備するにあたって、授業パターンがどれ

だけ重要かを知っています。パターン自身は大変単純ですが、それが

完全であればあるほど、何も漏らさないで済みます。 

CID クラスの一つの可能なパターンをここに示します。 

1． 準備： 

－ リズムとパターによる協調活動 
－ 指とパターの活動 
－ 注意集中の活動  
－ 両立しないものの組合わせ 

[訳注] パター（patter）は、パタパタという音、動き、おしゃべりなどを意

味するようです。足踏み(?)。 

2. 宿題のチェック 

3. レッスンの導入（「はい／いいえ」ゲーム、トリック、なぞなぞ、など） 

4.  新しいトピック （筋書きのあるゲーム）  
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5.  心理学的ゲーム 

6． 言語表現スキルを発達させ、創造的な作品を作る練習 

7. まとめ 

もちろん、パターンどおりにすることがいつもできるわけではありません。

ときには子どもたちの空想がどんな枠組みからもはみ出してしまうことが

あります。しかしそれでも、パターンに従ったレッスンのモデルを作ること

は、あなたの仕事をより面白くし、同時に準備を楽にします。 

この作品は、創造性への招待であり、あなたがクラスの授業を行い、あな

た自身のコースを創り出すための招待です。創造的な活動が組みこまれ

ていれば、どんな授業も一層面白くなります。そのため、CID コースの独

立した授業を実施するだけでなく、このコースで提供されていますいろい

ろな活動を、他のどんな授業の中で使ってもよいのです。 

しかし、方法論的なトレンドにはつぎの二つが同時に存在します。創造

的な能力を発展させるトレンド、および、ある一つの主題についてのデー

タを揃えるトレンドです。後者の場合には、先生にとって困難さが増しま

す。 

著者は、I. N. Murashkowska, A. A. Nesterenko, M. S. Gafitulin, 
M. S. Rubin, I. L. Vikentyev, N. N. Khomenko, V. I. Timohov, S. 
V. Sychov、その他の TRIZ エキスパートたちに厚く感謝します。それら

の人たちの仕事がこの CID コースを創り出すのに大変役に立ちました。

そして、もちろん、ペトロザボーツク第 17 学校の 1 年生から 3 年生の生

徒たちの助けが非常に貴重でありました。私の小さな魔術師たち、ありが

とう。 

この CID コースのワークブックと方法論的手引きについての、感想、提

案、および購入のご注文は、下記のアドレスにお送りください。 

N. V. Rubina,  tds-2015@yandex.ru   

[訳注] 現在はサンクト・ペテルスブルグ に在住。電子メールが有効。 
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方法論的指導の手引きでのシンボルマーク一覧 

 

認識しやすくするために、方法論的指導の手引きではつぎのようなシン

ボルマークを使いました。 

 

－ 問題： 1 年生に対しては、「はい／いいえ」の答えを要求する

単純な問題を使いました。問題を解決する方法についての主要な

概念は、2 年生または 3 年生の時に学びます。ですから、創造的

な問題を解決する も単純で適当な形式は「はい／いいえ」ゲー

ムです。ゲームのルールは簡単です。一つの問題が導入されると

すぐに、子どもたちは答えを求めて質問を始めますが、それに対し

て先生は「はい」または「いいえ」だけの返答をします。ゲームのね

らいは、子どもたちができるだけ多くの質問をして、自分で答えを

見つけることです。 

－活動： ここでの活動で大事なのは、学んだいろいろな概念が、

問題を解決したり、新しいアイデアを得たりするために、どのように

使えるのかを、子どもたちが理解することです。 

－心理学的ゲーム： これは授業の中の特別な部分です。子ども

たちは少しリラックスして、自分の内面の世界、こどもの空想の世

界に向かいます。あなたのクラスという小さなコミュニティで、信頼と

仲良しの雰囲気がいかに大切かは、言うまでもありません。 

－ 言語表現スキルを発達させる活動： みんなよく知っているよう

に、面白い質問をしてくれる人と話すのはやさしく楽しいことです。

CID のクラスは対話形式で構成されていますから、どの課題も実

は話すスキルを発達させる演習になります。単に「一つの文」を話

すという練習ではありません。子どもたちは、自分でなぞなぞや諺

や物語を考案することによって、自分の考えをまとめて、自分が理

解されるように、自分の機知やユーモアを分かって貰えるように、

話すスキルを発達させているのです。さまざまなシステムを記述し、

ありきたりでない問題を解決しながら、こどもたちはいつもその語彙

を一層豊かにしているのです。 
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－ 創造的な作品のデザイン： このやや大げさな用語に混乱しな

いでください。「創造的な作品」というのは、学んだ方法の助けを得

て、子どもたちが仕上げたり、デザインしたりしたもののことです。

（なぞなぞ、諺、おもちゃのモデル、自然のものに関する説明、そ

の他なんでもよいのです。） 

－ 絵を描く課題： CID のクラスでは、「絵を描こう」という課題が

沢山でてきます。なぜなら、新しい創造的なアイデアはしばしばイ

メージとして具体化されます。子どもたちの場合は特に、強く視覚

的に表現されたものになるからです。絵を描く課題の大部分は、心

理学者や熱心な保護者にとってユニークに役立ちます。そのよう

な絵には子どもの内面の世界が、あたかも鏡の中のように、写し出

されているからです。 
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授業スケジュール 

週 テーマ 時間数 

9 月 第 1 週 導入  ゲームのルールを設定する  1 時間 

    第 2 週  「何を考えたらよいのかを知る」： 科目への導

入 

1 時間 

    第 3 週 

    第 4 週 

トピック 1.  あれやこれは何からできている?   2 時間 

    第 5 週 

10 月 第 1 週 

トピック 2.  あれやこれはどこにある? 2 時間 

    第 2 週 

    第 3 週 

トピック 3.  あれやこれはどう感じる？ 
        あれやこれはどう見える？  

2 時間 

    第 4 週 

11 月 第 1 週 

トピック 4.  どうやって見つける？  
        (感じるところ) 

2 時間 

    第 2 週 

    第 3 週 

トピック 5.  ひとはなにができるか？  
        そしてどうやって？ 

2 時間 

12 月 第 1 週 

    第 2 週 

トピック 6.  過去に何があったか?  
        そして未来には何があるだろうか?  

        (時間とともに変化するシステムたち） 

2 時間 

   第 3 週 トピック 7.  ガラスの都市 

    （前期のまとめ） 

1 時間 

   第 4 週 チェックすること:  

 － システム（システムはその部分から成って

    いる一つの全体、システムは上のシステ 
    ムの一つの部分） 
 － 問題を解決する諸方法（性質と機能、 
    問題を解決するための資源） 

 － 将来の予測 （時間とともに変化するシス 
    テム）  
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 － 認識のものさし （システムは見え、聞こ 

     え、触れる） 

子どもたちがするべきこと： 

 － 一つのシステムの部分（部品）をできる 
     だけ多く見つけること、与えられた一つの

     システムに対してその上のシステムをで 
     きるだけ多く見つけること、一つのシステ 
     ムを他の上位のシステムに移行させるこ 
     と、一つのシステムの部分（部品）で、 
     問題の解決に必要なものを見つけるこ 
     と。 

 － そのシステムの性質と機能をできるだけ 
     多く見出すこと、性質と機能で問題を解 
     決するのに必要なものを見つけること、 
     一つのシステムの性質と機能を他のシス

    テムに移すこと。 

 － システムの時間による変化を予測すること

    （過去－現在－未来） 

 ― システムについて、何をどのように見つけ

    るかを見出すこと。 
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子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 0. はじめに 

はじめに

クラスでの導入、

主題について学ぶ

こんにちは! 

新しいクラスでの 初の授業は、いつも、興奮、期待、よい成果を得、よ

い仕事をする希望に満ちています。先生がわくわくしているだけでなく、

子どもたちも新しい授業で新しいことを学ぶことを期待しています。

初の授業から子どもたちが CID クラスは不思議の世界、おとぎ話の世

界だと実感することが必要です。この点から、音楽、絵、手品、ありきたり

でない問題、おとぎ話の登場人物たちが役に立つでしょう。そういったも

のを子どもたちが年間をつうじて創り出していくのです。そこで... 

まず、みんなで自分を紹介しましょう。自分のどんなことを話したいですか？

一年生にとっては、自分自身の一番大事なことを知り、それを簡単に自

己紹介することは難しいことでしょう。それで、まず先生自身が自己紹介

を始めるのがよいでしょう。

一年生はお互いによく知っているわけではありません。それで次のゲー

ムを始めることができます：生徒は順番に自己紹介しますが、自分の前

に話した三人の生徒の名前を言います。*1  

*1 [英訳注]  重要：この指導方法の手引きで、斜体で書かれた節は、
先生の授業準備のための説明です。一方、通常の書体で書かれたも

のは先生が授業で話したり行動したりする内容です。
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[訳注] 日本語版では、先生の授業準備のための説明を、青色フォント

で表し、先生が授業で話したり行動したりする内容を黒色フォントで表

しています。 

 

これは、な～に？  

羽なしで飛んでいて、  
足なしで走っていて、  
帆なしで海の上を進むもの 

 

当たり！これは雲です。 

普通、わたしたちは空の雲には注意を向けません。雨が降っているときで、い

つになったら雲が去って、お陽さんがまた出てくるだろうかと、待っているとき

以外には。 
もし白い雲が あなたに話しかけたなら、あなたはなんと言うでしょうか？ 

－ こんにちは、ぼくは 雲の コラボだよ！ 

分かっていますね、雲はおとぎ話の中でしか話しません。間違いなくコラボは、

「おとぎの雲」です。  

「おとぎの雲のコラボ」は、子どもたちがこれから出会う登場者たちのうち

の 初の登場者です。これから後、コラボの登場は話すスキル（言語表

現のスキル）を向上させるための活動を導入します。謎々や諺や物語を

作ったりする活動です。 

でも、私達は度々、子どもたちが 初の授業で描いたように、絵を描くこ

とに戻るようにしましょう。そのために、この驚くべき登場者の主な性質の

すべてを絵に描くやりかたを、詳しく議論することが必要なのです。  

*1 [英訳注]：  ロシア語で雲は、（英語アルファベット綴りで） 'oblako' 
です。それで著者はおとぎの雲にコラボ 'Colabo' という名前を付けた

のです。 

[コメント（中川）]: 高原訳では、雲クモのつづりを逆にして「モク」という

名前にしています。ただ、「モク」という二文字つづりの名前の印象が何

か弱い（読み落としてしまう）ように感じます。また、下記のような観点か
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ら、「くもの コラボ」という名前がよいと思います。 

[訳注] 和訳では、「くもの コラボ」（あるいは単に「コラボ」）と呼ぶこと

にします。「コラボ」には、共同作業（Collaboration) の意味が含まれ

ているように感じられ、魅力的です。また「話すスキルの向上／開発」の

シンボルマークは、二人の人が握手をしているところですから、そこで

現れる「おとぎの雲」を（日本語でも）コラボと呼ぶとよく合います。 

 

その「おとぎの雲」は多分：   

ふわふわの子猫のように小さく、または果てしない雪原のように広大で、  
煙のように黒く、そして雪片のように白く、 
ダウンのマットレスのようにやわらかく、あるいは氷の丘のように硬く、 
荒れる大海のように騒々しく、または森の小川のように静かで、  
日ざしのように暖かく、そして泉からの水滴のように冷たい，でしょう。 

 

みんなは コラボ を見ることも、話すこともできます。 

鉛筆で、この新しい友だちを、絵に描いてみましょう。 

かってに想像するとおりに、絵に描くとよいのですよ。   

 

 

こどもたちが絵を描く作業あり。  
ワークブック参照。 

 

これらの矛盾する性質の全てを、一つの絵に描くのは難しいし、そうする

ことが必要なわけでもありません。でもルールとして全生徒は、これらの

矛盾する性質のどれでもいいから両方の項を結び付けて絵にして生徒

の考えを表します。子どもたちの絵に、彼ら自身の考えが表されているこ

とでしょう。もし子どもたちが新しい登場者の全ての性質を明らかにした

いと思うなら、いくつかの絵を描くこともできます。 

 

雲の コラボは、旅をして、いろいろな国に 行きます。 
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ある国で タマウマ*2 の うわさを聞きました。 

コラボは、この変わった生きものに ぜひ会いたいと思いました。 
だけど、花壇に水をやらないといけなかったので、出会えませんでした。 

*2  [訳注] この登場人物は、原著で「ロシャリック Losharic」。英訳者

は、そのままの名前を使い、以下のように説明しています。この説明か

ら、和訳では「タマウマ」という名前にしました。 

*2 [英訳注]：  ロシア語で馬は、（英語アルファベット綴りで） 'loshad' 
です。そして小さな玉は 'sharik' です。それで、ロシャリック 
'Losharic' は、小さな玉からできているおとぎの馬'loshad - sharik' 
のように聞こえるのです。 

 

では、タマウマ の絵を、描いてみましょう。 
雲の コラボが、タマウマを見つけられるように。 

 

こどもたちが絵を描く作業あり。  
ワークブック参照。 

 

この単純な仕事は、一人一人の子どもたちの創造性を見るよい手がかり

になるかもしれません。タマウマという名前に関連して連想されるイメージ

を活性化するため、タマとウマという二つの言葉からの連想を子どもたち

にうながしてもよいでしょう。子どもたちが、おとぎの生き物のイメージを得

ることが肝要です。 

 

おとぎ話の雲 コラボ の絵を描いたときと、おとぎ話の中のうわさの生き物 

タマウマ の絵を描いたときと、どちらが易しく すぐに描けましたか？ 

何が 違うからですか？   
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[訳注] 英語版を和訳すると、以下のようです。 

創造性は、存在しないものを想像する人間の能力です。 
どこかで見たものを想像して似たイメージを再構成することはできま

す。 
しかし誰も見たことのない何かを作り出すことはより難しいです。 

子どもたちにもっとよく伝わるように、下記のように書き直しました。 

    

「創造性」（新しいことを考え出し、作り出す力）は、 
  今までなかったものを思い描く人間の力です。 

どこかで見たものを思い出して、それに似たもの（そして少し変えた

もの）を、考えたり、絵に描いたり、作ったりすることは、あまり難しく

ありません。 
だけど、誰も見たことのないような、何か新しいものを、考えたり、

絵に描いたり、作ったりすることは、もっと難しいことです。 

 

このクラスの目的は、「創造性」を持って、新しいことを考え、思い描く力を 
身につけることです。 
みなさんは、面白いおとぎ話を自分で作りだし、素晴らしいなぞなぞを作る 
ことを学びます。また、賢い諺を考え出し、問題を自分で解決することを、学

びます。 

 

次の場面を思い描いてみましょう。   

 

ある時エミールは、恐ろしい巨人（大男）の洞穴に入ってしまいました。 
巨人はたやすく餌食が手に入ったと、喜びました。 
というのは、エミールはほんの小さな男の子だったからです。 
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巨人は、エミールと遊ぶことに決め、つぎのようになぞをかけました。 
「もし、おまえがおれを洞穴から出せたら、お前を自由にしてやる。 
もし、それができなかったら、おれはおまえを料理して食べてしまうぞ。」 

 

さてどうしたら、エミールを援けられるでしょうか？  

 

 

*1 [原著注]： この問題解決の答えの一つ：  
エミールは巨人に別のゲームをすることを持ち出す。そのルールでは、

巨人は洞穴に入れない。この新しいルールで巨人は洞穴に入っては

いけないのだから、巨人は洞穴から走り出てしまう。その結果、巨人は

自分の 初のゲームに関して負けてしまう。   

 

エミールはこんな謎々をたくさん知っていました。しかし大事なのは、彼がル

ールを使って謎々を解く方法を教えることができるということです。 

これが一番大事な登場人物「エミール」との始めての出会いでした。後の

授業の一つで、子どもたちはこのかわいい男の子の絵が描けるでしょう。

将来、彼は子どもたちを助けて創造的に問題を解く方法をマスターさせ

てくれます。 

 

今度は手品！  

見て！私の手にあるのは、単なる三つのマッチ箱です。 
でもそんなに単純な話しじゃないんですよ... 
このうち右手に持った二つを振ってみましょう。  
箱は空でカタカタ言いません。 
三つめの左手のマッチ箱。 
カタカタ言う音で中にマッチが入っているのが分かります。 
さて、右手のマッチ箱の一つを左手に移します。 
このマッチはカタカタ言うでしょうか？  

－ もちろん言わないよ。空なんだから。  
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－ 確かめてみましょう。静かに振ってみますね。... 

－ わぁ！カタカタ言う！ 

 

この手品のタネは極めて単純。教えて欲しい？ 

じゃぁ、私にこの謎について訊いてみて。ただし、私はその質問に「はい」か

「いいえ」でだけ答えます。  

 

－ 箱は生きているのですか？  
－ いいえ 
－ 箱を取り替えたんですか？  
－ いいえ.  
－ いくつ箱を持っていたんですか？  
－ 「はい」か「いいえ」でだけ答えるんですよ。  
－ 魔法の手だ!  
－ はい。それはどういうことでしょうか？  

(左の袖に一つマッチ箱を持っていたんです。) 

 

「はい／いいえ」ゲームを理解するには、適切な状況なら何を使ってもい

いのです。例えばどんなオブジェクトでも、一つの単語を選んでもいいの

です。そして子どもたちに、「先生に質問をして、答えを探すように」と言

います。ただし、先生は「はい」か「いいえ」としか答えない約束です。子

どもたちは、段階を追って、少しだけの質問をして、正しい答えを見つけ

るようにするのだということが大事です。 

「はい／いいえ」ゲームは、多くの方法論的可能性を持っています。その

助けにより、創造過程の多くの構成要素の開発が可能となります。論理、

弁証法、それから分析のスキル、合成のスキル、比較のスキル、矛盾を

定義し解決するスキル、資源と記憶と注意を利用するスキルなどです。

それは「創造的な問題を解決する諸方法」という本コースの主題を理解

するためのすばらしい準備になります。 
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いまここでやったゲームは、「はい／いいえ」ゲームと呼ばれています。 

エミールはこのゲームがたいへん好きでよくやります。その理由は、彼がその

やり方をよく知っていて、それが問題を解決する助けとなるからです。 
あなたたちは好きですか？もっとこのゲームをしましょうか？  

 

「一年生のための CID クラスのカード索引」には、 
「はい／いいえ」ゲームの問題のリストがあります。 

 

さて、結果をまとめましょう。  

－ CID とは何か教えてくれませんか？  
－ 人類が想像力を伸ばさないといけないのはなぜだと思いますか？ 
－ もっと元気になるため。 
－ おとぎ話をつくるため。  

 

－ どんな人は他の人より多く創造性を必要とするでしょうか？ 
－ 芸術家  
－ 作曲家  
－ 詩人  
－ 写真家  
－ みんな... 

－ つまり、私達はみんなで、一緒に夢を見、何か新しくすばらしいことを

学んで作り上げて行きましょう。 

 

この授業ではこれから、面白い冒険が皆さんを待っています。 

雲のコラボが、おとぎ話を作り上げる方法を教えてくれるでしょう。 

魔法使いたちと、そのびっくりするような仲間たちに、会うでしょう。 

おとぎ話は不思議なことで一杯なのですから。 

みなさんがうまく完全な答えを出すように、願っています!  
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子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 1. システムと部分 （L1) 

トピック 1.   
あれやこれは何からできている?

（システムは、部分からできている全体）

レッスン１

１．準備

「CID クラスのカード索引（一年生用）」には、指のゲームや、知覚・記

憶・子供の感情を開発するためのゲームなどの詳細なリストがあります。

「CIDクラスのカード索引（一年生用）」には、両立性のないものを組み合

わせるという課題が含まれています。 

２．宿題のチェック

宿題のチェックとして、前のレッスンで紹介されたこのワークブックの登場

人物たちを思い出させるのがよいでしょう。

３．レッスンへの導入

なぞなぞ、「はい／いいえ」ゲーム、マジック・トリックなど、なんでもよい。

子どもたちに興味を持たせ、新しいトピックに取りくませるためのもの。

おとぎ話の国では、生きものは神秘的な説明で登場します。

”レンガの上に 2 枚の布が ぶら下がっている。 
そこには怖がらせたり食事をするのための

沢山のナイフがある。
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その間にはピンクの葉っぱが見える。 
一番端っこには 黒い輝くボタン。 
4 つの毛の柱の上に、梁が置かれている。 
小さな樽と、エンジン付きの箒もある。 
全ては絨毯で蔽われている。 
あなたが望むなら、すべてが、意味を持つだろう。 

 

さて、この奇妙な生き物は何でしょう？ 

 

答え： 犬 

この 「神秘的な記述」は、「あれやこれは何からできている?」のテーマで

行った、ある一つのクラスでの子どもたちとの共同作業の結果です。 

 

このなぞなぞを解き、また、新しいなぞなぞを作るために、「小さな人」の助け

を得ましょう。 

その「小さな人」は、悲しい絵の中に陽気な春の太陽を見ることができます。 
また、誰にも気づかれない方法で、見慣れたものを絵に描くことができま

す。 
そして、喜びや悲しみの色を得るために、色を混ぜることができます。 

 

この画家の名前を思い出してください。 

 

 

答えは・・・「絵の具のチューブ」です。 

 

４．主要トピック 
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机の上にあるボールペンを分解してみましょう。 

いくつかの部品に分かれましたね。 

一つ一つの部品では、文字を書くことはできませ

ん。 

部品をもう一度組み立てれば、 
  文字でも絵でも書くことができるでしょう。 

 

[訳注] 原書では「ペン」となっているが、昔のようなインキをつける「ペ

ン」はいまは見ない。 
「鉛筆」とすると、部分があることは明白だが、簡単に分解できない。 
単色の「ボールペン」とするとよいだろう。子どもたちでも分解できそう。 
  分解したものはおもしろい。 
  子どもたちが組み立てるのには、１０分ばかりの時間がかかりそう。 

生徒たちは、どのシステムも部分で構成され、新しい特性を持っているこ

とに気づかなければいけません。 これらの作業は、そのことを理解する

のに役立ちます。 

 

１. 書くことに使えるシステムを挙げてください。それらはどんな部分でできて

いますか？ 

２. 競争： 教室の中にあるもので、何かのシステムの部分(部品）を誰が一番

沢山いえるかな？また、だれが一番沢山のシステムをあげられるかな？ 

 これらに似たいろいろな演習を考案できるでしょう。 

 

[訳注] 英語版を和訳すると、以下のようです。 

システムは全体であり、部分で構成されている。 

システムは、個別の部分によって実行することができないような作業

を実行することができます。 

子どもたちにもっとよく伝わるように、下記のように書き直しました。 
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いくつかの部分（部品）でできている一つのものを、システムと言い

ます。 

部分（部品）がばらばらだと、うまく働きませんが、 
部分（部品）をきちんと組み立てて、目的のはたらきができるように

したものが、システムなのです。 

 

システムの例を３つ書いてみましょう。絵で描いてもよいですよ。 

 

－ システムの部分(部品）の例を３つ挙げてみてください。 

－ 空気 
－ それがシステムであることを証明してください。 
－ ほこりが多いから。 
－ そうですね。空気はガスの混合物です。 
－ 硬貨。 
－ 鉄の粒子で出来ていますね。 
－ 水 
－ 綺麗にされたものは？ 
－ 覚えておきましょう。私達を取り巻くもの全てがシステムです。 
－ 火はどうなんですか？ 
－ 熱くて煙ったいですよね。熱と煙がありますよ。 

 

５．心理学的ゲーム 

 

心理学的ゲームは心理学的な訓練から CID のクラスに入ってきました。

非常に短時間で一人の子どもの診断と矯正を行えるからです。 
もちろん、この厳粛な仕事をするためには、学校の心理学者の指導が必

要です。 

しかし、もっと重要なことは、CID のクラスの雰囲気が友好的であることで
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す。子どもはリラックスして独立している（自分の力でやっている／強制さ

れてない）と感じ、正しいと証明したり、間違いを犯したりすることを恐れ

いないということです。 

このゲームは、子どもたちに、人間のような も複雑なシステムでさえ、す

べてのシステムは部分で構成されていることを認識する可能性を与えま

す。 

運動感覚に優れた子どもにとっては特に、勉強している物に実際に触れ

ることが、よりよく理解するために必要です。 

 

私たちは、世界のすべてのものが、部分（部品）からなっていて、それらをシス

テムと呼ぶことに同意しました。 
私たちは、私たちの周りのものすべてがシステムであることを発見しました。 
これらすべての人形 、リカちゃんと仮面ライダーもシステムです。 

 

今あなたたちにはやることがあります。 

女の子たち、起立してください。 
リカちゃんを思い描いてみてください。 
この人形のどの部分(部品）が一番好きですか？ 
いいですか、それを覚えておきなさい。  

今度は男の子たち、起立してください。 
仮面ライダーを思い描いてみてください。 
仮面ライダーのどの部分(部品）が一番好きですか？ 
いいですか、それを覚えておきなさい。  

それでは、あなたの思い描いている人形の部分を、ジェスチャーで示して

ください。 
声に出して言ってはいけません。 
急がないで、また傍から助言しないで。 
ジェスチャーで表現するところを見るのは面白いですよ。 

 

６．言語表現スキルを発達させ、創造的な作品を作る練習 
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レッスンのこの部分では、子どもたちは新しい知識を使ったり、発明する

方法や新しいものを作る方法を学ぶ機会を得ます。 

この方法論的指導の手引きと（子どもたちの）「CID クラスのワークブック」

には、次のような課題があります。 

あなたはいろいろなレッスンを多様化してもよいのです。折り紙の演習や

自然素材を使った作業の課題などを含めることもできます。（例えば、生

け花、飾り作り、刺繍、おもちゃ作り、などいろいろ。） 

いろいろと試し続けてください。 も重要なのは、あなたと子どもたちが、

「どの CID メカニズムが何か新しいものを創造するのに特に役立つか」を

分かることです。 

 

[訳注] 英語版を和訳すると、以下のようです。 

システムの部分は下位システムと呼ばれます。 

子どもたちにもっとよく伝わるように、下記のように書き直しました。 

    

システムの部分（部品）も、もっと詳しくみると、 

さらに細かな部分（部品）からできていて、部分ごとのはたらきをし

ています。 
そこで、システムの部分（部品）のことを、そのシステムの「下のシ

ステム（下のレベルのシステム）」と、いいます。 

 

一つのシステム（もの）を例にして、考えてみましょう。 

－ まず、そのシステムの名前を書こう。 

どんな「下のシステム（部分）」でできているだろうか？ 

「下のシステム（部分）」の名前を書いてみよう。 

「下のシステム（部分）」を絵に描いてみよう。  
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－ それから思いつくもの、似ているものの絵を 
  描いてもおもしろいよ。 

 

 

システムの名前:  ............................... 

「下のシステム」の名前を書いてく

ださい。 
それを絵で描こう。 

  

 .  . 

 .  . 

 

 

それじゃ、授業の最初に出てきた、おとぎ話の国の奇妙な生き物のなぞ

なぞを思い出しましょう。 

なぞなぞの一つ一つは、この生きものの部分の説明ですね。 

その謎を解いて、下の表に部分（下のシステム）の名前をかきましょう。 

 

 

 .  レンガ 
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 .  二切れの布 

 .  たくさんのナイフ 

 .  ピンクの葉っぱ 

 .  ボタン 

 .  梁 

 .  ４本の柱 

 . 小さな樽 

 .  エンジン付きの箒 

 .  絨毯 

 

このような順番ですると、子どもたちが自分でなぞなぞを作れるようになり

ます。 

（a) まず、一つのもの（なぞなぞの答えになるもの）を決める。 
(b) その部分を考え、それから思いつく（連想する）似たものを考える。 
（c） 部分を列挙して、全体をカバーするように考える。上のような表がで

きる。 
（d） なぞなぞとして話すときには、連想した似たものを並べて話し、 
     これはなんでしょう？という謎にする。 

 

このようにすると、あなたもなぞなぞが作れるようになりましたね。 
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あなたも神秘的な描写のためのなぞなぞを持っています。  

さあ、あなたのなぞなぞを発表してください。 

この演習を行うにはいろいろなやり方ができるでしょう。 
子どもたちがクラス全体やグループなどになぞなぞを発表できます。 
そのなかのベストのなぞなぞは、特に注目に値します。 

 

[訳注] 「奇妙な生きものの謎解き」を前に出し、子どもたちの「なぞなぞ

作り」を後に回しました。その方が子どもたちがやり方を知って、どんど

んやれるようになると思いますので。 

 

7. まとめ 

 レッスンの 後には、主要な概念にもう一度注意を向け（簡単に説明

し）、子どもたちがこれからのクラスで使えるように、覚えさせることが、非

常に大事です。 

子どもたちが作ったなぞなぞの中で、何についてのなぞなぞなのか分か

るようにしている部分を、際だたせることが必要です。    
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子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 1. システム （L2) 

レッスン 2 

１．準備

（１年生用のカードの索引）

２．宿題のチェック

似ている部分か下位システムのある３つのシステムを机の上から選んでくださ

い。

3. レッスンの導入

「はい-いいえ」 ゲーム   

兄弟たちとの対談：

－ あなたたちは兄弟ですか？

－ はい。

－ あなたたちは同じ日に生まれましたか？

－ はい。

－ あなたたちは双子ですか？

－ いいえ。

－ どうして？

－ （三つ子です！）
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４．主なトピック 

 

エミールは、猫の部分について書く（描く）ように言われました。 

  

 

 

 好きな動物をあと２匹描いてください。 

 

こどもたちが図に書き込む 
作業あり。ワークブック参照。 

 

このシステムと下のシステムの図は、視覚優位の子にはオブジェクトとそ

の部分を理解する助けになり、運動優位の子には図を使うことにいよっ

てよりよく理解し記憶するのを助けます。聴覚優位の子に対しては、「ど

のように描いたの？」と尋ねて、話させるとよいでしょう。 

 

システム 

下のシステム 
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なぜエミールは、このようななぞなぞを簡単に解いてしまうのでしょう？ 

魔法使いの友だち「ワケ・クム」がいるからです。 
ワケ・クムは、いろいろなものを分解したり、組み立てたりすることができます。  

* 1 [英訳注]： この魔法使いの名前は、デリ・ダバイ 'Deli' 'Davai'で
す。その意味を残して、英語ではシェア・ギブ、share/give（共有と贈与）

としました。 

[訳注] 日本語版では、この魔法使いを「ワケ・クム」と呼ぶことにしまし

た。分解し（ワケ）、組み立てる（クム）ことが、その特技だからです。 

   

魔法使いのワケ・クムが図を埋める手伝いをしているとき、 
いたずら好きなエミールが、おかしな話を始めました。 
エミールは違う動物の部分をごちゃまぜにして、話したのです。 

ワケ・クムが作った、びっくりするような動物の絵を 
描いてみましょう。 

 

 

こどもたちが図に書き込む作業あり。 

ワークブック参照。 

 

子どもの一人一人がこの作業をどのようにこなすのか、注意して見てくだ

さい。 

－ 違う動物の部分を単純に繋げる。 
－ 違う動物の部分を補い、変える。 
－ 見慣れた動物をベースにして、不思議で素敵な動物が現れる。 
－ この素敵な動物がいると子どもが想像した環境（上位システム）に

ついて、その構成要素を描いて完成させる。（すなわち、周りをも描

く）。 

この絵は、子どもが自ら積極的に／投影的に表現しているので、その子

どもについての興味深い情報を与えてくれる。 
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ワケ・クムの顔を、見たいですか？ 

ボタンとブラシを下の左側の箱に描いてください。 

右側の箱にその二つを重ねて描きましょう。 

ね、魔法使いワケ・クムが現れれましたよ。 

 

魔法使い ワケ・クム の図 
  

  

 

魔法使いのワケ・クムと 雲のコラボは、言葉遊びをしています。 

彼らのなざなぞに答えましょう。 

ヒント： 言葉は、文字（あるいは音）を部分（部品）としてできていますよ。 

  

－ うみ、みずうみ、いずみ、みずたまりにはあるけれど、かわにはないも

のってなあに？*2 

 

答え： ”み”の字 

*2 [訳注（福田）] 原著にはロシア語で、'morye' , 'ozero' , 'boloto' , 
and 'okean' と書かれています。そして、答えは”O”です。reka には O
は含まれていませんから。英訳者はこれらの４つのロシア語を sea, 
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lake, swamp, ocean と訳しました。そして、答えは” a”となります。 
'reka' に相当する英語 river には a が含まれていませんから。 

ロシア語から英語に翻訳した場合にはこのようなことになりましたが、日

本語の場合はアルファベットを使っていないため同じようには訳せませ

んでした。 

そこで、答えを「氵（さんずい）」にしようかとも思いましたが（海・湖・沼・

大洋には偶然さんずいが使われていますが、川には使われていませ

ん）、現行の小学１年生は、まだ部首を習いません。そのため、原著に

使われている「海、湖、沼、大洋」をそのまま使うのではなく、上記のよう

に訳しました。 

日本語版では、できるだけこのような工夫をしています。 

 

－ 庭で鳥が遊んでいます。どんな鳥が何羽いますか？*3 

 

答え： ニワトリが２羽いる。（庭には２羽にわとりがいる） 

*3 [訳注（福田）]  原著は 'sovsem' (small) という言葉が 'sova' 
(owl) と 'sem' (seven) に似ていることから「小さな群れ」と「７羽のフク

ロウ」をかけた言葉遊びです。 

しかし、日本語では全く意味が通じないので、鳥に関する早口言葉を

用いてみました。 

 

－ 木を切ったら、”り”という字は現れるでしょうか？*4 

 

答え： 現れる。木を切ったら”切り株”ができる。 

*4 [訳注（福田）]   英訳を直訳するとこのようになります。「ブラシ

（brush)の中に L の文字はありますか？」 
そして、答えは「もしブラシにペンキをつけたら（lacquered)、L が含ま

れる」となります。 

このまま日本語にするとわかりにくくなってしまうので、ブラシとペンキで
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はなく、木と切り株という言葉を使いました。 

 

５. 心理的発達ゲーム 

このゲームではまず、子どもたちは、自分たち自身が分解するシステム

のうちの一つである、と感じるときを得ます。 

ゲームのつぎの部分では、グループの 3～4 人の子どもたちが、協力し

て問題を解決するように、設定しています。 子どもたちはグループで活

動することを学ぶのです。 

このゲームの後で、話し合いをしたり、絵を描かせたりして、子どもたちが

その気持ちや、考えたこと、分かったことなどを表現する機会を持つよう

にします。 

 

これからみんなで、「ジェスチャーあて」のゲームをしましょう。 
一匹の動物について考えます。 

その動物の特徴的な部分に自分がなって、 
ジェスチャーだけで、音も言葉も使わずに、表現しましょう。 

まずみんな、３〜４人のグループに分かれます。 
グループごとに、先生が出した動物の一つを選びます。 

グループのみんなはその動物のどこかの部分になったつもりで、 
その動物がどのように動いたり食べたりするのかを、 
一斉にジェスチャーで示します。 

他のグループの子どもたちは、その動物の名前を当てましょう。 

 

６．言語表現スキルを発達させ、創造的な作品を作る練習 

あなたが考えた不思議で素敵な動物の話をしてください。 

もしその動物が猫と犬とでできているのだとしたら、 
昼食には何を食べるでしょうか？ 
猫はネズミが好きで、ネズミはチーズが好きですね。 
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この動物の変わったことは何ですか？ 

この練習はグループでした方が楽しいでしょう。 
先生は質問をしながら生徒の物語を導きましょう。 

  

７．トピックのまとめ 

子どもたちが「世界のすべてのものは部分からできている」という知識を

適用する方法を理解しているかどうか、チェックしてください。 
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子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 2. 上位システム （L1) 

トピック２：  

あれやこれはどこにある

      (システムは上のシステムの部分)  

レッスン 1. 

1. 準備

(一年生のためのカード索引を参照)

2. 宿題のチェック

既に学習した概念について復習する。

3. レッスンへの導入

「はい／いいえ」 ゲーム

エミールと くものコラボは、パイロットのビデオを見ました。

その中の一つのエピソードを見て二人は興奮しました。

パイロットは無線通信士に告げた。「タンクにガスがない！」

通信士は答えた。「がんばって！経験を役立たせましょう！

私たちがあなたを手助けしますよ！」

・・・すべてがうまくいった。
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パイロットはどのようにして助かったのでしょうか？

あなたは、航海の間、苦境に陥ったにもかかわらず、目的を達した船長によっ

て助けられます。

この船長の名前を思い出しましょう。

船長が住んでいる所を描いてみよう。 山かな？海かな？

*1 [英訳注]： 上記の「はい／いいえ」ゲームの全体が原書では先生

用に（斜体で）書かれていましたが、クラスで話すことと理解して訳出し

ています。

4. 主なトピック

私たちは、どんなシステムも部分（部品）から成ってい

ることを知っています。

例えば、絵を描くためには、ペンや筆のすべての部

分が、きちんと組み立てられていなければいけない、

ということも知っています。

しかし、絵を描くためには、ペンや筆の他に、紙、手、

そして書きたいことなども必要です。
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[訳注] 英語版を和訳すると、以下のようです。 

どんなシステムも上位のシステムの部分です。

子どもたちにもっとよく伝わるように、下記のように書き直しました。

一つのもの（システム）の周りを見ると、他のもの（システム）と組み

合わさって、もっと大きなはたらきをしていることが分かります。

この大きなはたらきをしているもの（システム）を、「上のシステム

（上のレベルのシステム）」と言います。

どんなシステムも、自分の「上のシステム」の部分（部品）です。

次のものの「仲間の もの（システム）」を書き加え、それらをまとめた「上のシス

テム」の名前を書きましょう。

机、黒板、教科書、ペン、 ........................................ 

花、春、太陽、蝶、 .................................................. 

波、帆、カモメ、雲、 ............................................... 

............................................................ 

もし子どもたちが十分に早く書くことができないようなら、この作業は口頭

で話すか、絵で描くことが望ましいでしょう。

仲間でないものを線で消してください。そして、その仲間に名前を付けてくだ

さい。
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1. テーブル、椅子、ベッド、床、たんす  .........................

2. ミルク、クリーム、リンゴ、サワークリーム、チーズ  ............

3. 甘い、熱い、苦い、すっぱい、しょっぱい  ..........................

4. じゅん、いつき、すずき、かおる、はるか  *1.........................

5. 勇敢な、雄々しい、決断力がある、意地悪な、勇気がある  .............

6. フットボール、バレーボール、ホッケー、水泳、バスケットボール

 ........... 

*1. [訳注（福田）] 原著はロシア人の名前です。ロシア人の名前を聞い

ても日本人にはピンとこないので日本人の名前にしました。また、男女

どちらにも使われる名前にしています。

船長のブリュンゲルは、水夫のフックスに船の装置の使い方を、つぎのような

方法で教えます。

船長は、フックスがトランプの名人であることを知っていますので、いろい

ろな帆にトランプのカードをつけて、命令しました。

「船を回す準備をしろ。

スペードの 6 をほどけ。ハートのジャックをきつく締めろ。 
ダイアの１０を結べ！」

フックスはよく見知ったカードをすばやく見つけて、

すべてを正しく行いました。
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もしあなたが、「上のシステム」を海軍のパイロットの活動に替えたらどうなりま

すか？

もちろん、そのときは本物の飛行機をコピーしたトレーニング装置にする

でしょう。

*2. [訳注（福田）] 海軍の船長ブリュンゲルやギャンブラーのフックスが

出てくるロシアのアニメです。日本人の子どもたちは知らないでしょうか

ら、生徒用ワークブックについては少し文章を変えました。

5. 心理的発達ゲーム

このゲームを実行するときの方法は、いろいろ考えられます。

子どもは黒板に来て解決策を描くことを好むときもあるでしょうし、

個人やグループでできるようにゲームをアレンジしてもよいでしょう。

年老い、学者ぶった七面鳥が私達の教室に入ってきました。

彼は、歩いている途中で見つけた文字をみんな食べてしまいます。

文字を全部食べてしまうということはどういうことになるか

あなた方に説明する必要はないでしょう。

文字を、すぐに隠さなければいけません。

どこに隠すべきでしょうか？

もちろん上のシステムの中にです。

すぐに魔法使いワケ・クムを呼ぶことが必要です。

たとえば、文字 B。 
もし私達が 2 つのフックと 2 つの円を描くと、眼鏡になります。 
年老いた文字食いは、「わしは眼鏡は食べんよ。文字しか食わんのじゃ」

と言うでしょう。

そして、彼は文字 B にさわりません。 
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さあ、今度はあなたが好きな文字を隠す番です。

６．言語表現スキルを発達させ、創造的な作品を作る練習

お互いに合っている（調和する）3 つの色を選んでください。 
その 3 色で、下の枠の中全体を塗ってください。 

絵はどんな風に見えますか？ 

絵にタイトルをつけましょう。

この作業は、リューシェルテスト* と解釈されるかもしれません。

そして、あなたはそれぞれの生徒についていろいろなことを学ぶことがで

きるでしょう。

* [訳注（福田）]： 色によって精神分析をするテスト。ロールシャッハテ

ストの色版のようなものです。
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子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 2. 上位システム （L2) 

レッスン 2. 

1. 準備

(一年生のためのカード索引を参照)

2. 宿題のチェック

3. レッスンへの導入

「はい／いいえ」 ゲーム  (一年生のためのカード索引を参照)

4. 主トピック

エミールは、ネズミは何でできているか、

どこに住んでいるのかを描くように言われました。

つまり、ネズミの「下のシステム」と

「上のシステム」を描く必要があります。
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ペンギンについて、同じように下の図に書いてください。 

 

こどもたちが図に書き込む 
作業あり。ワークブック参照。 

 

[訳注] 英語版では、以下では「1 匹のカエルと 1 羽のペンギン」につい

て考えるように指示しています。 

しかし、上記で「1 匹のネズミと 1 羽のペンギン」について描いたのです

から、以下でもこの「ネズミとペンギン」を扱うのが適当でしょう。 

 

魔術師ワケ・クムは、エミールが複雑な状況を 
どのように切り抜けられるかを調べることにしました。 
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ワケ・クムは、エミールが描いた、ネズミの上のシステムと 
ペンギンの上のシステムとを、入れ替えてしまいました。 

あなたは、エミールを助けて、そんな変な上のシステム 
（すなわち、環境）におかれた動物たちがどのようにして 
いるのかを、説明してください。 

この課題をすると、あなたは子どもたちと共に新しいおとぎ話を創りあげ

ることになるかもしれません。 
 

5. 心理学的発達ゲーム 

 

 「命が吹き込まれた絵」 

このゲームの脚本は、先生に導かれながら子どもたち自身の手によって

作成されます。 

「私が白い、ふわふわの雲であるならば、あなたは何ですか？」 

子どもたちは、それぞれの望みによって役割（配役、キャラクター）を選び

ます。 
子どもたちが、すべての選ばれたキャラクター同士の繋がりを見ることが

大事です。 

子どもたちは自分が選んだキャラクターを表現しなければなりません。 
また、「命を吹き込まれた絵」（全体）の他の部分との繋がりも示さなければなり

ません。 

あるいは、この活動の変形として、一つの絵または音楽の助けを借りて、

一つの「上のシステム」を作成してもよいでしょう。 

このゲームの後で、子どもたちが自分の気持ちを明らかにし、それらを絵

の中で表現することが、必要です。 
 

６．言語表現スキルを発達させ、創造的な作品を作る練習 
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つぎの図表を埋めてください。 

 

 

 

上の上のシステム 
 

上のシステム 
 

システム 
 

下のシステム 
 

下の下のシステム 

 

輸送 

. 

自動車 

. 

針金 

 

 

上の上のシステム 
 

上のシステム 
 

システム 
 

下のシステム 
 

下の下のシステム 

 

 . 

森 

 . 

葉っぱ 

 . 
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上の上のシステム 
 

上のシステム 
 

システム 
 

下のシステム 
 

下の下のシステム 

 

. 

筆入れ 

鉛筆 

鉛筆の芯 

. 

  

 

上の上のシステム 
 

上のシステム 
 

システム 
 

下のシステム 
 

下の下のシステム 

 

 . 

教科書 

 . 

 . 

文字 

 

これは、システム・オペレーターと同じ図を表現するもう一つの方法です。 
何人かの生徒はこの「他の方法」のほうをよく覚えているかもしれません。 

これらのテーブルの助けを借りて、「システム・エレベーター」という、とて
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も面白い活動を行うことができます。 

この活動は、M.C. ガフィトリンによって考案されました。 

システム・エレベーターは、システム・オペレーターの異なるレベルに素

早く変わる方法、これらの難しい概念を理解する方法、 
そして問題を解決するためにこれらの新しい技術を使用する方法を、 
子どもたちに教える機会を与えてくれます。 

 

あなたはとても珍しいエレベーターに乗っているいると想像してください。 

エレベーターが止まる各々の階は、システム・オペレーターのレベルです 
（システムのレベル。下のシステム、下の下のシステム、... そして、 
上のシステム、上の上のシステム、...など）。 

あなたがこれらの各々の階で見るものを話してください。 
 

7. まとめ  

子どもたちがこれらの概念をどのように理解しているか注意を払ってくだ

さい。 

私たちは、各々のシステムは上のシステムの一部であり、 
一つだけではないということを知っています。  

  

いまや私たちは、どんなシステムも、上のシステムのひとつの部分であり、単

独ではないことを知っています。 

私たちがどんなシステムに属しているか話してください。 

－ さあ、やってみよう。 学校はどこにあるの？  
－ 通りにあるよ。  
－ 通りはどこにあるの？  

－ ペトロザボーツク市 
－ その市はどこにあるの？  
－ カレリアにあるよ。  
－ カレリアはどこにあるの？  
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－ ロシアにあるよ。  
－ ロシアは、どこにあるの？  
－ 地球にあるよ。  
－ 地球はどこにあるの？  
－ 宇宙だよ。 

 
－ そして、CIDのクラスでは、私たちは私たちが望むどこにだって行けま

す。宇宙から教室まで。 

そして、至る所で小さいなぞなぞや大きいなぞなぞとミステリーが、私たちを待

ち受けているのです。 
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子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 3 性質 （L１) 

トピック 3: 
   あれやこれはどう感じる?

あれやこれはどう見える? 

(システムの諸性質) 

レッスン 1. 

1. 準備

(一年生のための索引) 

2. 宿題のチェック

3. レッスンへの導入

「はい／いいえ」ゲーム

魔術師ワケ・クムが、エミールになぞなぞを出しました。

この黒い箱の中に、一つの小さなものがあります。それは何でしょう? 

 (エミールは魔術師ワケ・クムに 3 回だけ質問できます。)  
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 発明好きなエミールの絵を描いてみよう。 

 

4.  主題  
   

「性質」はシステムの特徴のことで、それは変えることができま

す。 

一つのシステムは、その性質の違いで、他のシステムと区別でき

ます。 

例えば、すべてのシステムは「部分に分かれる」という性質があり

ます。 

 

[訳注] この箱内の記述は、（他の多くの場所とは違って）、原著（英訳

版）を素直に和訳したものです。これで子どもたちにも伝わります。 

以下の説明が表すものを書いてください。:  

 

白、長方形、小さい、跡が残る： 

________________________ 
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白色、薄い、しわくちゃ： 

_____________________ 

丸い、模様が付いている、チャリンとなる、壊れる： 

_________________________ 

長方形、柔らかい、白い、鉛筆の跡を消す： 

_______________________ 

長い、輝いている、鋭い、固い： 

__________________________ 

 

各描写は思いついたいくつかのタイプのシステムを示唆したものです。 
生徒がなぜ特にそのシステムを挙げたのか説明することが重要です。 

 

魔術師ワケ・クムのすべてのなぞなぞを解くためには、 
システムの変化する性質を、思い出すことが必要です。 

 

 (1 年生のためのカード索引参照)   
 

5. 心理学的発達ゲーム 

 

今からやるゲームは「それは誰？誰に似ている？」です。 
  

みなさんはそれぞれ一匹の動物の絵を持っています。 
しかし、私（先生）の絵には動物も鳥も魚も昆虫も 
描かれていません。 
私の絵には、コラボという名前の雲が描かれています。 
くものコラボは私たちのゲームのために来てくれました。 

コラボは誰か自分に似ている人（またはもの）とだけ 
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ゲームをします。 

 

たとえば、犬とコラボに共通することは何ですか？ 

－ 犬は雲みたいにふわふわ。  
－ うさぎはどうですか?  
－ コラボはうさぎみたいに白い。 
－ うさぎとライオンで共通することは何ですか？ 
－ どちらも丸い目をしている。 
－ 他に丸い目をしているのは誰ですか?  
－ 大体みんなそうだね。   

 

グループに分かれましょう。  

－ トゲトゲしている動物のカードを持っている人は、あげてください。 

－ 次に、ふさふさしている動物のカードを持っている人は、あげてくださ

い。 

実際問題として、すべての動物がほとんど何かしらの性質を持っているこ

とを発見します。 

クラス（個人で、みんなで、グループで）に特有の特徴を考慮に入れてゲ

ームをする方法を選びます。 

もう一つの方法もあります。 

子どもたちに任意のシステムを表している３～４枚のカードを同時に

見せて、子どもたちにそこに属しないものを見つけるように言います。 

原則として、どんなものも線を引いて消しても良いことが証明できま

す。 

指摘した特定のシステムが他のすべてのシステムと異なっているとい

う性質を、子どもたちが指し示すことが重要です。 
 

６．言語表現スキルを発達させ、創造的な作品を作る練習 
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今日私はあなた達のためにたくさんのカエデの葉っぱを 
持ってきました。 

３～４人ごとにグループを作り、各グループに 
山盛りのカエデの葉っぱを渡します。 

葉っぱをよくよく見て、２つのまったく同じ葉っぱ、 
また、２つのまったく同じパターンを見つけてください。 

 

さあ、何かに気づきましたか？ 

私たちはそっくりなカエデの葉っぱの中に、非常に微妙な違いを見つけ

ます。 
 

まとめましょう。 

まったく同じものは２つとありません。すべてのものは独自のものなので

す。 

そして、あなたたちのだれもが、世界中のあらゆるものについて、あなた自

身の考え方（世界観）や意見をもっているのです。 
 

さあそれでは、まったく違うという２枚の葉をわたしに見せてください。 

私たちはすべての葉っぱの非常に微妙な類似の特徴を見つけます。 

－ すべては似ています。これらすべては一本のカエデの木から落ちてき

ました。 
－ もちろん、まったく共通点が無い二つのものなど、この世にはありませ

ん。  

この活動は家庭で保護者と共にするのも良いでしょう。 

 

私たちのまわりのものがどんな性質を持っているか、そして何に似ているかを

知ると、私たちはそれについての沢山のなぞなぞを作ることができます。  
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どんな
種類の?  

何に似
ている? 

.  .  

 

どんな
種類の? 

何が 
違う? 

.  .  

どんな
種類の? 

何が 
同じ? 

.  .  

 

もちろん、一度に３つの図を作業するのは子どもには難しいでしょう。 
そこで、違うレベルごとに、一つ一つの表を順次使うほうが、やさしいでし

ょう。 
そのようにして、性質のトピックを繰り返します。 

 

7.  まとめ 

 

子どもたちには性質の具体的な表現については聞いてはいけません。 
もっと重要なのは、子どもたちが いろいろなシステムについてできるだ

けたくさんの性質を見つけることを学ぶことです。  
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子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 3 性質 （L2) 

Lesson 2. 

1. 準備

(一年生のためのカード索引を参照)

2. 宿題のチェック

考えているシステムの（さまざまな）性質の名前を言えた生徒は座ってよ

い。

3. レッスンへの導入

どんな性質が見つかるかな?

4. 主題

システムはたくさんの性質を持っている。

そのいくつかについて詳しく考えてみよう。

形  

ピタゴラスが創ったパズルが、

みんなの前にそれぞれ置いてあります。

この図に見えるものの形を言ってください。
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線に沿って丁寧に切って、ばらばらに 
してください。 

さあそれじゃ、元の正方形に戻しましょう。 

  

色  

       

家の中はとても静かでした。 
ゲームと勉強に疲れたエミールは、6 時頃に寝ることにしました。 
そして、朝寝坊しないように、目覚まし時計をいつものように 7 時にセットし

ました。 

夜が過ぎました.... 

目覚まし時計が鳴りました.....エミールは飛び起きて、着替えました。 
「どれくらい寝ていたのだろう？」とエミールは思いました。 

 

あなたはどう思いますか？  ......................................... 

 

エミールは朝早く起き、窓の外に素晴らしものを見つけました。 
色のついた弓（ボウ）が川の上にあります。一体何でしょうか？ 

－ 虹（レインボウ）です！ 

 

虹は何で作られていますか? 

つぎのなぞなぞの中にある色の名前を見つけましょう。 
  

かざみどりが -  

だいだいだーい好きな-  
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赤ちゃんの名前は   -  

たむらさきちゃん。 -  

きみに  -  

あいに行くよ。-  

明日あおうよ。 -  

 

 [ 訳注（福田）]： このなぞなぞは、ロシア語をそのまま訳しても日本語

では意味が通じないため、日本語ではまったく作り直しました。 

 

虹の絵を描きましょう。色の順番に気をつけて。 
 

こどもたちが図に書き込む 
作業あり。ワークブック参照。 

 

[訳注] 虹は、紫が内側、赤が外側に見えます。（光が水滴の中で、屈

折、反射、屈折していますので。） 
  

６．言語表現スキルを発達させ、創造的な作品を作る練習 

 

この図には４つの性質を挙げていて、 
それを使うと、どんなものでも見分けられます。 

見てください： 
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1 - 大きさ;  2 - 色;  3 - 形;  4 - 温度 

どんなものなのかを見せるために、私たちは大きさ、色、形、そして温度を指

定します。 

さあ、目盛りを動かして、この未知のものがどんな性質を持っているかを、見

せましょう。 

例えば、これは何でしょう？ 

 

－  それはパン？ 
－ 違うよ。 
－ それはおもちゃ？ 
－ 違うよ。 
－ それは生きてる？ 
－ うん。 

温かい
２０センチ 

くらい 丸っこい
黄色っぽい

オレンジ色

大きさ 温度 形 色 
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－ ヒヨコかな？ 
－ 違うよ。 
－ 子猫かな？ 
－ そう。やったね！ 

 

7.  まとめ 

 

子どもたちが、システムのさまざまな性質に関する知識を、問題を解決す

るために使うことを学んだかどうかを、見てください。 
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子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 4. 感覚 （L1) 

トピック 4.  どうやって見つける? 
(感じるところ)

レッスン 1. 

1. 準備

(一年生のためのカード索引を参照)

2. 宿題のチェック

3. レッスンへの導入

エミールとタマウマは遠足に行きました。

その日は晴れていて、風もありませんでした。

二人は一緒に歩いていきました。

－ かくれんぼをしようよ！ （とタマウマが言いました）

  ぼくが隠れるね！

－ あまり遠くに行きすぎないでね。それから、木に登るのもなしだよ。

かくれんぼはとても面白いものでした。森は隠れるのに便利ですから。
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二人がどれだけの時間が経ったのか、気づかなかったのも無理はありま

せん。

もう家へ帰る時間です。

しかし、困りました。エミールもタマウマもどちらに行くのか思い出せません。

森は深く、奇妙な雰囲気です。来た道が分かりません。

二人とも道に迷ってしまいました。

どのようにして二人を助けますか？

4. 主題

なぞなぞを解いてください。

そうすれば、この問題を解くのを助けてくれるのが誰か、

分かるでしょう。

ひなこはカメを見ています。

カメの右だけを見ています。

カメの右を見るのに

ひなこには何が必要ですか？

（答え： 目）

ひなこのテーブルの下にはケー

キがあります。

弟が「食べようよ」と言っていま

す。

味を感じるためには何が必要で

すか？

    （答え： 舌または、ベロ）

ひなこは森のなかで鳥の声を聞

いています。

どんなふうにミミズクは鳴くのか

な。

ミミズクの声を聞くためには、

ひなこには何が必要ですか？

 （答え： 耳）

ひなこは野原でタンポポの花を

摘んでいます。

タンポポの花の匂いを嗅ぎ取る

には

何が必要ですか。

（答え： 鼻) 
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ひなこは小さなお姫様に触れま

した。

そのお姫様は親指のように小さ

いです。

お姫さまに触れるには

ひなこには何が必要ですか？

（答え：指）

[英訳注]：  このなぞなぞは、人間の知覚を司る器官を当てるゲームで

す。 生徒たちは、キーワードと韻を踏んでいるのはどの器官かを当て

ることを期待されています。

しかし、ロシア語をそのまま翻訳すると意味が通じなくなります。

たとえば、 'skaski' - 'glaski' (しっぽ - 目), 'bochok' - 'yazychok' (横
-舌), 'kukushki' - 'ushki'  (カッコウ - 耳), 'podnos' - 'nos' (お皿 - 
鼻).  

見ての通り、これらの言葉は英語では韻を踏んでいません。

[訳注（福田）]： 見ての通り、これらの言葉は日本語でも韻を踏んでい

ません。

そこで、人間の五感を司る器官について日本語でなぞなぞを作りまし

た。なぞなぞといってもごく簡単なものです。

たとえば、「カメ（という言葉）の右側」は、め（目）です。目でカメを見ま

す。

同じように、テーブルの”下”にあるものは”舌”で味わいます。

ミミズクの声はミミで聞きますし、花の匂いは鼻で嗅ぎます。

こうして、子どもたちは周りにあるものを五感で感じ、言葉で表現しま

す。
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子どもたちの知覚の特色は、更なる活動を促すでしょう。一年生のため

のカード索引に、人間の感覚器官のすべてに関する詳しい情報がありま

す。

もし子どもたちが興味を持っているなら、あなたは図を使って、目の構造

を教えてあげることができます。子どもたちは、聴覚や嗅覚がどのようなも

のか、触れるという感覚、味はどのようなものであるかということも知ってい

ます。

しかし、子どもたちにとって長い間集中して聞くことが困難であるなら、あ

なたは勉強の中からゲームを作り出しても良いかもしれません。

一年生のためのカード索引に、人の感覚器官に関するアイデアを広げる

ゲームを見つけるでしょう。

5. 心理学的発達ゲーム

(一年生のためのカード索引を参照)

６．言語表現スキルを発達させ、創造的な作品を作る練習

[訳注]： このトピックでは欠けています。 

７. まとめ

人間には驚くべき能力があることに、子どもたちの注意をひいてください。

人間と動物たちの感覚器官を比較すると、あることに気づきます。

それは、人がかつて持っていた動物的な能力（たとえば、暗闇でも見え

る目、いろいろな敵の声を聞き分ける聴力、その他嗅覚など様々な知覚）

を失ってしまったことです。そして、自然から、より独立してしまったことで

す。

しかし、その一方で、人間の知性は、限界を越えて人の能力を広げまし

た。
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子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 4. 感覚 （L2) 

レッスン ２. 

[英訳注]： 原書にこの項は掲載されていません。編集者からの問い合

わせに対して著者は、「トピック４～６ は少し簡略化した版になってい

ます。遊びや問題で補っています。もし必要なら、送ります」との返答で

した。

[訳注] ワークブックでは、空白ページを 2 頁挿入しています。 
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子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 5. 機能 （L１) 

トピック 5.  人は何ができるか？ 
そしてどうやって？   

(システムのはたらき（機能））

「人は何が出来るか」というここのトピックは、一年生にとって も難しいも

のの一つです。

この主要なアイデアが、いろいろな代表的なシステムに沿って、伝えられ

るようにクラスをアレンジしてください：

1. 先生は、子どもたちが何をしなければならないかを示す。

2. 生徒の 1 人（または全クラス）が、何をしなければならないかにつ

いて話す。

3. こどもたちが、それぞれ自分で演習をする。

1. 準備

(一年生のためのカード索引を参照)

2. 宿題のチェック

3. レッスンへの導入

エミールは新しいなぞなぞをあなたのために作りました。

お医者さんたちは、小さな子の体温を測るときに、いつも苦労します。

小さな子たちは測定が終わるまでじっとしていられないからです。
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どうしましょう？

あなたは何かからの助けが必要です。: 

一人の親切な．．．．............................. 

彼は木の下に座っています。

一頭の牛と 1 匹のオオカミが 

診てもらいにやってきた ...................... 

 [英訳注]：これは、有名なロシアの子どもたちの 
ための詩”ドクターパウダーピル”の一部です。

ロシアのすべての子どもたちはこの心温まる話を知っています。

[訳注（中川）] このロシアの子どものための（長い、楽しい）詩は、英文

でつぎの URL で読めます。

https://www.marxists.org/subject/art/literature/children/texts/c
hukovsky/doctor.html 
“Doctor Powderpill”by Kornei Chukovsky 
なんでも治すお医者さん Doctor Powderpill が、アフリカの（動物た

ちの）子どもたちの病気を治す要請をうけて、海を越え、砂漠を越え、

山を越えて、駆け付けます。その困難な旅の至るところで動物たち（狼、

鯨、鮫、鷲など）が助けます。その掛け声は"Limpopo, Limpopo, 
Limpopo!"。そして、アフリカであらゆる動物たちを治して、みんなで喜

び讃えます。

あなたの新しい助手ができることを、絵に描いてください。
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4. 主題

鉛筆の部分の名前を言ってください。

鉛筆は書く手伝いをしてくれます。

鉛筆なしで書くことができますか？

どうやったら、書くことができますか？.  

上記の課題は、子どもたちに、重要で難しい概念の一つ、「理想化」を認

識させる準備をします。「理想のシステム」は、「存在しないのに、その機

能が実行される」システムです。私たちはこの概念を理解するための活

動を今後何度も行うでしょう。

一年生にとっては、「どんなシステムも、ある一つの機能を実現するため

に作られている」ということを覚えておけば、十分です。

その機能は、他のシステムによっても実行でき、その事実が問題を解決

する際にしばしば使われます。

概して、システムは多くの機能を持っています。言い換えると、システム

が多くの資源を持つほど、より多くの機能を実行できます。

[訳注（中川）]  原書の説明は下記のようですが、子どもに分かるように

書き換えました。

機能とは、システムが目的としているはたらきのことです。

どの一つシステムも、いろいろ違う性質を使って、

多くの機能を果たすことができます。
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以下の課題は、前にした課題を変化させたものです。ゲームの形にして

います。

子どもたちは、感情を込めてゲームの中の役割を演じます。そこに現れ

るイメージが、随分複雑な概念を記憶する助けとなります。

つぎの話は、魔法の森に棲んでいた、ネズミのお話です。

あるときネズミは、穴から出て、リスを見ました。

ネズミは独り言を言いました。  

「ぼくはもうネズミなんて嫌だ。

リスみたいに、枝から枝へ飛び移ることが出来たらいいのに！!」  

森には魔法使いも住んでいました。

魔法使いはネズミの望みをかなえることができます。

ネズミがリスのようにジャンプできるには何があったらいいですか？

................................................................................................... 

システムを使ってしようとしていること （システムをはたらかせ

る目的）を、そのシステムの「機能」と言います。「はたらき」と

も言います。

システムがうまくはたらくには（「機能」を果たすには）、いくつも

の部分（部品）がちょうどよい性質を持っていて、きちんと組み

立てられていることが、必要です。

システムの部分（部品）の性質を変えたり、違う性質を使った

り、違う組み合わせ方をしたりすると、同じシステムでも違う

「はたらき」ができます。
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魔法使いは、ネズミが欲しいといった「ふわふわの大きな尻尾と、

鋭い爪」をネズミにつけてやりました。

ネズミはうまく飛べたでしょうか？

ねずみは強い爪とふわふわのしっぽを身に着け、

ジャンプするために木に戻りました。

そして、ジャンプしました。

しかし、しっぽはとても重くて、爪は長くて鋭い・・・。

ネズミは落っこちてしまいました。

ねずみは怒りました。「ぼくはりすみたいにジャンプなんてしたくない。」

そして、突然彼はキツネを見ました。「ぼくはキツネくらい早く走りたい！」

－ 何が必要ですか？

－ 速く走れましたか？ 

............................................................................................................ 

私たちは、あれやこれやの機能を行うのに必要な、部分（「下のシステ

ム」）とその性質に注目します。

そして私たちは、それらの部分と性質を（ネズミを変えることなしに）ネズミ

に与えようと試みます。

そして私たちは、いつも、その与えたものがうまくフィットしないことに気づ

きます。
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「クマのように吠えることができたらいいのに！」

............................................................................................................ 

「つばめのように飛べたらいいのに！」

.............................................................................................................

.. 

「あひるのように泳げたらいいのに！」

.............................................................................................................

.. 

"くじゃくのようにじまんできたらいいのに！" 

.............................................................................................................

.. 

さあ、他の動物の部分を付けたネズミの絵を描きましょう。

ネズミはなんでも付けることができます。

こどもたちが図に書き込む

作業あり。ワークブック参照。

みなさんは、このネズミのお話を、どう思いますか？

ネズミがいつもやっている得意なことで、

他の動物たちがうまくできないことはありますか？

[訳注] 上記の子どもたちへの質問をワークブックに追加する。 

「ぼくはネズミだ。クマのように吠えることはできない。
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でも、クマはぼくのようにチューチュー鳴くことはできない。

ぼくはネズミだ。ツバメのように飛ぶことはできない。

でも、ツバメは細い枝をぼくのように噛ることはできない。

ぼくはネズミだ。あひるのように泳ぐことはできない。

でも、あひるはぼくのように穴を掘ることはできない。」

わたしたちはつぎのような結論を得ます。

「すべてのシステムは、その独自の仕事を、他のものよりもうまくできるよう

に、人間または自然によって創られています。

ですから、さまざまな道具を正しく使うことはとても重要です。」

5. 心理学的発達のゲーム

すべてのシステムは独自の仕事（役割）を持ち、独自の機能（働き）を持

っています。

しかし、ときには、システムはその独自の役割だけでなく、普通じゃない

変わった役割もこなす必要があります。

それでもまったく構わないのです。一番大事なことは、計画したこと（やり

たかったこと）をきちんとやり遂げることです。

ゲーム： 「マーシャは“無くしん坊”」

あるとき、マーシャに素敵なことが起こりました。

冬のある晴れた朝、マーシャはいつものように学校へ急いでいました。

みんなはマーシャのことを“無くしん坊”と呼んでいました。

なぜなら彼女がいつも何かを無くしてしまっているからです。

[訳注（中川）]: ここの Lose は勝ち負けの 負けるではなく、失うこと

です。ですから、Loser は敗者（「負け犬」）ではなく、しょっちゅう物を無

くす人と言う意味で、“無くしん坊”という造語（？）にしました。

その朝はヘアクリップを無くしました。

マーシャの髪は長いのでクリップなしではいられません。
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マーシャはどうしたらよいのでしょう？

－ リボンで髪を結ぶ。

－ それはつまり、リボンとヘアクリップと同じ仕事、

同じはたらきをしている、ということですね。

   では、それはどんなはたらきですか？

－ 髪を束ねること。

－ 美しいヘアスタイルを作ること。

－ 「髪を束ねること」という方が、正確でしょうね。

それでは、「髪を束ねること」ができる、他のシステムを考えられます

か？

－ スカーフ。

－ バンド。

－ ゴム紐ならなんでも。

－ 靴紐。

－ 草や花輪とかでも。

－ よいでしょう。

さあ今度はグループで劇をやりましょう。

３〜４人の子どもたちのグループごとに、一つの仕事を割り当てます。

グループの一人が何かを無くします。

そして、他のメンバーは、無くしたものの代わりに、どんなシステムを使える

かのヒントを与えましょう。

こどもたちが表に書き込む

作業あり。ワークブック参照。

[訳注] ワークブックでは、「マーシャは“無くしん坊”」のテーマ全体をレ

ッスン 2 として扱い、追加記述しています。(表に書き込む作業も） 

このようにして、どんなシステムでも多くの違う機能（はたらき）をすること
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できるのだと、確信できます。

そして、あれやこれやの仕事をするのを助けるのは、どんな性質あるいは

どんな部分であるかを、見分けることが必要です。

６．言語表現スキルを発達させ、創造的な作品を作る練習

みなさんの机には白い紙が一枚あります。

この紙のとても変わった利用方法を見せてください。

3 分以内でやりましょう。 

紙飛行機を作ったり、（細かく切って）紙吹雪を作ったりするのに、

主に使われるでしょう。

紙のその他の性質や、その他の使い方を子どもたちに思い出させてくだ

さい。

その後で、折り紙づくりを、あなたが子どもたちに示すこともできるでしょ

う。

7. まとめ

子どもたちが機能の概念をどのように理解したのかチェックしてください。

子どもたちが、機能と性質を混同しないように、してください。
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子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 5. 機能 （L2) 

レッスン ２. 

[英訳注]： このトピックのレッスン２は失われています。  

[著者返信]： トピック４から６は少し略された状態です。プレイと問題に

よって補完されます。  必要な場合には送ります。

[訳注] ワークブックでは、「マーシャは“無くしん坊”」のテーマ全体をレ

ッスン 2 として扱い、追加記述しています。(表に書き込む作業も） 

子どものためのCIDコース　　 1年生　前期  指導の手引き

ー　75　－ 日本語　0.1版　　2019．2.20

5. 機能　（L2)



子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 6. 時間と変化 （L1) 

トピック 6.  過去に何があったか？ 
そして未来には何があるだろうか？ 

(時間とともに変化するシステムたち) 

レッスン１.

「時間とともに変化するシステムたち」というトピックは、お互いに補完し合

ういくつかの方向性を持っています。

まず第一に、時間という概念を知ることです。

６〜７歳の子どもたちは、時間というものをよく理解していないことがしば

しばあります。（昨日－今日－明日、来週、１年以内、１分、１時間、２レッ

スンなどなど）。

「以前は何だった？そして今後どうなる？」というトピックは、これらの時間

の概念を、抽象的なものからもっと理解しやすいものへと、変えることを

助けるでしょう。

第二に、システムが時間とともに変化すること、そして、それらの変化を

創造的な問題の解決に使えることです。（時間とともに、人が成長する、

水が流れる、季節が変わる、人類が世界を知るようになる、など。）

第三に、人によって創られたシステムたちは、時間の経過とともに、それ

を創った人によって改善される。このプロセスにおいて、創造的な問題が

生じ、それを解決することによって、人はその周りの世界を変えていく。

一年生にとっては、上記の三つの方向性の内の、第一のものを理解し、

その知識の使い方とスキルを学ぶこと、そして、第二のことを知るようにな

るだけで十分です。（第二に関して、創造的な問題を解決することは、こ
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の段階の子どもたちには難しすぎます。）

1. 準備

2. 宿題のチェック

3. レッスンへの導入

なぞなぞ。これは何でしょう？

それは帰ってこれない、

そして、限りがない。

それを止めることはできず、

すべてのものがその中に住むことができる。

それは私たちに告げる

いつ、幸せや災害が起きたのか、

いつ、誕生日が来るだろうか、

そして、いつ、脈が止まったのか、を。

それはノロノロと進むことができ、

それはとても速く進むことができる。

それはいろいろな国の人々に、

いつ、テレビの画面をつけるべきかを教える。

そして、未開の部族でさえ、

みんなが知っている、それは ・・・・・・
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時間の絵を描こう。

今日は君の「未来」のすべての人生の最初の日。

  「それ」を失わないように、がんばろう！

4. 主トピック

今日は、新しい経験があなたを待っています。それは、時間との経験です。

ときどき、時間の経つのがゆっくりだと感じることがあります。

数分、数時間、そして何日、時間がのろのろと過ぎます。

あるいは、逆のこともあります。

クリスマスが来たと思ったら、あっという間に新年が来ます。

さあ、第一のグループの作業です。

その作業にはどんな問題でもいいですから、５〜７分で解ける問題を一

つ出してください。例えばなぞなぞなど。

第二のグループはもっと複雑な作業をします。

第一のグループが問題を解いている間、あなたたちは静かに座り、

すべての物を遠くにどけて、沈黙を保っていなければなりません。
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では、始めましょう。

そして、これからが私たちの実験で も大事なことです。

グループ１のみなさん、どれだけの時間が過ぎましたか？

－ １分。

－ ３分。

では、グループ２のみなさんはどう思いますか？

－ １０分。

－ ５分。  

－ １５分。

ありがとう。時計を見ましょう。５分ですね。

でも、どういうことでしょう？グループ１の人たちの時間はあっという間に過

ぎました。しかし、グループ２の人たちの時間はとてもゆっくりと過ぎていま

す。

これは何故だと思いますか？

－ 私たちのなぞなぞはとても楽しくて、できるだけ速く解きたいと

思いました。それで、５分過ぎたことなんて気づきませんでした。

他にどんなときに時間はいつの間にか過ぎますか？

－ 天気の良い日に外出したときです。

－ コンピューターで遊んでいるときかな。

－ 何か面白いことに巻き込まれているときだね。

－ 面白い本を読んでいるとき！

では、グループ２の人たちはどうですか？

－ 退屈でした。授業時間の半分は過ぎたかのような気がしました。

いままでどんなときに時間がゆっくりと過ぎているような気がしましたか？

－ 何もすることがないときです。

－ 何かを待っている時とかね。

－ 暇で、話し相手がいないときかな。

時間というものは本当に不思議ですね。
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朝、学校に行く準備をどのようにしているか、

絵に描いてみよう！

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 
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このスケッチの関連しては、いろいろな活動が考えられます。

－ 任意の言われた場面を実演する。

－ 子どもたちに、間違いを含んだある行動を描いて見せ、その後訂

正する。

－ 描いたスケッチ全体を場面ごとに切り取って、それらを動かし、そ

れから出来事の順に戻す。

－ そして 後に、時間経過を伴うどんな種類の行動やプロセスや

できごとの進行をも、断片化して、映画を現像した各駒のような「スチ

ール」にします。そして、つぎのステップは、I.N. ムラシェフスカによ

って創られた面白い方法の理解で、諺を創ることです。

さあ、私達の”映画”「学校へ行く準備」を注意して見てください。

映画のある場面を見ながら、私はこういうでしょう。「急がば回れ」

人々の知恵は、ことわざや格言に集約されています。

例えば、「自分が蒔いた種（自業自得）」、「天国に行きたい者は、パン無

しで生きよ」。

他にどんなことわざを、あなたは知っていますか？

歳を取った人々は、その経験を若い人たちにぜひ伝えたいと思っていま

す。

あなたのおじいさんやおばあさん、お母さんやお父さんが言うことを、よく

聞くといいですよ。

もし、注意深く聞くことを学んだら、あなたは、あなた自身のこと、人々の

こと、そしてあなたの周りの世界について、たくさんのことを見つけるでし

ょう。

J. トールキンのホビットの物語では、一頭の賢いエルフが小さなホビットに言

いました。

「君が生まれる前に人々はここに住んでいました。

そして、君がいなくなった後にも、人々がここに住むでしょう。

世界は私達を取り巻いています。
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あなたは気にも止めないでしょう。

でも、あなたはその中にいて、それはあなたの中にあるのです。」

あなたも自分でことわざを作ってみたいですか？

実際、ことわざの中には、一人の人の人生の全体が反映されているので

す。

そして、私たちは私たちの生活についてのことわざを作れるのです。

では、ことわざが何でできているかを明らかにしましょう。

「 大に急ぐ ― 悪のスピード」

このことわざは、「急がないで、注意深く考えなさい」という助言をくれます。

それで、人が何かをするために急ぐ(慌ててやる）と、何も良いことが得られ

ない、(というのです）。 

図式があります。「

「蛙がどんなに長く息を吸い込んでも、雄牛のようには見えない。」

－ 蛙は何をしていますか?  
－ 空気を吸っています。

－ どうなりましたか？

－ （小さいので）怖くは見えません。

もしことわざの中に行動があったら、それを劇中の１場面として演じられます。

さあ、2 幕で演じてみましょう！ 

幕 1: 私は編み物をしているふりをします。  
幕 2: 私は、自分がどんなに快適で温かいかを表現します。 

行動 結果
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ここからどんなことわざが作れますか?  

「編み物ができる人は、凍えることはない。」

子どもたちは、それぞれ自分のことわざを演じます。

もし子どもたちが、ことわざを作ったり演じることに困難を感じるなら、

このときになって初めて、あなたはことわざが書かれた紙を見せるとよい

でしょう。

そして、子どもたちは、ことわざのとおりを演じることを求められます。

この段階が終わったら、子どもたちは自分たち自身の諺を考え出すこと

ができます。

１年生のためのカード索引に、クラスで練習できることわざ集があります。

一日中！

マリーナ ヴィッシュネヴェツカヤ 作

[英訳注]： ここにはロシア語で書かれた詩が記載されています。しかし、

直接翻訳しても意味を成しません。なぜなら、この詩はレッスンと直接

の意味を成さないからです。

原作者は教師がそれぞれ好きな詩を示すようにとおっしゃっています。

6. 言語表現スキルを発達させ、創造的な作品を作る練習

これは、ある冬の朝、公園で起きたことです。

お母さんはレナに散歩に行くように言いました。

しかし、お昼までには帰るように何度も言い聞かせました。

レナは家を飛び出して、カラスのクラックと一緒に作った

かまくらのところまで行きました。

－ クラック！ （とレナは叫びました。） 
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私たちはこの３日間ずっとこのかまくらを作っているわ。

そして、いつもランチに遅れてしまうの。

きっと今日もまたランチに遅れてしまうわ。

  だって、私は時計を持っていないもの・・・。

勇気のあるカラスは、レナをそのままにはして

おけませんでした。

そして、すぐにどこかへ飛んでいきました。

彼はお父さんの時計とスキースティックを持って帰ってきました。

－ お父さんがこの時計を一日だけ貸してくれたんだ。（とクラックはレナ

に言いました。）

  それで、この時計とスキースティックを使って僕たちは自分の陽時計を

作ろう。

クラックは雪の上に円を描きました。そして、中心にスティックを立てまし

た。

－ スティックの影はぼくたちの陽時計の針になるんだ。（とクラックは言い

ました。）

そして、お父さんの時計を見ました。時計はちょうど９時を指していました。

そこで、私たちは、スティックが影を落としているところに９を書きました。

日の出から日の入りまで太陽が動いて、スティックの影も動きました。

時計が１０時を示した時、クラックは１０を影がある場所に書きました。

そのようにして、昼休みももちろん、一日中クラックとレナは陽時計を書い

ていました。

でも、陽時計の一部は書かれませんでした。だって、夜は太陽はありませ

んし、レナもクラックも寝ているからです。

－ もし雪が降ってせっかく書いた数字を消してしまったらどうしよう？ （と

レナは言いました。）

（どうしたらよいか、あなたも考えてみましょう。）

－ じゃあ、すべての数字の横に小さな雪の玉か氷の彫刻を置こう。（とク

ラックは言いました。）雪がそれを隠すには時間がたくさんかかるからね。
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そして、私たちは９の横に鳥の像を置きました。鳥はとても早起きですから。

１０の横には狐の彫刻を、１１の横にはくまの彫刻を、

そして、１２の横にはレナの彫刻を置きました。レナは１２時にランチがあり

ますから。

子どもたちはかまくらと陽時計を見に来て、きっとレナとクラックをうらやましが

るでしょう。

でも、羨む必要なんてないんですよ。誰でも陽時計を作れるのです。

あなたも作ってみませんか？

この話は、問題という形を採って話される方が良いかもしれません。

問題が現れては、解決されていくのです。

もちろん、子どもたち自身によって問題が解かれることが望ましいです。

子どもたちの経験によって面白い解決が導けるように、この物語はつくっ

てありますから。

7. まとめ

このレッスンのまとめをするとき、子どもたちへの質問（例えば、「君の誕

生日はもうすぐなの？」とか、「この授業はいつまで続くの？」など）に対

する子どもたちの答えは、(子どもたちの理解度を知るのに）とても分かり

やすいでしょう。
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子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 6. 過去と未来 （L2) 

レッスン ２. 

[英訳注]： このトピックのレッスン２は失われています。  

[著者返信]： トピック４から６は少し略された状態です。プレイ(劇）と問

題によって補完されます。  必要な場合には送ります。
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子どものための CID コース 1 年生 前期 指導の手引き 7. まとめ

トピック 7.  ガラスの都市 

（前期のまとめ）

「ガラスの都市」というトピックは、このコースの 初の半年間の勉強のま

とめです。

私たちは、このコース全体を認識するための、随分困難で非常に重要な

方法について学びました。それは「システム・オぺレーター」です。

この勉強の主な目的の一つが、世界を見渡すシステムを構築することで

す。

これは CID コースの中で も重要な方向の一つです。 
ですから、私たちは基礎的な概念を復習するために、きっとこのトピック

にまた戻ってくるでしょう。

「ガラスの都市」、「石鹸の人々」 、その他の沢山の魅力的なアイデアは、

親切な物語作者ジャニ・ロダリによって、子どもと大人に提供されました。

このプログラムの中ではそのようなトピックはここの一つだけです。

もしあなたが望むなら、ここの 後のレッスンを詳しく学ぶとよいでしょう。

それは、「一つだけの素材から構築された世界はどのように組織されるだ

ろうか？」という単純な方法を使ったものです。

この指導の手引きの中であなたは、学習の道程と、子どもたちの想像の

徐々の”攪拌” を見つけるでしょう

子どものためのCIDコース　　 1年生　前期  指導の手引き

ー　87　－ 日本語　0.1版　　2019．2.20

7.  まとめ



1.  準備 

 

2.  宿題のチェック 

 

3.  レッスンへの導入 

 

わたしはごく普通の傘を持っています。 

－ 誰かそれを見たことも使ったことも無い人に、傘についてあなたが知

っていることのすべてを、あなたのシステムについての知識を使って、説

明してみましょう。 

ある傘を作っている工場で驚きべき事件が起きました。 

傘作りに必要な材料がすべて、突然切れてしまいました。 
工場にはガラスだけが残されました。しかし、ガラスは傘作りに必要とされ

ません。   
ほとんどの従業員たちは家へ帰りました。 
しかし、変わり者の従業員が、ガラス吹き管を手に取りました。 
そして、瞬く間に、ガラスの傘ができて、従業員たちは驚きました。 

－ 「なんて素晴らしいんだ！」と、従業員の何人かが言いました。 

－ 「こんなものガラクタだ」と、他の従業員たちは言いました。 

さて、あなたはこのガラスの傘についてどう思いますか？ 
良いものでしょうか。それともくだらないものでしょうか？ 

覚えておいてください。ガラスのいろいろな性質は、異なる状況に応じて、

その製品を快適なものにし、また、逆にもなります。 
 

4.  主トピック 
 

魔法使いのワケ・クムが、お祝いの言葉となぞなぞを 
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送ってきました。 

 

以下のシステム・オペレーターの図表を、 
ガラスの傘に関して埋めてください。 
   

 

上のシステムの 
過去 

  

 

 上のシステム 

  

 

上のシステムの 
未来 

  

 

システムの 
過去 

  

 

システム 

  

 

システムの 
未来 

  

 

下のシステムの 
過去 

  

 

下のシステム 

  

 

下のシステム 
の未来 

  

子どものためのCIDコース　　 1年生　前期  指導の手引き

ー　89　－ 日本語　0.1版　　2019．2.20

7.  まとめ



  

この図表は、システム・オペレーターの全体を描いています。 
子どもたちは、これを見るのは初めてです。 
それで、各箱について詳しく考えることが大切です。 
子どもたちにとっては概して、一つ一つの枠の中に置かれたものを描くという

ことは、むしろより簡単なことです。 

下記はこの図表を埋めた一例です。 
子どもたちは、自分たち自身が独自に考えたことを書くでしょう。  

 

ガラスの男は 
ガラスの傘を発明

し、 
作った。 

 

 

手にガラスの傘を持

ったガラスの男 

 

 

ガラスの男の冒険。 
ガラスの傘は彼が 
友だちを見つける手

伝いをしてくれる 

 

ガラスの傘は元は

砂とソーダであり、

それらが混ぜ合わ

され、熱されてガラ

スの傘が現れた。 
 

ガラスの傘 

 

ガラスの傘は 
とても大きくなり、 
ガラスの男の家にな

る。 

 

傘の一番上、 
持ち手、飾り 

 

白い砂、 

ソーダ、等 

 

傘の家には 
ドアや窓などが必要 
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ガラスの傘のおとぎ話の中で、ガラスの男たち、ガラスの家々、などはす

でに出てきています。

さて、もし、世界のすべてがガラスだけで出来ているとしたら、何が起きる

でしょう？

ガラスの都市

ジャニ・ロダリ 作

乞食のジョヴァニーノ のろまと呼ばれ、

あるときボートに乗っていて、

ちょっとここらで一休み。

気がつけばあっと驚く島の上

全部ガラスでできていて

お陽さんの下できらきら光る、

どの木もどの木も、家々も。

水晶のように人々は透きとおり、

澄んだ水のよう。

それでそこではお互いに

考えがすぐに分かってしまう。

わたしが帽子を挙げると、

みんなはすぐに分かる

わたしがいま何をしているのか。

しかしみんなは通り過ぎる

帽子を挙げないままで。

いつも楽しいとは限らない

みんなに全部を知られたら。 

ガラスというものはとても珍しいものです。

一年生のためのカードの索引の中に、ガラスの歴史と、素晴らしい学者

と彼の素晴らしいガラスについての情報があります。
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６．言語表現スキルを発達させ、創造的な作品を作る練習   
   

ずっと昔、魔法使いたちがまだ人々のすぐそばに 
住んでいたころ、ガラスに生命が吹き込まれました。 

「生命を吹き込まれたガラス」は、コップや広口瓶などの形で 
棚に並んでいるかわりに、都市の中を歩き回りはじめ、 
驚くような状況に入り込みました。 

 

私たちの都市の中で、ガラスの男たちにどんなことが起こる 
かを、考えてみましょう。 

グループごとに、ガラスの男たちの冒険物語は 
異なるでしょう。 
ワークブックに子どもたちのアイデアを 
描いたり書いたりすると便利でしょう。 

下記のような質問が助けとなるでしょう。 

どんな場合にガラスの男たちはその透明性を必要とするでしょうか？  
そして、どんなときに不便になるでしょう？   
ガラスの男たちはどんなシステムと友だちになるでしょうか？ 
そしてどんなシステムを彼らは怖がるでしょうか？ 

 

－ ラッシュのときにバスやトロリーバスに乗るのは、ガラスの男たちには大

変だと思う。 
－ 割れて粉々になっちゃうよね！  

－ 私たちはどうやってガラスの男を助けてあげられますか？  
 (ガラスの男たちを助けるためのいろいろなアイデアが出されるでしょう。)  

－ あなたたちのアイデアの中のいくつかはわたしは好きでありません・・・。 
  ガラスがどのように作られるのか思い出しましょう。  
－ 全部混ぜられて熱せられる。 
－ そのとおりです。ソーダ、砂、その他の原料が混ぜ合わされ、 
    とても高い温度に熱せられます。 
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流体の粘々した塊が生み出されます。そのような塊は壊れません。

  そこで、ガラスの男は暑いところに住む必要があります。

－ 太陽。

－ 駄目です。暑すぎます。ガラスの男は燃えてしまいます。

－ ストーブの中。

－ 瓶やガラスが作られる工場。

－ 「命を吹き込まれたガラス」は、彼らを流体に保ち、壊れない高い温度

の惑星を見つけたと思います。

そこで、ガラスの都市はいつでも暑い。冬でも夜でもいつでも暑い。

私たちの周りのものは流れ、変化します。

－ さあ、ガラスの国の生活がどのように準備されたのか見てみましょう。

   家： もしガラスを吹いたら、風船のようになります。家は球体です。

移動手段： ガラスの都市にあるものはすべて流れます。

   流れるのに便利な道を作ることが必要です。

服装： 形が変わる色付きのガラス。

このようにして、私たちはガラスの都市の物語全体を創り上げました。

主な登場人物を決めて、話を創ってコンテストをしても面白いですね。

すべてはあなたたちの想像力にかかっています。

7. まとめ

ガラスの都市を考え出すのに役立った概念に意識を向けてください。

そして、ガラスの都市がどのように作られたのかを考えてください。
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