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３年 社会科 単元『はたらく人とわたしたちのくらし』

小単元『筒井さんの染め物工場（全８時間扱い）

上郷小学校 滝澤勇一

１ 本時に至るまでの学習の様子１ 本時に至るまでの学習の様子１ 本時に至るまでの学習の様子１ 本時に至るまでの学習の様子

３年単元『はたらく人とわたしたちのくらし』

小単元『筒井さんの染め物工場（全８時間扱い）

子どもたちは，上郷歴史資料館に展示されていた型染めされた布に出

会い，１００年以上続く工場が今も残っていることを知り，「実際に

どんなふうに作られているのか見てみたい」と工場見学への意欲をも

った。そこで，実際に工 場で目にした型染めの工程が，機械ではな

く，人の手で行われていくことに驚きを感じ，たくさんある扇風機や

長靴を履いて仕事をしていること等に目を向

け，筒井さんのものづくりの工夫を見つけてい

った。

そして，昭和９年の飯田地区の染色工場の数が記された地図と出会っ

た。工場が上郷地区にたくさん集まっていることに何か理由があるのでは

ないかと考えた子どもたちは，工場がたくさん集まっていた飯沼地区を歩

き，きれいな湧き水が湧いている場所に出会い，「染め物にはたくさん水を

使う」と工場見学で聞いたことと重ねてその理由を確かめていった。さ

らに飯沼地区を歩くなかで，「以前は染め物工場をやっていた」という家

が何軒もあるという新たな社会的事象と出会い，子どもたちは，「どうし

てこんなに減ってしまったのか？」と問題意識をもった。そして，予想

をたて追究していくなかで，実際に染め物工場をやっていた方から話を

聴くことを通して，生活様式の変化で服装が変わり，和服が売れなくな

ったこと，海外から安い製品が輸入されて作ったものが売れなくなった

事実を確かめていった。

わかってきたことをまとめるなかで，教師は，「お客さんが喜んでく

れるもの」をめざして，ものづくりに取り組む筒井さんの思いとそれを

支える高い技術に気付いていって欲しいと願い，染め物工場が減ってい

くなかで，筒井さんの工場は今も残っていることをもう一度子どもたち

に問いかけた。子どもたちは，筒井さんの工場が今も残っている事実を

もう一度見返し，「確かに筒井さんの工場は今も残っている。他の工場

が止めていったのに，どうして筒井さんの工場は残っているんだろう」

とつぶやきの声を挙げた。Ｙ男は，「わかる，その理由」と声を挙げた。教師はそうした声を取り

上げ，「筒井さんの工場が残っているのには何か理由がありそうだね」と，問い返した。子どもた

ちは「理由がありそう」と頷き，学習問題学習問題学習問題学習問題「「「「どうして筒井さんの工場は今も残っているんだろうどうして筒井さんの工場は今も残っているんだろうどうして筒井さんの工場は今も残っているんだろうどうして筒井さんの工場は今も残っているんだろう」」」」

が設定された。子どもたちは，染め物工場を止めた宮崎さんから聴いた話を手がかりに自分の見

方・考え方をもった。（第７時）

Ｙ男の見方・考え方

筒井さんのところには，後継ぎの人がいて，人気があって「こ

の仕事ならやっていける」と，思っているからだと思う。

２ 子どもたちの追究の姿から（第８時）２ 子どもたちの追究の姿から（第８時）２ 子どもたちの追究の姿から（第８時）２ 子どもたちの追究の姿から（第８時）

（１）友の見方・考え方にふれ，追究の見通しをもっていく場面（１）友の見方・考え方にふれ，追究の見通しをもっていく場面（１）友の見方・考え方にふれ，追究の見通しをもっていく場面（１）友の見方・考え方にふれ，追究の見通しをもっていく場面

教 師： 筒井さんの染め物工場について考えてきました。今，

何軒残っているんだっけ？

子ども： ２軒（口々につぶやく）

「２軒しか」だけど，残っているんだよね。それじゃぁ，

教 師： 筒井さんの工場が残っていることについて，みんなが

予想してみたこと発表してみましょう。

子ども： （挙手する）

Ｙ男： （挙手する）

Ｋ男： 代々続いていたからだと思うし，あと，

夢だったからと思う。

教 師： 夢ってどんな夢？

Ｋ男： 子どもの時にやりたいなぁって思った仕

事だから。

教 師： 「続いてきた」っていうことで何人か書いてる人いたよね。Ｋ男君いい？

Ｋ男： 続けたいという気持ちがあるから。
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教 師： 筒井さんのなかに「続けたい」っていう気持ちがあるって考えた人いるよ

ね。（フラッシュカード「続けたい気持ち」を黒板に貼る）Ｋ子さん，気持

ちのことで話してもらっていい？

Ｋ子： 予想だからわからないけど，「続けたい」っていう気持ちがあるから今も

続いていると思う。

教 師： もう１つ，続ける理由の１つとしてなんて書いてあったっけ？

Ｋ子： 明治 30年から…。
教 師： 明治 30年から，何年になるっていったっけ？
子ども： （年表をみながら）１００年以上。１１６年（口々につぶやく）

教 師： 今年で 116年目なんだよね。（「明治 30年（1897）から」のフラッシュカー
ドを貼る）気持ちでつながる人いる？

Ｈ男： Ｋ男さんと同じで，子どもの頃からひいおじいちゃんの，「すごいなぁ」

って思って見てて，まぁ予想だからわからないけど，そういう気持ちがあっ

て今も続いていると思う。

教 師： ひいおじいちゃんが工場を始めて，おじいさんでお父さんで，今筒井さん

で４代目だよね。

Ｙ男： 筒井さんの所へ行った時から大部進んでいるんで，殆どとんじゃっている

んだけど，半分くらい，筒井修さんだっけ？昭和 51 年生まれ，（資料を開い
て名前を確かめる）勇さんだっけ？少々覚えているぐらいだから，あんまり

自信ないけど，「この仕事楽しい」って言ってたから，この仕事の楽しさみ

たいの，あるんじゃないかなぁ…。

教 師： 「仕事の楽しさ」っていうのもあるかも知れない。

Ｙ男： 「かも」だけどね。

Ｉ男： ２個ある。人気があって…染め物がきれいだから。

教 師： 「人気がある」って考えたんだ。Ｈ子さん，聞かせてもらっていい？

Ｈ子 もしかしたら，注文する人がいるかもしれないから。

教 師： 人気があって，注文があるかも知れない…（「注文があるから」のフラッ

シュカードを貼る）注文ってどう，ありそう？

子ども： （頷く子，首を横に傾ける子）

Ｙ子： 結婚式とかで着物を着る時はあるから，注文はある。

Ｎ子： 似てて，式とがあるからだけじゃなくて，他が止めていって，そこが無く

なっていったことで，今もまだ使っているから，そんなにあってもしょうが

ないし，だから２軒だけあれば足りるから，まだ続けられるんじゃないかな

ぁって…。

教 師： 着物を着る人はいる，工場は２軒だから…。Ｓ男君，面白いことかいてあ

ったよなぁ。

Ｓ男： お金がもらえるし，ライバル会社がいなくなったから。

教 師： だから注文とか来そう？ライバルいなくなっちゃったもんなぁ。

Ｙ男： 筒井さんと誰？誰だっけ？（つぶやく）

教 師： （飯田市の成人式の写真を見せながら）これ成人式の写真なんだけど，確か

にそんなに多くはないけど，着物を着る時ってたしかにありそうだよね。こ

ういう人たちのために，注文はある。

Ｔ男： 注文とはちょっとちがって，みんな着物がなくなると意外と困ると思うか

ら， 一回止めようと思っても「でもなぁ，まだ注文なくなると困るだろう

なぁ」って思って，それじゃぁもう少しやろうかみたいな感じで。

教 師： 着物がなくなって困る人って思い浮かぶ人いる？私たちは？

子ども： 困らない（口々につぶやく）

Ｙ男： 要らなくない？

Ｈ子： 困る。

Ｙ男： えっ？！はい，それじゃ「困る」っていう人，手挙げて？

教 師： 「着物を使う人」って，イメージある？

Ｒ子： 七五三とか，あと入学式の時とか

Ｙ男： 入学式？

教 師： お家の方とか…。だからＴ男君は，「困る人もいる」と…。

Ｙ子： ホテルとか，食べるところとかの女の人が着物を着てるっていうことが多

い。

教 師： そういう仕事の人は着物を着ることが多い。

Ｒ子： なんか温泉とか行くと，着物着てる人，女将さん？とか着物，着てたりし

てるから，そこで使う。

教 師： 私たちは着物を着て学校に来ることはないけど，着物を欲しいって思って
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いる人は，いるかも知れない。

Ｙ男： （挙手）

Ｋ子： えぇと，あの県外，長野県の他にも送るかも知れないし，着物とか，あと，

後継ぎがいるからとまだ注文が来ると，新しく建て替えて，これで止めちゃ

ったらまだもったいないから。

教 師： Ｋ子さん，「後継ぎ」って言ってくれたけど「後継ぎ」って書いてくれた

人，何人もいたよね。Ｓ男さんも書いたよね。

Ｋ男： 筒井さんとか，一生懸命やっているかも知れないから，その一生懸命やっ

ている姿を見て，後を継ごうって思った。

教 師： さっきＹ男さんも言ってくれたけど，筒井勇さんいたよね。息子さんはこ

の仕事をやっているよね。晴ちゃんは，それをやらされているのとは違う，

筒井さんの工場には，５代目の人が…。

Ｙ男： いる。はい！先生，後継ぎ，後継ぎのこと（挙手する）宮崎さんの息子さ

んは，この仕事ではやっていけないって思って東京？東京の会社に行ったん

だけど，筒井さんところは，ひいおじいさんの時に人気があって，「奥さ～

ん，筒井さんの工場，いいらしいわよ～」「へぇそうなの，私も染めてもら

おうかしら」みたいな，そう言う人がひいおじいちゃんの時に，いたかも，

いたかもだよ，だから生き残って，まぁ注文もあるから，この仕事ならやっ

ていけるだろうということで…。

教 師： 宮崎さんは，止められたんだよね。息子さんいたけど，後，継がなかった

ものね。

Ｍ子： 私が思う筒井さんの工場がまだ残っているのは，ホテルの人とか女将さん

とか着物を着る人もいるし，そう言う人が欲しい，あと，歴史っていうか，

今は服ばっかりだから，残した方がいいし，そう言う人がいれば，染める人

がいれば困らないし，注文もあるから筒井さんの工場は残っていると思う。

教 師： 先ずここ（黒板の「ホテルの人・女将さん」を指しながら）は，あるんじ

ゃないかなって考えたんだね。あと，筒井さんのなかに，「続けたい」って

いうだけじゃなくて「残したい」っていう気持ちもあるんだ。

Ｍ子： （頷く）

教 師： みんなで考えてきたけど，筒井さんの工場が残る訳，見えてきた？

Ｙ男： だいぶね。

教 師： まだ，はっきしりは…。

Ｙ男： わからない。もしかして，筒井さんに聴いてきた？

教 師： 筒井さん，工場，新しくしたんだよね。Ｋ男君，ちょっと聴かせてもらっ

ていい？

Ｋ男： 筒井さんは，新しく工場を作り直していて，「がんばらなくちゃ」という

気持ちがあった。

教 師： 今も，「がんばれそう」っていう気持ちがありそうだね。大部，見えてき

た感じはするけど，まだはっきりは…。

子ども： わからない！

教 師： それじゃぁ…。

Ｙ男： 筒井さんを呼ぶ！

教 師： そうだね，Ｙ男さんが言ってくれたように筒井さんがここに来て，話して

くれれば一番いいんだけど，今の時間はお仕事をされている時間なので，こ

のことについて筒井さんにお話を聴いてきたことがあります。聴いてみます

か？

子ども： イェーイ！（口々につぶやく）

学習問題学習問題学習問題学習問題「「「「どうして筒井さんの工場は今も残っているんだろうどうして筒井さんの工場は今も残っているんだろうどうして筒井さんの工場は今も残っているんだろうどうして筒井さんの工場は今も残っているんだろう」」」」 について，子どもたちは，

自分たちの見方・考え方を発表していった。教師は，子どもたちが見方・考え方を広げ

ていくことができるように，先ず「続けていきたい」という筒井さんの思いを根拠に自

分の見方・考え方をもったＫ男を指名した。Ｋ男は，「代々続いていたからだと思うし，

あと，夢だったからと思う」と，自分の見方・考え方を話す。そこからＫ男，Ｍ子を指

名し，「続けたい気持ち」という視点を位置付けた。Ｙ男は，筒井さんの工場見学で見

て聞いた後継者がいるという事実と「仕事に楽しさを感じていることこと」を根拠に自

分の見方・考え方を話す。さらに，「思い」だけでなく，「仕事」としての筒井さんの

姿を見つめていくことができるように「注文があるからでないか」と考えいるＨ子を指

名し，「注文があるから」という視点を位置付けた。子どもたちは，自分たちの生活経

験から着物を着る機会は減っているが，着物を着る人たちがいることを話していく。Ｙ
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男は，後継者がいることに加え，染め物の仕事をやめた宮崎さんの家で聞いたことをつ

なげ，「筒井さんの作るものは人気があって注文があるのではないか」と，見方・考え

方を広げていった。

子どもたちが学習問題に対して見方・考え方を広げることができたと判断した教師

は，どうしたら自分たちの考えを確かめることができるか，子どもたちに問いかけた。

子どもたちは，「筒井さんに話を聴いてみればいい」と，学習問題を解決するための見

通しをもった。そこで，教師は，ビデオに撮った筒井さんのお話を聴く場を設けた。

（２）筒井さんの思いと仕事に組む姿に触れ，見方・考え方を見つめ直していく場面（２）筒井さんの思いと仕事に組む姿に触れ，見方・考え方を見つめ直していく場面（２）筒井さんの思いと仕事に組む姿に触れ，見方・考え方を見つめ直していく場面（２）筒井さんの思いと仕事に組む姿に触れ，見方・考え方を見つめ直していく場面

教 師： （ビデオを流す）

子ども： （筒井さんのお話を聴く）

教 師： 筒井さんのお話，ひいおじいさんのお話から始まっていたよね。どこへ修

業に行ったっていってたっけ？

子ども： 京都。

教 師： 京都に修業に行って，職人さんを連れて帰ってきて，工場を作ったんだよ

ね。借金って言ってたよね。借金をして，工場を作って，

それがスタート。それがあそこ（年表をさして） に書いて

ある 116年前のスタート。そして筒井さんが４代目。お話，
聴けたかな？筒井さんはお話のなかで，みんなが予想した

気持ちについてお話してくれたんだけど，筒井さんにはど

んな思いがあるって言ってたかな？

Ｙ男： （挙手する）

Ｒ子： 今では，自分の所ともう１軒だけになってしまっているから，自分がやっ

てきたことをまだ続けたいと思っている。

教 師： 「続けたい」と思っている。Ｓ男さんは？

Ｓ男： 同じ。

教 師： 筒井さんのなかで「続けたい」って思っている。そうすると工場が残って

いる１つの理由は，筒井さんのなかに，「工場を残したい」っていう思いは，

Ｋ男さんどう？

Ｋ男： ある。

教 師： Ｉ男君，どう？

Ｉ男： ある。

教 師： それじゃぁ，この気持ちは（黒板の「続けていきたい」というフラッシュ

カードを指し，丸で囲みながら）ありそうなんだ。どう，スッキリした？

Ｙ男： （首を捻る）

教 師： Ｙ男さん，まだ首，横に捻っているけど。

Ｙ男： なぜ，注文が減っているのに続けられるか，はっきりしてない。

教 師： 気持ちはある，気持ちで工場は続くか続かないかっていうと，どうなんだ

ろうね？

Ｙ男： 続かないものもある（つぶやく）

教 師： 「よし，やりたい，続けたい，残したい」

Ｙ男： でも…

教 師： 宮崎さんのところも，止めたくて止めたわけじゃないものね。そうすると，わ

かってきたけど，まだスッキリしないものがある。それじゃぁ，次にもう一つ，

【資料１ 筒井さんのお話】

このこのこのこの筒井捺染工場筒井捺染工場筒井捺染工場筒井捺染工場ができたのはができたのはができたのはができたのは，，，，今今今今からからからから１１５１１５１１５１１５年前年前年前年前，，，，明治明治明治明治３０３０３０３０年年年年（（（（１８９７１８９７１８９７１８９７））））のののの

ことですことですことですことです。。。。そのころそのころそのころそのころ自分自分自分自分のののの曾祖父曾祖父曾祖父曾祖父のののの筒井藤六筒井藤六筒井藤六筒井藤六がががが１６１６１６１６～～～～１８１８１８１８ぐらいだとぐらいだとぐらいだとぐらいだと思思思思いますがいますがいますがいますが，，，，

１１１１人人人人でででで家家家家でのようなでのようなでのようなでのような状態状態状態状態でででで，，，，京都京都京都京都までまでまでまで，，，，まだまだまだまだ飯田線飯田線飯田線飯田線ができいなかったのでができいなかったのでができいなかったのでができいなかったので，，，，大平大平大平大平

峠峠峠峠をををを越越越越えましてえましてえましてえまして木曽木曽木曽木曽からからからから中央線中央線中央線中央線にににに乗乗乗乗ってってってって京都京都京都京都にににに修業修業修業修業にににに行行行行きましてきましてきましてきまして，，，，数年修業数年修業数年修業数年修業しましましましま

してしてしてして，，，，そこでそこでそこでそこで京都京都京都京都からからからから仕事仕事仕事仕事のできるのできるのできるのできる職人職人職人職人さんをさんをさんをさんを飯沼飯沼飯沼飯沼へスカウトしてきましてへスカウトしてきましてへスカウトしてきましてへスカウトしてきまして，，，，おおおお

そらくそらくそらくそらく２０２０２０２０代前半代前半代前半代前半だったとだったとだったとだったと思思思思うんですけどうんですけどうんですけどうんですけど，，，，全部借金全部借金全部借金全部借金をしてをしてをしてをして独立独立独立独立してしてしてして工場工場工場工場をををを始始始始めめめめ

ましたましたましたました。。。。

以来以来以来以来，，，，自分自分自分自分でででで４４４４代目代目代目代目ですねですねですねですね。。。。仕事仕事仕事仕事はずいぶんはずいぶんはずいぶんはずいぶん浮浮浮浮きききき沈沈沈沈みがありましたけどみがありましたけどみがありましたけどみがありましたけど，，，，仕事仕事仕事仕事

をををを続続続続けてきましたのでけてきましたのでけてきましたのでけてきましたので，，，，そのそのそのその間間間間，，，，明治明治明治明治のののの末末末末にはにはにはには数軒数軒数軒数軒だっただっただっただった工場工場工場工場がががが，，，，このこのこのこの飯沼飯沼飯沼飯沼でででで染染染染

色業色業色業色業・・・・繊維関係繊維関係繊維関係繊維関係のののの工場工場工場工場がががが増増増増えましてえましてえましてえまして，，，，ずいぶんずいぶんずいぶんずいぶん盛盛盛盛んになりましたけどんになりましたけどんになりましたけどんになりましたけど，，，，それがそれがそれがそれが平平平平

成成成成にににに入入入入ってってってって，，，，同業者同業者同業者同業者がががが激減激減激減激減しましてしましてしましてしまして，，，，今今今今ではではではでは自分自分自分自分のところものところものところものところも含含含含めましてめましてめましてめまして，，，，１１１１，，，，２２２２

軒軒軒軒にににに減減減減っちゃいましたけどっちゃいましたけどっちゃいましたけどっちゃいましたけど，，，，こうなったこうなったこうなったこうなった以上以上以上以上はははは，，，，少少少少しでもしでもしでもしでも続続続続けたいなとけたいなとけたいなとけたいなと思思思思っていっていっていってい

ますますますます。。。。



-上郷小（３年） 5 -

今度は，筒井さんの工場で撮ったもの，もしかしたら，見えてくるかも。

Ｙ男： かも？かもでしょ。 俺たちの理解できるようなこと…。

子ども： （筒井さんの行う「掃き合わせ」の仕事の様子をビデオで見る）

Ｙ男： （じっとビデオの画面を見つめる）

教 師： どんな場面だったかわかる？

Ｙ男： （挙手する）

Ｍ子： 色を作っていたところ。

教 師： 色，作ってたよね。つながる人いる？。

Ｒ子： （染め物が出来るまでの順番がかかれた資料を開きながら）ここに書いてあ

る５番の「地直し」っていうのをやっていて，色を何色も混ぜて，生地に合

った色を作っていた。

教 師： すごいな，前に見てきた仕事のことでね…。わかりにくいこともあったの

で，筒井さんにお話を聴いて，まとめてきました。ちょっと見てね。（筒井

さんのお話を吹き出しにして提示する）

【資料２ 掃き合わせ】

みなさんにみなさんにみなさんにみなさんに見見見見てもらったてもらったてもらったてもらった仕事仕事仕事仕事はははは，「，「，「，「はきはきはきはき合合合合わせわせわせわせ」」」」

というというというという仕事仕事仕事仕事ですですですです。。。。１１１１枚枚枚枚のののの反物反物反物反物をををを染染染染めるのに50めるのに50めるのに50めるのに50回回回回ぐぐぐぐ

らいらいらいらい型紙型紙型紙型紙をををを動動動動かしますかしますかしますかします。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると，，，，型型型型とととと型型型型のののの継継継継

ぎぎぎぎ目目目目ができてしまいますができてしまいますができてしまいますができてしまいます。。。。そのそのそのその継継継継ぎぎぎぎ目目目目のののの００００．．．．１１１１mmmmmmmm

のズレをのズレをのズレをのズレを筆筆筆筆のののの先先先先をををを使使使使ってってってって直直直直していきますしていきますしていきますしていきます。。。。全部全部全部全部をををを

ぬってしまってもダメなんですぬってしまってもダメなんですぬってしまってもダメなんですぬってしまってもダメなんです。。。。「「「「人人人人がががが手手手手でででで染染染染めめめめ

たあとたあとたあとたあと」」」」がわかるようにがわかるようにがわかるようにがわかるように直直直直すんですすんですすんですすんです。。。。これはこれはこれはこれは，，，，機機機機

械械械械にはできないにはできないにはできないにはできない仕事仕事仕事仕事ですですですです。。。。

教 師： みなさんに見てもらっ 今今今今，，，，わたしはわたしはわたしはわたしは，，，，おおおお客客客客さんがよろこんでくれるさんがよろこんでくれるさんがよろこんでくれるさんがよろこんでくれる「「「「いいいい

た仕事は「掃き合わせ」， いものいものいものいもの」」」」をををを作作作作りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思って このって このって このって この仕事仕事仕事仕事をしていをしていをしていをしてい

「地直し」とも言うそう ますますますます。。。。

です。

１枚の反物を染めるのに，50回ぐらい型紙を動かします。これはわかる？（型
紙を示しながら）これを，１回，２回… 50回ずらして染めていく。宮崎さん
のところへ言った時，一番難しいって話していたのは，何だって言ってたっ

け？染めるのに。

Ｈ子： 動かすところ。

Ｒ子： 型紙をつながっているように見せる時に，間が空かないようにやる。

教 師： （型紙を示しながら）ここに「ほし」ってあったよね。目印の穴。これで合

わせていくんだよね。これで合わせてずらしていくんだけど，どうしても継

ぎ目ができてしまうんだって。その継ぎ目の 0.1mmのズレ，0.1mmだから，
1mmの 10分の 1。

Ｙ男： 10等分の１…。うゎっ
Ｒ子： えっ？（爪の先で 1mmを作り，大きさを確かめるながら）…

教 師： （資料を読む）『そのズレを筆の先を使って直していきます。全部を染めて

しまってもダメなんです。人が手で染めたあとがわかるように直すんです』

機械でも出来るって言ってたよね。機械でやったら継ぎ目はできないよね。

でも，人がやると，継ぎ目ができる。そのよさがわかるように，それだけど，

きれいに仕上げなくちゃいけない，で，これは機械には出来ない仕事です。

Ｙ男： どういうこと？つながっているっていうこと？

教 師： 本物を借りてきました。（筒井さん染めた反物を提示する）ここに筒井さ

んのお名前が入っています。これは「掃き合わせ」が終わった後のものだそ

うです。線，見える？

子ども： （筒井さんの染めた反物をじっと見る）見える！あそこ。見えた！

Ｙ男： あつ！（何度も頷く）

教 師： 見えた？この線が見

えなくちゃいけないん

だって。人が型で手で

染めたものだから，こ

こに線が残るようにし

て，だけどきれいに，
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みんなもわかるよね，ここ型と型の間に薄く線が入っている，そういうよう

にしなくちゃいけないんだって。

Ｙ男： えっ，どうやって？

教 師： だから，ベェーッてやっちゃダメなんだよ。筆の先で，すき間を，筒井さ

んには見えるんだって。この細かい間の「ここが色が塗れていない」「ここ

にはすき間がある」っていうのが筒井さんの目には見えるんだって。これが

「掃き合わせ」っていう仕事。今，見てもらったのがそれをされているとこ

ろ。見て何か感じたこととかある？

Ｙ男： （挙手する）

Ｍ子： さっき，説明をしてくれた時と，色を合わせている時の目と，ちがってて

て，最初は？（はてな）があったけど，答えが見えてきた気がする。あと，

目がプロの目っていうか，1mm とか細かいそういうずれたところをわかると
ころが本当にすごいと思った。

Ｋ男： 1mm のズレを筆の先で直すっていうことは，プロでしかできないからすご
いと思った。

Ｙ子： 色を合わせるとか，色が一番重要だと思って，花の色とかも紫とかあるけ

れども，その色は同じっていうか，混ぜ合わせるのが難しいって思った。

教 師： 難しそうだなって思った。

Ｉ男： 僕は，ビデオを見た時，そおっとやっていたから，ロボットだと出来ない

と思った。

教 師： 筒井さんのやっているのを見て，ロボットじゃ出来ないなぁって，そおっ

とやってた…，そこを見たんだ。

Ｈ子： 作業も細かいし，本当に静かだった。他の物音が聞こえるぐらい静かだっ

た。

Ｈ男： 宮崎さんもそうだったけど，目が悪い，メガネかけてるから，メガネをか

けるぐらいの大変さ。

Ｒ子： 人の手でやっているから，機械でやると継ぎ目が出来なくていいんだけど，

機械で人の手でやってようにするなら，1cm，2cmって空けて，ここは塗る，
ここは塗らないってやると思うんだけど，筒井さんはバランスを考えていて，

人の手でしか出来ないこと。

教 師： 「思い」ってさっき確かめたよね。「注文」っていうことについて，筒井さ

んの作るものから，注文ってどう，Ｙ男さん，注文はある，ない？

Ｙ男： う～ん…，メチャメチャ多いっていうわけじゃないけど，何個かある…。

教 師： 筒井さんも「いいものを作りたい」って言っていたけど，筒井さんの作る

ものは…「いいもの」。Ｒ男君，書いてあったけど，筒井さんの作ったもの

はどこへ行くっけ？

Ｒ男： どこに行くか？たぶん，京都の方に行くんじゃないかなって。

教 師： 京都や東京に行くって言っていたよね。最後に聴いて下さい。これは，筒

井さんの作った染めものを売っている京都のお店の人に聴いたお話。

Ｕ男： 京都にいってるの？

教 師： 貼るので，見えない人は出てきて見てもいいよ。（【資料３ 京都のお店の

人の話】を提示する）

Ｒ男： 前の三菱のやつみたい。

子ども： （資料の手紙を読む）

教 師： ちょっと声にしてみるね。（資料を読む）

Ｙ男： （「日本中で３軒しかありません」の部分で）わかりません。どことどこと

どこですか？

教 師： 筒井さんの工場が今も残っているは，どうしてかって考えてきました。学

習カードの２っていうところに，今，僕・私が考える工場が残っているわけ，

書いてみましょう。

子ども： （学習カードに自分の見方・考え方を記入する）
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教 師： それじゃぁお話出来る人，いる？

Ｎ子： 全国から注文が来るっていうことは，かなり有名だし，買ってくれる人が

いるから，売ってくれる人がいないと無理なんじゃないかなぁって思った。

教 師： 売ってくれる人がいる…。

Ｒ子： うれしいとか，どこに行っても誉められるとか，筒井さんもうれしくって，ま

た筒井さんもいいものを作ろうって，だから多分，今でも続いていると思う。

教 師： （手紙を指し）これで筒井さんにまた返ってくるんだ。がんばろうって。

Ｙ子： 京都で売っているから，自分の予想だと，前行ったことがあって，行って

みると着物を着ている人が多い感じで…。

教 師： あぁ，確かにそういう感じかも。

子どもたちの学習問題に対する自分の見方・考え方を確かめることができるように，

教師は，筒井さんが「この仕事を続けていきたい」という思いを語ったビデオを資料と

して提示した。子どもたちは，筒井さんの話から「続けていきたい」という思いがある

ことを確かめていった。そこで子どもたちに「スッキリした？」と，問いかると，Ｙ男

はその問いかけに対して首を捻り，「なぜ注文が減っているのに続けられるのかがはっ

きりしていない」と，答える。子どもたちが「思い」だけでは工場が残らない，まだ他

に理由がありそうだと見方・考え方を見つめ直していることを把握した教師は，さらに，

「思い」を支えている筒井さんの高い技術に気付いていくことができるように，筒井さ

んの「掃き直し」の作業の様子を見る場を設け，筒井さんの染めた反物を提示した。子

どもたちは，0.1mm のズレを直していく筒井さんの仕事に驚きの声をあげる。Ｙ男も
「1mm の 10 分の 1」と，つぶやきの声をあげ，その大きさと細かさを確かめる。Ｍ子
は筒井さんの仕事に取り組む姿に，「話をしている時とはちがう，プロの目をしていた」

と，気付いたことを話す。子どもたちが筒井さんの染めるものの「よさ」に気付き始め

たと判断した教師は，その「よさ」をさらに実感することができるように，京都で筒井

さんの染めた反物を売っているお店の方の話を手紙の形にして提示した。子どもたちは，

筒井さんの染めた物が売れるという事実を知り，「注文があるから」という自分たちの

見方・考え方を確かめていった。Ｒ子は，「うれしいとか，どこに行っても誉められる

とか，筒井さんもうれしくって，また筒井さんもいいものを作ろうって，だから多分，

今でも続いていると思う」と，買う人と作る人の関係に目を向け，それが筒井さんの次

の働く意欲につながっていることを話す。

Ｙ男は，２つの資料から学習問題に対して学習カードに「筒井さんのやっている工場

の布で作ったものは，どこに行っても誉められる。しかも筒井さんは，『これでいい』

ということを言わない人だから，こんないいものができるんじゃないかなぁって思った」

と，筒井さんの作るものの「よさ」とそれを支える筒井さんのものづくりへ取り組む姿

勢に目を向け，自分の見方・考え方を記入していった。

（３）自分たちのを追究を振り返り，追究したことのよさを感じる場面（３）自分たちのを追究を振り返り，追究したことのよさを感じる場面（３）自分たちのを追究を振り返り，追究したことのよさを感じる場面（３）自分たちのを追究を振り返り，追究したことのよさを感じる場面

教 師： さて，今日は，筒井さんの工場が残っている理由，ヒミツはって考えてきまし

た。最後に…１分勝負で，振り返りのところ，題名つけれる人は付けてみて。

子ども： （学習カードに振り返りを記入する）

【資料３ 京都のお店の人のお話】

筒井筒井筒井筒井さんがさんがさんがさんが染染染染めるものはめるものはめるものはめるものは，，，，柄柄柄柄がががが細細細細かくてかくてかくてかくて，，，，継継継継ぎぎぎぎ目目目目のののの直直直直しししし方方方方がきれいなのでがきれいなのでがきれいなのでがきれいなので，，，，全全全全

国国国国のおのおのおのお店店店店からからからから「「「「筒井筒井筒井筒井さんのものがさんのものがさんのものがさんのものが欲欲欲欲しいしいしいしい」」」」とととと，，，，注文注文注文注文がきますがきますがきますがきます。。。。このこのこのこの前前前前，，，，筒井筒井筒井筒井さんさんさんさん

のののの染染染染めためためためた着物着物着物着物をををを買買買買ったおったおったおったお茶茶茶茶のののの先生先生先生先生はははは「「「「着物着物着物着物にするとやっぱりちがうにするとやっぱりちがうにするとやっぱりちがうにするとやっぱりちがう。。。。どこにどこにどこにどこに着着着着てててて

いってもほめられるいってもほめられるいってもほめられるいってもほめられる」」」」とととと話話話話していましたしていましたしていましたしていました。。。。

今今今今，，，，日本中日本中日本中日本中でこうしたでこうしたでこうしたでこうした「「「「いいものいいものいいものいいもの」」」」をををを作作作作れるれるれるれる工場工場工場工場はははは，，，，３３３３軒軒軒軒しかありませんしかありませんしかありませんしかありません。。。。

どうしてそんなどうしてそんなどうしてそんなどうしてそんな「「「「いいものいいものいいものいいもの」」」」がががが作作作作れるのでしょうかれるのでしょうかれるのでしょうかれるのでしょうか？？？？筒井筒井筒井筒井さんはさんはさんはさんは，「，「，「，「これでいいこれでいいこれでいいこれでいい」」」」

とととと，，，，今今今今のままでのままでのままでのままで満足満足満足満足しないしないしないしない人人人人でしたでしたでしたでした。。。。江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代につくられたにつくられたにつくられたにつくられた昔昔昔昔のいいのいいのいいのいい染染染染めめめめ物物物物をたをたをたをた

くさんくさんくさんくさん見見見見てててて，，，，「「「「もっといいものをもっといいものをもっといいものをもっといいものを作作作作ろうろうろうろう」」」」とととと勉強勉強勉強勉強をををを続続続続けてけてけてけて，，，，型紙型紙型紙型紙やややや染染染染めるめるめるめる色色色色をををを工夫工夫工夫工夫

してしてしてして新新新新しいものをしいものをしいものをしいものを考考考考えてえてえてえて作作作作ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。失敗失敗失敗失敗もももも何度何度何度何度もあったそうですもあったそうですもあったそうですもあったそうです。。。。でもでもでもでも，，，，

それでもあきらめずにそれでもあきらめずにそれでもあきらめずにそれでもあきらめずに作作作作りりりり続続続続けてきましたけてきましたけてきましたけてきました。。。。私私私私はははは，，，，そんなそんなそんなそんな筒井筒井筒井筒井さんつくるものはさんつくるものはさんつくるものはさんつくるものは，，，，

「「「「本物本物本物本物」」」」だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。
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教 師： 少し聴かせてもらって終わりにしようか。

Ｈ男： 残っている理由をもっと詳しく知りたい。

教 師： まだある？

Ｈ男： （頷く）

Ｙ男： 俺は，学習問題は出来てよかったけど，「日本中で

たったの３軒」っていうのか，筒井さん以外のあと

２軒っていうのがどこか知りたい。

教 師： ここのところ（手紙の「日本中で３軒」の部分を指し）こっち（学習問題

を指しながら）は，スッキリしたんだ。

Ｙ男： こっちは，スッキリした。

Ｒ子： 今日は筒井さんの気持ちを考えて，実際に筒井さんがまだ続けたいって思

っていることや，あとＹ男さんにつながるんだけど，残っている２軒の人は

どんな気持ちなのかなぁって思った。

Ｋ男： 染め物がこんなに大変なのが改めてわかったし，もうちょっとやりたいな

ぁって思った。

教 師： 大変だなぁって改めて思ったんだ。どんなことまだやりたいの？

Ｋ男： 買っている人の気持ちとかも。

教 師： そうか…，買っている人の気持ちとかもね。また，考えていけるといいと

思います。それでは，終わりにしましょう。

教師は，子どもたちが追究してきたことのよさを感じることができるように，本時の

自分たちの追究を振り返る場を設けた。Ｋ男は，「残っている理由をもっと詳しく知り

たい」と，まだ，他にも理由があるのではないかと考え，次に向けての追究の意欲を語

った。Ｙ男は，手紙に書かれていた「日本中で３軒しかない」にこだわり，「それがど

こにあるのか知りたい」と，新たな追究への思いを語った。教師の「これは（学習問題）

スッキリしたんだ」という問いかけに対しては，「こっちはスッキリした」と，答える。

そこにあった笑顔から，本時，追究したことのよさが感じられた。Ｋ男は「染め物がこ

んなに大変なのが改めてわかったし，もうちょっとやりたいなぁって思った」と，自分

の思いを語る。教師が「どんなことやりたいの？」と，問いかけると，「買っている人

の気持ち」と，答えた。

子どもたちは，本時，「作る人」・「売る人」の立場から考えてきたが，さらに「買う

人」という新たな視点から見方・考え方を広げていこうとする追究の姿を大切につなげ

ていきたいと感じさせられた。


