知らな いと損す る図 工授業 の コツ

― 電動糸鋸編

無 理無 駄 な し で技術 を修 得 さ せ る ３ ２
の方法

はじめ に
空腹を感 じて飛び込んだ レストラ ン。
絶妙 のライテ ィング で撮影された メ ニ ュー の写真が
食欲をそそります。勢 い勇 ん で注文 した料 理に期待が大きく膨ら みます。と ころが、待 つこ
と ５分、１０分、１５分と過ぎ ても 一向 に料 理 の運ば れ てく る気配がな い。さ っきま であれ
だけあ った期待感 も空腹感 も次第 にしぼ ん で いき、
代わ りに苛立ちと虚無感が胃 の辺りを満
た して いきます。 こんな経験 はあ りませんか。

何事 もタイミ ングが大切 です 。 両手 い っぱ いの荷物を抱え て いる時 に贈 り物を
くれ る恋 人より、雨具を忘 れた雨 の日に傘 を返してくれ る友 の方がどれだけ素敵 にみえ る こ
と か。
よかれと思 ってして いることも、タイ ミ ングが違えば効果がな いど ころか、意欲を無 く し
たり、逆効果 にな ったりします。こんな時、ち ょ っと した こと で、状況 は １８０度違 ったは
ず です。も し、レストラ ンが空腹 のあなた のために、サービ スで 一品 の通 しも のを出 して い
たら、
時間が かかることは腕 によりをかけた料理を作 って いること のセー ルスポ イ ントにな

ったかも しれません。
授業 も同じです。ち ょ っと した コツとタイ ミ ング で結 果が大きく違 います。それは、残念

熱意とかや る気気気気とか い った こととは無関係 です。もちろん教師 に熱意
ながら、
やや る気 は必要 ですが、それだけ では授業 は成 り立ちません。この本 では、電動糸鋸切り の
技術 をおな か の減 った子に食事を出す よう に、雨 で困 った子に傘 を手渡す よう に絶妙 のタイ
ミ ング で教え て いく方法 です。です から、乾 いた砂が水を吸 い込むよう に子ども達 は技術 を
どんどん自然 に身 に つけ て いく ことが できます。
こ の本を読 むと本当 に子ども達が楽楽楽楽 にににに上手 にな ります。 しかも、教師 であ るあなた自

大大大大きな問題 があります。 それは、先生と いう職業
身 も大変楽 です。 でも、 ただ ひと つ
に ついて いるほとんど の方が真 面目 だと いう こと です。楽 して上手にな る ことに、何 か罪
悪感を感 じてしまう。努力す ること こそ美 し いと思 ってしまう。そ の考え方だと、本書 の方
法 であまりに楽 に上手にな る こと で良心 のののの呵責 にににに苦苦苦苦 しめられる かも しれません。そ
んなあなたは、 こ の本を読 ん では いけません。
でも、「
楽」は 「
怠惰」と同義 語 ではあ りません。「
楽 」はそ の字 の通り 「
楽 し い」こと です。
決 して人様 から責 められるような こと でなく、と てもすばら し いことな のです。

はじめに ２２２２―――― 簡単なななな事事事事をををを難難難難 しく教教教教えな いために
電動糸鋸切りは、ど の学校 の図 工室 にもあり、高学年 の木 工作 によく利用さ れる定番電動
工具 です。４年生 から ６年生ま で板 の厚 みや 切り方 を 工夫す る こと で、幅広 い学年 で使用 で
き、楽 に板が切れ る ので子どもたち にも大変 人気 の高 い工具 です。このよう に小学校 ではポ

ピ ュラーな電動糸鋸切りですが、解説とな ると、指導書 の短 い記述 か、日曜大 工 の本など数
え るほど しかありません。学校 で の活用とな ると皆無 と い って いいでし ょう。そ のため、電
動糸鋸切り の指導 は、教師 のののの経験や カ ンに頼頼頼頼 るるるる も のな って いて、教師 によ って教え
方 も随分違 います。また、な かな か経験豊富な教師 の指導を受け る機会がな いので、初 め て
電動糸鋸を教え ようとす るも のや経験 の浅 いも のには、
試行錯 誤 して経験を積 ん で いく しか
な いのが現状 です。 しかし、これ では時間がかかり過過過過ぎ ます。。。。
また、教師が経験を積 むま で の間 に試行錯 誤 で教えられ て いく子どもたち は、いい迷惑 で
す。そして、何 より問題な のは、経験を積 んだ からと い って果た してそれが本当 に正し いの
でし ょう か。自分 では最良 の方法だと思 って いても大大大大きな間違 いいいい であ るかも しれません。

最良、、、、最高 のののの方法 だとは思 って いません。
もち ろん私も これから お伝えす る方法が、
こ の本 に目を通 して いただ いた結 果、この本を批判 し別 の方法を採 れる方 は、それ はそれ で
良 いと思 います。 私 は何 も釈迦 に説法を しようと は思 って いません。現実問題と して、電
動糸鋸 切りと い った全 国何処 でも使われ る道 具 の詳 し い解説がど こにもな いことが問題だ
と思 って いて、
参考 にな るも のを探 し求 められ て いる先生方 に少 しでもお力 になれたらと思
って いるだけ です。
図 工 の授業 は楽 し いも のです。それ は、子どもたちが作 りた いも のを作 ることが でき ると
ころにあ る のだと思 います。思 ったよう に切れな い、こんな風 にしたか ったんだけどと い っ
た妥協だらけ の作品を作 ったと しても何が楽 し いのでしょう か。電動糸鋸切りを使 った学習

思思思思 いいいい通通通通りに切切切切ること のできる技能 を身 に つけさ せること です。
で最 も大 切な のは、
しかし、大変な努力を強 いる訳 ではあ りません。今今今今 ま で の授業 のののの順番をち ょ っと

変変変変え るだけ でいいのです。。。。今今今今ま での授業とち ょ っと違違違違うも のを使使使使うだ
け でいいのです。。。。このほん のち ょ っとした コツに気気気気づ いてもらう のが
本書 のののの目的 です。。。。実実実実 はははは、、、、子子子子どもたち に電動糸鋸切り の技術をををを教教教教え る の
はははは簡単な ことな のです。。。。この簡単な ことを難難難難 しく教教教教えな いために、、、、ここここ
のののの本本本本 はははは存在 します。。。。
匠 の技をあなたや、小学生 に伝授 しようと いう のではありません。道具 の基本的な使 い方
を効果的な指導順序や方法 で身 に つけさ せれば いいのです。ただそれだけ で、子どもたち は、
より高度な作 品を作 れ るよう にな る のです。 では、 そ のコツを お伝伝伝伝え しま し ょう。。。。

第 一章
１１１１．．．．順序 ほど大事なも のはな い
これ は、電動糸鋸切りに限 った こと ではあ りませんが、技術 の習得 ほど順序をををを重視 しししし

な いと いけな い も のはあ りません。 この順序を間違えたためにひど い回り道 をさ せら
れたり、時 には必要な技能が身 に付 かな か ったりします。 一桁 の足 し算 、繰 り上がり のあ る
足 し算、繰 り下が り のな い引き算 、繰 り下がり のあ る引き算 と算数 では少 しず つステ ップ ア
ップ します。計算 の技能を身 に つける のに最も合 理的な方法だ から です。も し、これが いき
な り繰 り下が り の引き算 を教えたらどう でしょう。ひと つの問題を解 くにも色 々な事柄を 一
度 に教えなく てはな りませんから、説明が長くな ります。説明が長 い割 に、理解 はできませ
んから、当然興味 を失 います。こうな ると、再び 一桁 の足し算 に戻 ってや り直 そうと しても

後後後後 のののの祭祭祭祭 りりりり です。失失失失われた興味 をををを取取取取 りりりり戻戻戻戻す には莫大な エネ ルギーと時間
をををを必要と します。。。。 電動糸鋸切り の授業 でも これと同じです。 いきな り繰 り下がりを学
習す るような順序 で、授業を行うと失敗 します。「
そんな ことはわ かりき った ことだ。」とお
思 いかも しれません。 でも、意外 にそんな ことをや って いる人も多 いのです。

電動糸鋸切りを使使使使 いいいい始始始始 める際際際際、、、、鋸鋸鋸鋸 刃刃刃刃 のののの付付付付けけけけ方方方方 から教教教教え る」」」」 な
例えば、 「
ん て いう 人は少な からず います。これ って正し いのでしょう か。刃を付けるためには、次 の
ことを知らねばな りません。

１．電源プ ラグを コンセ ントから抜く。 （
あ る いは抜け て いることを確認す る。）
２．そ の際、電源プ ラグ の持ち方 を教え る。 （コードを持 って抜 かな いよう に）
３．鋸 刃 の向きを教え る。 （
ギザギザ の尖 った方 を下向き に）
４．跳ね上げ式 アー ム の場合、 アー ムを跳ね上げ る。
５．下 の刃止金具と蝶ネジ の位置を教え、鋸 刃 の挿 入方法と止め方 を教え る。
６．そ の際、 手だけ で締 め て、決 してペ ンチ でネジを回さな いよう注意す る。
７．上 の刃止金具 （
刃止片）と蝶ネジ の位置を教え、鋸 刃 の止め方 を教え る。
具体的 には、蝶ネジをゆるめ鋸 刃緊張 ノブ をゆ っくり押 し下げながら、刃止片 に鋸 刃
が挿 入さ れる のを確認 し、 ノブ が安全 キ ャ ップ位置ま で降 りたと ころ で蝶ネジを締 め
る。 と説明す ることにな ります。
そしてようや く切 ることが できます。
８．電源プ ラグを コンセ ントに差 し込む。

９．ガイド ローラー （
板押さえ）を持ち上げ、板を セ ットす る。
１０． スイ ッチ の場所と入れ方切り方 を教え る。
と いうような具合 ですが、これに板を切る時 の注意が加わ ります。どう でし ょう か。読 んで
いてしんどく はな いです か。実際 に授業 で教師が子どもたち に説明 しながら行うとと ても時
間が かかります。これ こそ苦行 です。。。。 今 日から電動糸鋸切りが使え ると いう ので楽 し
みにして いたが、 刃がうまく付 けら れず結 局何もももも切切切切れな か った と いう こと にもな り
ます。楽 しみにして いた ロード シ ョーを見 に行 ったら、予告編だけだ ったみた いな むご い仕
打ち です。しかも、電動糸鋸切りは、ひとり 一台あ る訳 ではな いので、全員が 刃 の付け方を
覚え ようとす るとまた大変 です。
では、どう したら良 いのか。答え は簡単 です。まず切切切切れば良良良良 いのです。。。。 難 し い刃
の止め方 を覚えなく ても切 る ことが できます。この時 に教え る必要 のあ ること は、た った ３
つです。
○電源プ ラグ の正し い扱 い方
○ガ イド ローラー （
板押さえ）を持ち上げ、板を セ ットす る方法
○ スイ ッチ の場所と入れ方 切り方
そして、 切る人以外 の注意 と して
○他 人が切 って いる時 に、刃 の近くに顔を近づけたり、上下動す る鋸 刃緊張 ノブを手 でおさ
えな いこと
を付け加えます。もち ろん実際 に切る場合 に、切り方や姿勢、そ の他指導す る こと はあ りま
すが、初 め て電動糸鋸 切り でき る ことが でき るま でにかかる時 間が、刃刃刃刃 のののの付付付付けけけけ方方方方 から

教教教教え るよりは、、、、圧倒的 にににに違違違違 います。。。。
でも、 「
そ のためには教師が 刃をあら かじめ付け ておかな いと いけな いじゃな いか。 面倒
だ よ。」とお っしゃる方があ るかも しれません。確 かに、長期 に使わな い場合、 刃を外 して
おく のが正し いメ ンテナ ンスです。しかし、どう せはじめからうまく 刃が つけられる訳がな
いので、子どもたち に いきな り刃を付けさ せた場合、 「
先生、わ かりませーん。」とか 「
うま
く入りま せー ん。」と かあち こち の班から呼ば れ続け ても っと面倒 な こと にな ります。
や はり、電動糸鋸切り の初 回は、 まず 切 ってみること から です。

ポ イ ント １１１１
電動糸鋸切り の導 入はははは、、、、まず切切切切 ってみること。。。。間違 っても刃刃刃刃 のののの付付付付けけけけ方方方方
から教教教教え ては いけな い！！！！

２２２２．．．．板板板板をををを切切切切 っては いけな い
電動糸鋸切り で板板板板をををを切切切切 っては いけません 。え、何をバカな ことを い って いると思わ
れた でし ょう か。確 かに電動糸鋸切りは木 工具 で板を切るも のです。しかし、最初 から板を
切 っては いけな いのです。
理由 は二 つあ ります。ひと つは 「
板 は堅 い」から です。板を切 ると鋸 刃が折 れたり、曲が

ったりす ることがあります。特 に正し い使 い方が できな い内 は鋸 刃を痛 めることが多 くな り
ます。刃を折 ってしまうと 刃を替えなければな りません。自分たち で変え るには先 ほど の問
題が起 こります。教師が替え るには、忙 しくな って切り方 の指導が できなくな ってしま いま
す。
もう 一つの理由 は、 「
板 は高 い」 から です。練習用 に板を購 入す る恵 まれた環境 でも、板
を ひとり ２枚 も ３枚も練習用 に切り刻 む ことはできな いでしょう。たくさ ん練習さ せるため
には、 いくら使 っても懐 に響 かな いも のを使う ことが できれば最適 です。
柔ら かく、ほぼ無料 で手に入りしかも電動糸鋸切り で切る こと のでき る素材と は何 でし ょ
う。 それ は、段段段段ボ ー ル です。 段ボ ー ルと い っても教材用 に販売さ れ て いるも のもあ りま
すが、 ここでは、 みかんや 野菜、 ペ ットボ ト ルなどが入 って いた段ボー ル箱 のこと です。
段ボ ー ル箱を カ ッターナイ フで折 り目に沿 って切ると手頃な段ボー ル板 にな ります。基本
的 には蓋 の部分 で４枚底 の部分 で４枚、側面 で４枚とれます。形や大きさ によります から、
使えな い大きさ のも のや、大きすぎ る のも のいろ いろ でてくると思 います。大きすぎ るも の
は、２ つ３ つに切り分け て 一枚が Ａ４版程度 の大きさ にします。こ の大きさあまり こだわ る
と準備 に時 間が かかる ので、ほんとだ いた いで結構 です。。。。 ３０分もあれば、 ひと

これは、教師 のののの仕事 です。。。。

決決決決 して子子子子ども達達達達 には準準準準
り ５．６枚 の板を教師だけ で準備 でき ると思 います。こ の時、
備備備備さ せな いで下下下下さ い。。。。

段ボ ー ルを切 るとき、子ども の力 ではカ ッターナイ フで怪我をす る恐れがあ ります。もう
一つ、これが問題な のですが、電動糸鋸切りでゆ っくりゆ っくり切 るよう に これから教え て
いかなければ いけな いのに、カ ッターナイ フで 一瞬 に切り裂 いては、練習と は いえ空 しすぎ

ます。 一瞬 でこ の間切 ったも のを、 ゆ っく りゆ っく り時 間を かけ てき る子ども の気持ち は

不条 理にににに満満満満ち て います 。世 の不条 理を身 をも って体験さ せるには いいかも知 れませ
んが、電動糸鋸切り の楽 しさ は半減 します。

ポ イ ント ２２２２
練習 はははは、、、、板板板板 ではなく段段段段ボー ルを使使使使うううう。。。。

３３３３．．．．線線線線をををを描描描描 いてそれを切切切切らな いと上達 しな い
切切切切るときに教教教教え ること は、、、、姿勢 とととと手手手手 のののの置置置置きききき方方方方、、、、 そして切切切切る スピード
です。。。。 まず、電動糸鋸切り の正面に足を軽く前後 に開 いて立ちます。手は、段ボー ル板 に
上 から乗 せるよう に置きます。そして いよ いよ切 って行くわけ ですが、この時、切 って いる
部分をよく見 ておくよう に いいます。見 て いて手を切 ることはありません。手を切 るほとん
ど の場合 は、 よそ見を して いた時 です。
ついでに い っておくと、
電動糸鋸切りは大きな怪我を しそう で コワイと考え て いる方がたく
さ ん います。しかし、経験 から いうと最 も怪我 の少な い道具 です。電動糸鋸切りより金槌を
使 って いるとき の方が怪我を します し、頻度 から いうと ハサ ミで怪我をす るぐら いの頻度 で
し ょう か。確 かに使 い方を誤 ると大きな怪我 にもな りかねませんが、普 通は、怪我を したと
しても、指先 にす こし血を にじませる程度 が ほとんど です。です から、怪我を恐れず どんど
ん活用 して下さ い。

話を 元に戻します。姿勢がわ か ったら切 って いきます。最初 は直線 を切ります。こ の時 の

スピードが肝心 です。遅すぎず 早すぎず、静 かに前 へ進 め て いくよう に切ります。 段
ボ ー ルは柔ら か いので、力を入れ て前 へ押 し出すと 一瞬 で切れます。しかし、今 切 って いる
と ころが直線 からずれな いよう に確 かめながら切ると当然遅くな ります。つまり、 一瞬 で切
って いる子は力 の コント ロー ルと方向 の コント ロー ルを学ぶ ことが できません。そう は言 っ
ても、徐 々に修得す る ことが できます から、 早すぎ る ことだけ教え てあげ ま し ょう。
いず れにしろ、切 る時 には鉛筆 で線 を引 いてそれからずれな いよう に切ら せます。たとえ
直線 であ っても描 いた線 の上を切 るよう にします。適当 にま っすぐ切切切切 って いるだ

け では 、方向 の コント ロー ルが できませんし、これから のステ ップ ア ップ に支障が でます。
鉛筆 で線 を引 かせた場合、
ジグザ クや カーブだと大きさがまちまち にな り難易度 に差が で
き る ので、私 は予め印刷 した練習用紙を段ボー ルの上 にテープ で留 め、紙ご と段ボ ー ルを切
るよう にして います。

ポ イ ント ３３３３
適当 にににに切切切切ら せては いけな い。。。。どんなときも描描描描 かれた線通りに切切切切るるるる。。。。

４４４４．．．．電動糸鋸切りりりり究極 のののの奥義

こ の奥義 を知 れば どんな難 し い形 も切り抜く ことが できます。 そんな

電動糸鋸切り の技術 で最大 のポ イ ントはな んでしょう か。早くもそれを ここで公開 します。

究極奥義 です。。。。

大事な ことをな んと初 回、
初 め て電動糸鋸切りで段ボ ー ルを 一回切 ったか切らな いか の段階

で説明 します。大判振 る舞 い、出血大サー ビ スです。さ て、あまり勿体 つけ ても何な ので、

ポ イ ント ４４４４
電動糸鋸切り の究極奥義 はははは真真真真 っっっっ直直直直ぐぐぐぐ前前前前 へへへへ押押押押す こと。。。。

っっっっ直直直直 ぐぐぐぐ押押押押さ れ

拍 子抜け しま した ？ふざ け てな いでまじめにや れ ！とんでも無 い。大まじめ です。もう少 し
詳 しく いう と、切切切切ろうとす る直前 のののの部分がががが 刃刃刃刃にににに向向向向 か って真真真真

ること 。 または、切ろうとす る直前 の部分 （
１１１１セ ンチ前前前前 を みるよう に いいます）がががが、、、、
刃刃刃刃とととと自分とを結結結結 んだ直線上 にあ る こと です。
最初 に練習す る直線 切りは、１セ ンチ前 も、５セ ンチ前 も同じ直線 上 です ので位置合わせ
は簡単 です。まず、電動糸鋸切り の刃と自分 の中心 （へそ でもよ い）を結 んだ見えな い直線
を思 い浮 かべます。こ の直線 と切ろうとす る直線 をぴ ったり合わ せます。電動糸鋸切りによ
っては、目盛が テーブ ル上 に刻 ん であ る ので、目盛 の０の位置と切ろうとす る直線 を合わ せ
ても いいでし ょう。いずれ にしろ、切 る人が電動糸鋸切り の前 に真 っ直 ぐ立 って いな いと真
っ直 ぐに押す ことが できません。また、機械 そ のも のも斜 めに置 いてあ ると真 っ直ぐ の感覚
が狂 ってしま います。振動 で機械が少 し斜 めにな る ことがあ る ので気を つけま しょう。

５５５５課題 のののの難易度をををを決決決決める

A

一度 【【【【
ポ イ ント ４４４４】】】】をををを思思思思 いいいい出出出出 しましょう。。。。 電動糸鋸切

っっっっ直直直直 ぐぐぐぐ押押押押す こと」」」」が でき る、、、、 できな いが、、、、難易度判断 のののの

字
S カーブ型を考え

もう 一度繰 り返しますが、電動糸鋸切り の大切なななな事事事事 はひと つ。。。。鋸 刃にににに向向向向 かかかか

ぐ押す ことが できません。絶えず方向が変わります。 それ で、難 し いのです。

直 ぐ に押 せな いのは コーナー で方向を変え る時だけ です。しかし、 字
S カーブ は常 に真 っ直

てみま し ょう。クラ ンク型 の場合、 コーナー で方向を変え れば、また直線 にな ります。真 っ

な いも のは難 し い。」と っても シンプ ルな鉄則 です。 Ａのクラ ンク型と

基準 にな ります。 「真 っ直 ぐに押す ことが でき るも のは簡単。真 っ直ぐ に押す ことが でき

真真真真
る のです。「「「「

り の究極奥義 は 「
真 っ直ぐ に押す こと」です。電動糸鋸切りは、これに始ま ってこれに終わ

間違 った人は、もう

が必ずあ ります。 では、 そ の基準とは、 一体何 でし ょう か。

人は判断 のののの基準 が違 って いた のです。物事を判断す るには、そ の根拠、基準とな るも の

答え は、 「
Ａから先」 です。 正解 した人は判断 の基準が正しか った のでし ょう。 不正解 の

のこと です。さ て、どちら でしょう。

これを判断す るには、どちらが難 し いかを判断 して、簡単な方 から練習さ せれば いいだけ

図を見 て下さ い。 あなたなら、 Ａと Ｂ二本 の図形うちどちらを先 に練習さ せます か。

B

って真真真真 っっっっ直直直直ぐに押押押押す ことだけ です。。。。この真 っ直ぐに前 に押すと いう基本的な こと
が簡単 にでき るか、そう でな いかで課題 の難易度 も決まる。大変分 かり易 い教材だと いえま
す。

ポ イ ント ５５５５
真真真真 っっっっ直直直直ぐぐぐぐ前前前前 へへへへ押押押押す ことが できるかできな いかで、、、、課題 のののの難易度がががが決決決決まままま

クランク

るるるる。。。。

図工練習プリント－電動糸鋸Ｂ

が行 って いる指導 を説明 した いとおも います。図 のようなプ リ ントを Ａ４版程度 の用紙 に印

先 ほど の解説 でどう いう課題が難 しくな るかわ か って いただ いたと思 います ので、
実際 に私

６６６６待待待待ちちちち方方方方もももも大切なななな授業 のののの要素

直線

S字カーブ

図工練習プリント－電動糸鋸Ａ
ジクザク

刷 して子どもたち に配布 して、段ボ ー ル板 にテープ で留 めさ せます。３３３３本本本本あ る のは、、、、

全部をををを切切切切るるるる為為為為 ではありません 。電動糸鋸 は、 人数分あ るわけ ではな いので、どう
しても待ち時 間が できます。 また、 班毎 に作業 した場合、 班によ って早早早早 いいいい遅遅遅遅 いいいい が でてき
ます。あ る班は全員が切り終わ った のに、あ る班はまだ 一本も切れ て いな い子が いる、と い
う こともあります。そ こで、課題を複数作 っておく こと で、待 って いる間を遊ばな いで、別
の課題を して腕を磨 く ことが できます。 一本切るるるる毎毎毎毎 にににに交代さ せ て、、、、全員がががが 二二二二本本本本

切切切切れたら次次次次 のののの図形 にににに進進進進 むむむむ と いうよう に目安を決 めておくとよ いでしょう。な にごと
もそう ですが、せ っかく練習図形を ３ つも用意 した のだ から、
全員 に全 て切ら せようなどと、

完璧をををを求求求求 めることは、、、、ナ ンセ ンスです。。。。
完璧 を めざ して丁寧 にや って いたら 予定 した ことが できなくな ってしま ったな どと いう
こと は、この世 の中 いくら でもあ ります。三 つの仕事 を引き受け て、それを半分ぐら いの力
でや るとす ると ５０％ ×３で１５０です。も し完璧 に １００％ でや ったら １５０ ÷１００で、
一個 半 しか仕事を できな いことにな ります。つまり、半分 の仕事を全く手 つかず で放 り出す
こと にな ります。ちな みに、二対八 の法則があります。これは、２０％ の努力 で全体 の８０％
が できあが ると いうも のです。
逆 に残 り の２０％を仕上げ るために ８０％ の時間が使われ る
のです。何事 も完璧を目指すとあとち ょ っと のと ころ で大変な努力を強 いられ ると言う こと
でし ょう。
ちな みに、直線 以外 の図形が、 ３本 とも同じ ではな く、左側 ほほほほどどどど難難難難 しく な って いま
す。これ は、同じ ことをさ せると子どもが飽き る為 です。自分 は次 の難 し い形 に挑戦 して い
る のだと思うとや る気 も起き るでしょう。このよう に、この待待待待ちちちち方方方方をををを教師がががが用意 しししし

ておく ことは大切 です。別 のテク ニックとして、全員が電動糸鋸切りに並ぶと、教師が巡
視 できな いぐら い、機械 の周 りが混雑 します。子ども同士 のトラブ ルも予見さ れる ので、切
って いる人と、
待 って いる人 の２人しか席 を立たな いなど のルー ルを子どもと確 認しておく
と安全 に作業 できます。
と ころ で大切な事 をもう ひと つ挙げ ておきます。それ は、早く できた子に、次 の課題 に進
ませ ては いけな いと いう こと です。 （
似た別 の図形 のこと ではな い） それをす ると早 い子は
要領 よくと いう か人 のことを考えず にと いう か、遅遅遅遅 いいいい子子子子をぬかしてどんどん先先先先 にににに

進進進進 みます 。結果、遅 い子は い つま で待 っても順番が廻 ってこず にますます遅くなります。
みんながそ の課題を終え てから、次 の課題を 丁寧 に説明す る。これが理想 です。どんどん
先 に進 む子が いると今 の課題を してな い内 に次 の課題 の説明を聞 かせな いと いけなくな り
不都合が お こります。完全 にはできな いかも しれませんが、類似 の図形を こな して いる内 に
遅 い子が追 い つくような計画を立 てて授業 に望 むと いいでしょう。

ポ イ ント ６６６６
練習図形 はははは多多多多 めめめめにににに用意 して、、、、全員がそ の課題 のののの何割 かかかかできたら次次次次 のののの課課課課
題題題題 にににに進進進進 むむむむ。。。。完璧主義 はははは百害あ って 一益もな し。。。。

７７７７ジグザ ク の切切切切りりりり方方方方
それ では、先 ほど のプリ ントに戻りま し ょう。直線 の次 は、ジグザ ク です。ジグザ ク の場

板板板板
合 は、今 から切ろうとす る部分が真 っ直 ぐ自分 の方を向く ことが必要 です。そ のために「「「「

をををを傾傾傾傾 けること」」」」 を教えます。斜 めに押さな いよう に念を入れます。 段ボー ルは柔ら か
いので斜 めに押 しても切れ てしま います。 くれぐれも この点を強調 しま しょう。
１５度 の傾 き のジグザグ の場合、１５度傾け て切れば いいだけな ので、黒板上 で傾け て見
せれば 子どもたち はすぐ理解 でき るでしょう。コーナー に達 したら 一度 スイ ッチを切 って鋸
刃を止め て段ボー ル板を回転さ せます。１５度 戻して板 は真 っ直 ぐに戻る のでさら に １５度

っっっっ直直直直 ぐ に押押押押 して

の傾 きが必要な ので合わ せ て３０度傾 ける こと にな ります。文章 で書くとやや こし いですが、
ほとんど の子が問題なく でき るでしょう。
こ のジグザグ の目的 はははは子子子子どもたち に斜斜斜斜 め の線線線線 でも真真真真

切切切切るるるる 。言 い換え ると、板を傾けることを学習す ること です。 ついでに言うと、 コーナー で
鋸 刃を止める こと は、本来 正しくありません。。。。 コーナー でも鋸 刃を止めず に コーナ
ーを切る技術 が必要 です。ただ し、これは難 し い技術な のです。ここで、鋸 刃を止めず に切
ら せると、正確 に板を傾けさ せる ことが できなくな ってしま います。ここで、私たち教師 は

苦渋 のののの決断 を下します。どうす るか？教師 にあるまじき行為 かも知れません。。。。正正正正しく
な いことを教教教教え て、、、、 そ の場場場場をををを乗乗乗乗りりりり切切切切るるるる のです。嘘嘘嘘嘘もももも方便 です。。。。 多 少 の事 に
は目を つぶ る大 人 の面が教師 には要求されます。これ では、疑惑 の追求 を適当な言 い訳 でか
わ そうとす る偉 い政治家 と変わらな いなどと思 っては いけません。レベ ルが違 います。私た
ち教師 には、子どもたち に電動糸鋸切りを正しく使え るよう にさ せると いう崇高な使命があ
る のです から、ち ゃちな政治家 の疑惑 レベ ルと い っし ょにされ ては迷惑 です。
と ころ で、なぜ コーナー で止め ては いけな いか。また、当然、正しくな いことをす ると報
いを受けます。後 でこ のこと で苦労す ることにな る のですが、そ の辺 の所 はまた後 で説明 し

ます。

ポ イ ント ７７７７
嘘嘘嘘嘘もももも方便。。。。学習 のポイ ントを しぼ り、、、、板板板板をををを傾傾傾傾け て切切切切るるるる事事事事だけを教教教教え る。。。。

８８８８ク ランク のののの切切切切りりりり方方方方
クラ ンクは板を コーナー で９０度 回転さ せる他 は、ジグザグと かわ りません。難 しそう に見
え て簡単な課題 です。多 少気をををを抜抜抜抜 いてもかま いません 。 人間気を張 り つめ て いて
は疲 れ てしま います。でも、何も しな いと いう のも芸がな いので、ち ょ っと何 か いれ ておき
ま し ょう か。
それ は、

「「「「
１１１１．．．．先先先先 ほど の課題がががが正正正正しく でき ているか の確認」」」」
ジグザグ では板を傾 け て真 っ直 ぐ前 に押す ことを学習 した ので、同じ性質 のこ のクラ ンク
でもそれが でき て いるか、 巡視 して確 認します。

「「「「
２２２２．．．．嘘嘘嘘嘘 のののの告白」」」」
実 はこちら の方が問題 です。コーナー で スイ ッチを切 って鋸 刃を止め て いた ことが正しく
な い使 い方 で、本当 は、止めな い方が いいことを告白 します。しかし、あれ は間違 った方法
だ った ので今 から 正し い方法 でしなさ いなどと言 っては いけません。これ では、嘘 も方便 に
な りません。 ここでそれをす る のなら初 めから 正し い方法を教え て いた方がま しです。
そう ですね。 「
２．嘘 の告白」 はや っぱ りや めま しょう 。 こう しま しょう。

「「「「
２２２２．．．．嘘嘘嘘嘘 のののの上塗 りりりり」」」」

こ の方が良さ そう です。本当 は止めな い方が良 いなどと言わな いのです。教師得意 の二枚
舌 でこう いいま し ょう。

「「「「コーナー では、、、、 一度 スイ ッチを切切切切 って正確 にににに ９０度 回転さ せて下下下下ささささ
いいいい。。。。 でも、、、、 これから言言言言う ことはち ょ っと難難難難 し いので、、、、挑戦 した い人人人人だだだだ
け でいいですが、、、、 スイ ッチを切切切切らず に回転さ せる方法もあります。。。。ここここ
れが できる のとすすすすご いですね ぇ。。。。でも、、、、 コーナー で全全全全くくくく押押押押さず に回転
して、、、、線線線線 からずれな いよう に切切切切らな いとダ メですよ。」
こう い っておくと正し いのは 一旦止める事 で、さら に上 のレベ ルがあ るよう に聞 こえます。

も のは言言言言 いようとはこのこと ですね 。
なぜ、このようなやや こし い手順をとるか。それ は鋸 刃を止めず に回さな いと切れな い時
は いずれや ってきくるから です。 そ の時 にあわ てな いよう に、徐 々に備え ておくため です。
い ってみれば、防災グ ッズ のようなも のです。備えあれば憂 いな しです。できれば、止めな
いで回した い。しかし、それ では、正確な コント ロー ルが難 し い。そ こで、でき る子から少
しず つ止めな いで回す こと に慣れさ せ ておく。と いう方法 です。先 のような教師 の言 い方だ
と、止め て回してくださ いと い って いる のだ から、技術的 にそ のレベ ルに達 して いな い子が、
まず修得 しな いと いけな いも のをな いが しろにして、
高度な ことを してしまう割合が少なく
な ります。そんな ことを い っても、自分 の実力をわきまえず、できも しな いことをや ろうと
す る子はど こにでも いる のですが ・・・。こんな 子には、臆 せず 「
必ず鋸 刃を止め で回しな
さ い。」と堂 々と宣言 してや ってくださ い。そ の方方方方がそ の子子子子 のののの為為為為 です 。

ポ イ ント ８８８８
確認課題 のののの時時時時、、、、さ りげなく ステ ップ ア ップ の布 石をををを置置置置くくくく。。。。できるなら
コーナー で鋸 刃をををを止止止止めず に板板板板をををを回回回回すすすす。。。。

９９９９． Ｓ字字字字カーブを切切切切るるるる
さ て、 ここからが、電動糸鋸切り の最大 のののの山場、、、、 クライ マック スです。。。。 天
王山 です。 ここで不思議な ことが起 こります。線 通りりりり正正正正しく切切切切れ ていて、、、、本当 はははは

間違 っている と いう世 にも奇妙な ことがあち こち で発生 します。こい つがや っか いです。
あきら かに線 から外れ て いる子は、すぐ にわ かります。しかし、敵 は線 から外 しては いま
せん。
線 から外れ て いな いのだ から切れたも のを持 ってこさ せて確認 しても何 もわ かりませ
ん。 こう して正しくな いことが見逃さ れ てしまう世 の中 の縮図 のような ことが お こります。
そんな不正を許さな いために、教師 は、立ち上がらなければな りません。事件 は現場 で起 こ
って いる のです。 現場 に出向 かなければ結果 にににに騙騙騙騙され てしま います 。
段ボー ルの最大 の利点 でもあり欠点 でもあ る のが、 そ の柔ら かさ です。柔ら か いために、
多 少扱 いを間違 って いても 刃を折 ることがありません。それ で、刃 の替え方など教えなく て
も いきな り切ら せることが でき る のですが、逆 に言うと、切り方を間違え て いても切れ てし
まうと いう こと です。極端な場合、複 雑な図形 にな るとどちら向き に進 んで いいかわ からな
くな り、自分側 に引 いて切 って いる事さえあります。当然、鋸 刃は前側 にしか付 いて いませ
ん のでそ の刃に向 か って押さな いときれません。しかし、刃 のな い後ろ側 に押 し つけ て引 い

て い っても切れ てしまう のです。段ボ ー ルと い っても所詮 は紙 です。柔ら かさ故 に、そ のよ
うな無法をををを許許許許 してしまう のです。引 いて切 ると い った大間違 いなら いざ しらず、少 し
斜 めに押 してしまうと いう程度 では、何 の問題もな か ったよう に切れ てしま います。切れ て

なん の証拠もももも残残残残りません 。しかし、これを見逃 しては いけません。
しま った後 では、
巡視をををを繰繰繰繰 りりりり返返返返しししし、、、、現場百回、、、、自分 のののの目目目目でででで確認 しま しょう。

一一一一

と にかく、カーブ は、常 に板を回し続けな いと いけません。しかも、切ろうとす る部分が
鋸 刃に対 して真 っ直ぐ に押さ れるよう に刃にあたる ことが必要 です。。。。 切切切切ろうとす る

セ ンチ前前前前をををを見見見見さ せ 、そ の部分が自分 の方を向 いて いるか確認さ せま しょう。教師 ひと
り では、 巡視 に限界があ る ので、順番待ちを して いる子に、 「
今 切 って いる子が本当 に正し
く前 に板を押 して いるか、切ろうと して いる部分が自分 の方を向 いて いるか」を点検さ せま
し ょう。しかし、これも気休 め程度 です。や はり、教師自らが し っかり点検 してやらな いと、
間違 いを見 つける こと は難 し いです。
ここを いい加減 に過ぎ ると木 の板 に移 ったとき、
鋸 刃をあち こち で曲げ てしま い大変な 目
にあ います から、気を抜 いては いけません。
ちな みに、切切切切りりりり方方方方がががが間違 って いる子子子子をををを見見見見 つけ る方法 を アドバイ スしておきま
し ょう。それは、現場をををを足早にににに去去去去 るるるる人物 です 。カーブ を正しく切る為 には、押す ス
ピードと回転さ せる スピード の双方 のバラ ンスがとれ て いなげば いけません。です から、ど
う してもゆ っくりにしか切れません。早く切ると回転 をあわ せにくくな り不正確 にな ります。
遅 い子でも切り方 を間違 って いる子は いますが、早すぎ る子はかな り の確率 で正しく切れ て
いません。

ポ イ ント ９９９９
ＳＳＳＳ字字字字 カーブ は最大 のののの山場。。。。教師 のののの巡視 でででで必必必必ずずずず確認。。。。
ポ イ ント １０
早早早早くくくく切切切切るるるる子子子子はははは、、、、 正正正正しく切切切切れ ていな いことが多多多多 いいいい。。。。

図形 です。これは、ジグザ クから クラ ンクに進 んだ時 のよう に難 しそう に見え て、比較的容

ブ に、
ジグザ クや クラ ンク のよう にそ の場 で押さな いで回転さ せる コーナー の性質を加え た

Ｓ字 カーブ の確認図形が 「
波」です。これ は、緩や かに板を回転さ せながら押す Ｓ字 カー

１０．．．．波波波波→→→→切切切切りりりり抜抜抜抜きききき

A
図工電動糸鋸 -テスト
B

波
図工練習プリント－電動糸鋸 C
切り抜き

易 にクリ アでき る課題 です。 字
S カーブ の時 に巡視 できな か った子ども達 を重点的 に見ま し
ょう。

切切切切りりりり抜抜抜抜きききき」」」」 とされ て いる部分を見 て下さ い。 この図形 で大き
さ て、 このプリ ント で 「「「「
な ステ ップ ア ップをさ せます。
図形 そ のも のは正方形、正三角形、円、星と単純 です。しかし、 これを 「
切り抜く」とな
ると、今 ま でや ってこな か った ことをさ せなければな りません。もちろん、外側 から切 って
しまう のではありません。外枠 には傷 を付けず に、文字 通り 「
抜く」 のです。 そ の為 には、
目を つぶ って避け てきた事 に向き合わなければな りません
それ は、刃刃刃刃をををを外外外外すすすす こと です。 もちろん外 したら付付付付けねばな りません。。。。
切り抜くためには、図形 に穴を開け て、そ の穴 に鋸 刃を通 します。通すために鋸 刃を 一旦
外さなければ いけな いのです。
ご存 じな い方 の為 に念 の為 に説明 しておくと、
１．電源プ ラグを コンセ ントから抜く。 （
あ る いは抜け て いることを確認す る。）
２．刃を上側だけ外す －上 の刃止金具 （
刃止片）と蝶ネジ （
レバー） の位置を教え、蝶ネジ
（
レバー） の緩 め方を教え る。
時計 回りに締まり、時計 回りと反対 で緩 む ことま で教え ること。最 近 の子子子子ども の無知

をををを甘甘甘甘くくくく見見見見 ては いけません 。 この時、鋸 刃緊張 ノブを軽く押さえ、緩 んだ時、 ノブが
跳ね上がらな いよう に気を付けさ せます。
４．跳ね上げ式 アー ム の場合、 アー ムを跳ね上げ る。
５．板 の穴 に刃を通す。

６．再び 刃を取り付け る。上 の刃止金具 （
刃止片）と蝶ネジ の位置を教え、鋸 刃 の止め方を
教え る。具体的 には、蝶ネジを ゆるめ鋸 刃緊張 ノブを ゆ っくり押 し下げながら、刃止片 に鋸
刃が挿 入され る のを確 認し、 ノブ が安全 キ ャ ップ位置ま で降 りたと ころ で蝶ネジを締 める。
レバー式 の場合 は、レバーを下げ た状態 でノブ を下げ、刃が挿 入さ れ てノブ が下りたら レバ
ーを離す。
と以上 のような具合 です。今 ま では、ほとんど切り方だけに注意 して いれば良 か った のです
が、 ここから は、刃刃刃刃 のののの付付付付けけけけ外外外外 ししししにににに注意さ せなければな りません 。大大大大きな ス

「「「「
切切切切りりりり抜抜抜抜きききき」」」」な のか に ついて説明 しおきま しょう。なぜ

テ ップ ア ップ の時時時時 がや って来た のです。
さ て、なぜ、今今今今 ここで

なら、「
「
切り抜き」のような難 し い課題 は後 回しにして、板を切れるよう にな ってから教え
れば いいじゃな いか。」とか、「
初 め て電動糸鋸切りを勉強す る子達 に 「
切り抜き」は必要な
い。」と考え て いる人がき っと いるから です。別 にそ の人達を説得す る つもりはあ りません。
そ のよう に考え る合 理性があれば それ で いいと思 います。そう は い っても 一応、ここで 「
切
り抜き」を教え る理由を説明 しておかな いと多 く の読者 の方 は納得されな いでしょうね。
私 は、４．５．６年と段階的 に指導 して いく計画 の中 でこれが ４年 の初 め の頃 であ っても （
段
ボ ー ルを切 って いる のです から多 く はそう でし ょう）、木 の板 に入る前、比較的 早 いいいい段段段段

階階階階 でででで切切切切りりりり抜抜抜抜きを教教教教え るべき だと思 います。
それ は、この課題 の目的が、実 は 「
切り抜く こと」にあ る のではな いから です。木 の板を
切 るよう にな ると鋸 刃を折 ったり曲げ たりしてしま います。す ると鋸 刃を交換す ることにな
りますが、全 て の刃を教師が替え ると いう心構えなら いざ しらず、子ども達 に替えさ せよう

と思 って いるなら、それを教えな いとな りません。鋸 刃は、糸鋸盤 に上下 で取 り付けられ て
います。 刃を替え る為 には、上下 ２カ所 の取り付け取 り外 しを行う こと にな ります。
これを教え る のは至難 の業 です。 「
上 の刃 の外 し方 は、ああ してこう して、上 の刃 の付け
方 は、 これ であれ で、下 の刃 の外 し方 は、付け方 は ・・・・」と、 ４ つの事を 一度 に教え る
こと にな ります。ただ でさえ ひと つひと つが難 し いのに ４ つだな ん て、神業的な教師 の技が
要求されます。私 は、神様 ではなく平凡な 人間な ので、せめ て、上、下を別 々に教えた方が
分 かり易 いし、徹底す ると思 って いるだけ のこと です。切り抜き は、図形を切り抜くため の
課題 ではな か った のです。切切切切りりりり抜抜抜抜き の本当 のののの目的 はははは、、、、上上上上 のののの刃刃刃刃 のののの付付付付けけけけ外外外外 しししし だ っ
た のです。
ここで、上 の刃 の付け外 しを学習 しておくと、刃 の付け替え では、下 の刃 の付け外 しだけ
を教えれば いいことにな ります。

ポ イ ント １１
子子子子ども の無知をををを甘甘甘甘くみな いこと。。。。ネジを緩緩緩緩 めるには、、、、時計回りと反対
にににに回回回回す ことま で教教教教え ておく。。。。
ポ イ ント １２
切切切切りりりり抜抜抜抜き の目的 はははは、、、、切切切切りりりり抜抜抜抜く こと ではなく、、、、上上上上 のののの刃刃刃刃 のののの付付付付けけけけ外外外外 しにあ る。。。。

１１．．．． 一緒 にににに錐錐錐錐ま で教教教教え てしまおう
「
切り抜き」の課題 で、図形 に穴を開けます。段ボ ー ルな ので、鉛筆 でち ょいと突けば穴
が開きます。 しかし、せ っかくな ので錐錐錐錐 のことを教教教教え ておきま しょう 。
段ボー ルに穴を開け るとき は鉛筆 で突 いて、木 の板 は錐 を使う でも いいですが、そうす る
と同同同同じじじじ作業 にににに別別別別 のののの動作をををを教教教教え る こと にな ります し、 段ボ ー ルで練 習 してお いた方
が木 の板 の時 戸惑わず に済 みます。

の方 です。 十分な安全 に対す る指導 が必要 です。錐 の怪我 で多 いのが転 が り落

錐 は危険 な道 具 です。電動糸鋸 切 り で の学 習 で、怪我をををを心配す る のは、、、、電動糸

鋸鋸鋸鋸 より錐錐錐錐
ち た錐が足 の上 に落ち るも のです。
錐 は柄が丸 いので机 の上 に置 いておくと転 が り落ち て思
わぬ事故を招きます。そ こで、使 い終わ ったらすぐ に元 の場所 にもどさ せるよう にした いも
のです。発泡 スチ ロー ルを立方体 に切り、それ に錐 を付き刺 して机 の上 に置くと いうも の有
効な方法 です。こ の時、
錐を立 てて机 の上 に置く のではなく寝 かせて置きます。こうすれば、
倒 れ ることもなく、刃先 に ついた スチ ロー ルの立方体 のおかげ て、転が ることもなくな りま
す。

つけな い よう にしなければ いけ

次 に注意す る のは、持持持持ちちちち運運運運び の時時時時 のののの事故 です 。持ち歩 いて いるとき に、 人とぶ つ
か って怪我をさ せたら大変 です。 もち ろん、自分もももも傷傷傷傷
ません。
移動す る時 の錐 の持ち方 ですが、刃先を下に向け、刃に近 い柄 の部分 から 刃 のほとんど の
部分を握 るよう に持ちます。この時、刃先 は、手に握 り込まず、ほん の少 し手から はみ出す
よう にします。こうす ると、正面から は、柄 の部分だけが見え ることにな ります ので、な に

か の拍子に子ども同士がぶ つか ったと しても怪我をす ることはありません。また、刃先を握
り込んで いな いので、自分 の手を傷付ける こともあ りません。こう い った ことを道 具 の使 い
方 の最初 に指導 しておくと、かな り徹底 できます。同じ事 でも、途中 から徹底さ せようとす
ると、変な癖が ついて います ので、な おりにくくな ります。鉄鉄鉄鉄 はははは熱熱熱熱 いいいい内内内内 にににに打打打打 たな い

とダ メな のです。。。。
さ て、図 工室 の椅 子には、作業用 の丸 い穴が開 いて いるも のが多 いので、そ の椅 子 の場合
は、そ の穴を利用 して錐 で穴を開けるよう に指導 します。掌を合わ せて錐を挟 み込み、手を
こす り合わ せるよう にして穴をあけます。 段ボ ー ルな ので簡単 に穴が開きます。

ポ イ ント １３
穴開け の時時時時、、、、段段段段ボー ルでも錐錐錐錐をををを使使使使うううう。。。。
ポ イ ント １４
錐錐錐錐 はははは、、、、使使使使 いいいい方方方方だけ ではなく、、、、持持持持ちちちち方方方方をををを丁寧 にににに教教教教え て事故をををを防防防防ぐぐぐぐ。。。。

１２．．．．刃刃刃刃のののの付付付付けけけけ外外外外しししし
先 ほど説明 したような 手順 で、上部 の鋸 刃 の付け外 しを行 いますが、子ども達 にと っても、
結構難 し い作業 です。 外す こと は、 それ ほど でなく ても、付付付付け る のは大変 です。鋸 刃
緊張 ノブ を下に押 し下げ る のに力が入りますが、
急激 に押 し下げ ては八 の字形を した 刃止片
の中 に鋸 刃がうまく入りません。ゆ っくりと押 し下げ、時 には途中 で止めるな んてことも必
要 です。重 いも のを意識 してゆ っくり動 かす ことは、重 いも のを素 早く動 かす より格段 に難

協力 して鋸 刃をををを取取取取りりりり付付付付けけけけ さ せることにしましょう。
し いこと です。そ こで、ここは、
待ち方、待 たせ方 のと ころ で、説明 したよう に、電動糸鋸盤 の前 には、切 って いる子と待
って いる子 の２人が いるはず です。 そ の待 って いる子に協 力 してもらう のです。
ひとりが両手 で体重をかけ るよう にして、徐 々に ノブを押 し下げ て いきます。もう ひとり
は、 下り てきた刃止め部分 に鋸 刃がうまく挿 入され て いくよう に、 刃 の位置を調節 したり、
押 し下げ る子に指 示を出 したり します。 ノブ が安全 キ ャ ップ の位置ま で完全 にさが ったら
（
子ども には 一番下ま で下げ るよう に言うだけ でよ い。）
、蝶ネジを締 めます。
こ のよう に二人 で協力 しあうと比較的簡単 に付ける ことが でき るよう にな ります。もち ろん
慣れ てくれば、 ひとり で付けられ るよう にな ります。
さ て、ここで、
蝶ネジを締 め付け る力 の事 を取 り上げ ておきま しょう。鋸 刃 の取 り付けが、
蝶ネジ ではなく レバー式だと締 め付け強さ の問題 は起 こりません ので いいのですが、
蝶ネジ
の場合 は、 それが起 こります。強強強強 くくくく締締締締 めめめめ付付付付け ると次次次次 のののの時時時時、、、、外外外外 しにくくな り、、、、

弱弱弱弱 いと作業中 にににに刃刃刃刃がががが外外外外れれれれ てしまう 、そんな問題が出 てきます。
同じ作業をさ せたとき、４年生ぐら いだと 刃が外れ ることが多 く、６年生 では外 しにくく
な る ことが多 くな ります。これは、握力 の発達 の問題 です。これは、４年生 では、ち ょ っと
力を入れ て締 めるよう に指導 し、６年生 では、き つく締 めすぎな いよう に指導す るしか手が
あ りません。対処療法 にな りますが、電動糸鋸盤 の近くに雑巾を置 いてお いて、雑巾 で つか
ん でネジを回すと回しやすくな ります。

です。 ただ、 ペ ンチを置 い
OK

と ころ で、絶 対にペ ンチ ではさ ん で締締締締 めめめめ付付付付け ては いけません 。あまりおすす
めはできませんが、外れな いとき には、 ペ ンチ で回しても

ておくと、い つの日かペ ンチ でネジを締 め付け る子が出 てきます。電動糸鋸盤 の危機が訪れ
る こと にな ります。 そ こで、 ペ ンチ は最悪 の場合 に、教師だ けが使う よう にしま し ょう。

それが身身身身 のためです 。
と ころ で、それ ほど力力力力をををを入入入入れれれれ てててて締締締締 めめめめ付付付付けなく ても鋸 刃がががが し っかり取取取取 りりりり

付付付付けられ、、、、外外外外すときも簡単 にににに蝶蝶蝶蝶ネジが回回回回る のが正正正正し い姿姿姿姿 です 。 しかし、
締 めた つもり でも、機械を動 かすと鋸 刃が外れ てしまう ことはよくあります。この原因 は い
ろ いろあ り、子ども の力が弱 い場合 もありますが、ネジ 山や 刃止片 におが屑など の異物が入
ったりネジ の滑りが悪 か ったりす ること で、
本来必要な締 め付け力が発揮されな いことも多
いのです。鋸 刃が外れ るからと力 一杯ネジを締 めると外 しにく いだけ ではなく、力 一杯締 め
付けな いと 刃が止まらな いよう にな ってしま います。当然、ペ ンチ で締 めたりす るとネジや

への潤滑油 は、電

刃止片 の変形す るほど の力が加わ ります ので絶 対にしては いけません。締まりが悪 い場合、

ネジ
ゴ ミをと って、潤滑油をネジ に吹 き付 け てや りま し ょう。 こ の

動糸鋸盤 の可動部分 への注油と同様 に重要 です。授業が円滑に進 む重要な要素 です。蝶ネジ
が潤滑油 で スムーズ に回ると締 め付け に余分な力が かからず、
締 め付け過ぎが防げ ます ので、
当然 外すときも楽 に外 せるよう にな る訳 です。

ポ イ ント １５
刃刃刃刃 のののの取取取取りりりり付付付付けは ２２２２人人人人でででで協力 して行行行行うううう。。。。
ポ イ ント １６
刃刃刃刃をををを止止止止めるために、、、、 ペ ンチ でネジを締締締締 めては いけな い。。。。
ポ イ ント １７
メ ンテナ ンスは大切、、、、ネジ に潤滑油を つける。。。。
１３．．．．それ でも鋸 刃はははは外外外外れ てしまう
段ボー ル板 の穴 に鋸 刃を通 し、言われた通り協力 して鋸 刃をとり つけたら切 って いく ので
すが、それ でも不慣れな 子ども達 のす る事 です。蝶ネジ の締 め付けが弱 か ったり、刃 の挿 入
が浅 か ったりして鋸 刃が外れ てしまう ことがあ ります。
信 じられな いこと ですが、刃刃刃刃がががが外外外外れ ても気気気気づ かな い 子も中 には います。 刃が外れ
たまま切り続ける のです。まあ、上部が外れるだけな ので、鋸 刃そ のも のは、張 りがなくな
っても上下動を繰 り返 して います から、段ボー ル程度 は切れな いこと はな いのですわ からな
く はありません。 それにしても何 か変だと気づきそうなも のですが ・・・。世知辛 いいいい世世世世

のののの中中中中 でででで、、、、これだけおおら かな気持ち で生生生生き ていられたらさぞ幸幸幸幸 せせせせでし
ょう 。
音音音音 にににに注意す る よう に予め言 っておきます。鋸 刃が外れた こと
そんな 子ども達 の為 に、
に気づく のは目よりまず耳 です。今 ま で違う音 が聞 こえ たら 一旦 スイ ッチを切 って点検 して
みる ことを教え ておきま し ょう。

余談 ですが、鋸 刃を段ボー ルの穴 に通すとき、上 から見ながら穴 に通す のは難 し いです。
や ってみればすぐわ かりますが、至難 の技 です。板 の下から見 て刃を穴 に通すと何と言う こ
ともな い動作 ですが、気づ かず に結構苦 しんで いる子が でてきます。まあ、ここは、心 の中
でい つ真実 にににに気気気気づく かおも しろが って いても いいですが、時間 に余裕がな か ったらさ
ら りと教え ておきま し ょう。
プ リ ント の図形 は、正方形、三角形、円、星 の順 にでも切れば いいでし ょう。ただ、全部
切 る必要 のな いことは、ポ イ ント ６で申 し上げ た通り です。

ポ イ ント １８
異常をををを知知知知 る のは、、、、目目目目だけ ではな い。。。。音音音音 にも気気気気をををを付付付付けさせよう。。。。

ここま で の練習順序をまとめ ておく ことにしま しょう。

直線
↓↓↓↓
ジグザグ
↓↓↓↓
クラ ンク
↓↓↓↓

↓↓↓↓

ＳＳＳＳ字字字字 カーブ

波波波波
↓↓↓↓
切切切切りりりり抜抜抜抜きききき

真真真真 っっっっ直直直直ぐぐぐぐ押押押押すすすす

コーナー で板板板板をををを傾傾傾傾ける

コーナー で９０度板をををを回転さ せる

板板板板をををを絶絶絶絶えず 回回回回しながら押押押押すすすす

板板板板をををを絶絶絶絶えず 回回回回しながら押押押押 しししし、、、、 コーナー で回転さ せる

上上上上 のののの刃刃刃刃 のののの付付付付けけけけ外外外外 しししし

１４．．．．テストする
いよ いよ段ボー ルともお別れす る時が近付 いて来ま した。 ただ、 子どもたち にと っては、

関所がががが待待待待ちちちち受受受受け ています。。。。テ スト です。。。。 ここま で学習 して来た ことがきち んと
身 に ついて いるか、教師も確 認しな いと いけませんし、 子ども自信 も知らねばな りません。
自分 の実力を知 る こと はと ても大 切な こと です し、な にも テ ストは国語、算数 に限 った こと
ではありません。 図 工でも、技能的な こと は、どんどんテ スト して評価 してや るべき です。
作品 の元気が良 いとか発想が おも しろ いと か、色使 いに独特 の味 があ るなどと いう曖昧模

です。

糊糊糊糊と した基準 でででで評価され て いる 子どもたちが、 「合格、 不合格」 で、は っきり
白黒を つけ てもらえ る数少な い機会
評価 と いうと成績 を思 い浮 か べる のが教師 の悲 し い性 ですが、別にそれを成績 に反映さぜ
なく ても いいかも しれません。 ここで、重要な のは成績を つけ ること ではなく、 「
でき て い
るか、でき て いな いか」を客観的 に子どもたち に提示す る こと です。子どもたち は、褒美を
求 め て いる訳 ではありません。自分が正しく でき て いると思 って いた ことを、先生 に 「
正し
く でき て いる」と追 認 してほし いのです。このことが自信 に つなが り、意欲 へと つなが りま
す。子どもたち の意欲づけ にもな ります ので、ぜ ひ、ここら 辺辺辺辺り でテ ストも入入入入れ て
下さ い。
さ て、実際 のテ スト の手順 ですが、プ リ ント のＡＡＡＡのののの線線線線 をををを １１１１本切ら せるだけ で

すすすす 。切切切切れたも のを教師 のと ころま で持持持持 ってこさ せ て、正しく切れ ていれば合
格、切れ て いなければ 不合格 です。合格 不合格 は、線 通りに切れ て いるか いな いかで判断 し
ます。プ リ ント の線 はあ る程度 の太さがあ ります ので、それを外れ て いなければ良 しと しま
す。 ただ、厳密すぎ るとととと不合格がががが増増増増え る以外 にあまり意味がな い ので、す
こしぐら いのこと は目目目目を つぶ りま しょう 。あまり厳 し いと人間性を疑われます。テ ス
ト の目的 は、方向と速度を コント ロー ルでき て電動糸鋸盤が思 い通りに切れ るかどう かで、
線 から はみださな いこと ではありませんから。 ただ、私もよくや ってしまう のですが、 「
こ
こがち ょ っと不正確 かな ぁ」と か 「
まあ、危な いと ころだけど ・・・」とか、最終的 に合格
さ せる子に難癖を つけ てしまう ことがあります。 これ は、人間が でき て いませんね

ぇぇぇぇ 。そう思 っても、それは自分 一人 のののの胸胸胸胸 のののの内内内内 にににに仕舞 って 、ただ 一言強 い調子で 「合

格 ！」とだけ言 ってや れる のが大 人と いうも のです。

明明明明ら かに形形形形がががが違違違違うううう も のは、まだ技術が身 に付 いて いな いと いう こと です。クラ ンク
を丸く切 ったりす る子や Ｓ字 カーブが歪にな る子は不合格 です。丁寧 に ここま でや ってきま
したから、 不合格 にな る のは、 ほん の 一部 の筈 です。
不合格ならもう 一本 の線 を切 ってまた持 ってく るよう に指 示します。残念ながら、子ども
たち の切 ったも のを評価 しながら、同時 に実際 に切 って いると ころを見る こと はできません。
そんな ことが でき る のなら、何も 一介 の教師 で収ま って いる必要 はな いでし ょう。同時 に点
検 できな いので、線 通りりりり正正正正しく切切切切れ て いて、、、、本当 はははは間違 って いる 場合 見逃 し
てしまう恐れ はあ ります。それはそう ですが、何事 にも限界 はあります。今 回は、巡視 でき
な いので、 そ の点 はあきら めま し ょう。 ただ、 切り取 った ２片を元 のよう に合わ せ てみて、
反対側 から見たとき に、切り 口が幅広 くな って いたら斜 めに押 して いる可能性があ ります。
しかし、これも正確 にわ かる訳 ではあ りません。まあ、ここで見逃 しても不正はははは必必必必

ずずずず暴暴暴暴 かれると 、 のんびり構え て次 に進 む ことと しましょう。
ポ イ ント １８
テ ストは嫌嫌嫌嫌なも のではな い。。。。や る気気気気をををを引引引引きききき出出出出す スパイ スにな る。。。。テ ス
ト で子子子子ども到達度をををを確確確確 かめよう。。。。

１５．．．．鋸歯をををを替替替替ええええるるるる
っておかなければ いけな いこ
です。面倒な ので今はで目を つぶってきましたが、い

木木木木をををを切切切切るるるる前前前前 にや
いよいよ木 の板に入りますが、
とととと があります。それは、
鋸 刃 のののの取取取取りりりり替替替替ええええ

よいよその苦難と向き合うときがきた のです。先送 りした問題にはいつか立ち向かわなければなり
ません。でも、安 心して下さい。ただ、先送 りした のでは、ありません。この苦難が軽減するような方
策を講じて先送 りしました。あなたはやるべき ことをやってきた のです。図形の切り抜き の課題で上
部 の刃の付け外しを行いました。今 回、刃の取り替えと言っても 下の刃を付け外すだけで済みます。

それ では、いよいよ鋸歯を変えてみましょう。

策策策策 をををを巡巡巡巡らせて我我我我がががが身身身身 をををを有利 にににに導導導導くくくく。。。。すすすす
どう です。希望 の光が見えてきたでしょう。
べてに通通通通じる処世訓 です。。。。
ところで、なぜ ここで鋸 刃の交換をするかという ことも少し説 明しておきましょう。それは、、木を
切るとどうしても鋸歯を曲げたり折ったりします。その時、鋸 刃を交換する必 要があります。それ

1

を全 て教師が替える ことは難しいので、どうせ教えるな らタイミング 的にここが 番いいのです。
先ほども言ったように図形の切り抜き で上 の刃は付け外しができるようになっています ので、ここで
教える のは鋸歯 の向きと、下部 刃止金具 の位置と刃の挿 入方法、蝶ねじ締め方だけです。
鋸 刃の向きとは、鋸 の刃という のはギザギ サが 同じ角度になっている のではありません。 一方方向
にだけひっかかるような角 度 の付け方 にな っていて、逆 方向 には、ひっかからないようにな っています。
この、引っかかるときに切れる のです。電動糸鋸盤は、下にモーターが取り付けられいて、下に引っ張
る仕組みで鋸 刃を動かしています。そのため、下に引っ張ったときひっかかる向き、つまり下向きききき

のギザギザ にな るよう に刃刃刃刃をををを取取取取りりりり付付付付ける のが 正しい取り付け方 です。また 下から
先に、下部 の刃止金具に先に取りつけます。
具体的には、
「
鋸歯 上部を外しているも のとして」

.
1

蝶ネジを緩める

.
2

折れた歯を外す

.
3

鋸歯 の向きに気を つけて新しい刃を 下部鋸 刃挿 入穴に差す

.
4

蝶ネジを締める
あとは上部を 取り付けるとと新しい刃に付け代わります。
練 習方法としては、新しい鋸 刃を班に 一本渡し、現在 付いている 刃と新しい波を交 互に交換 させても
よいでしょう。班 の中 の二人が 元から付いている歯を新しい刃に、次 の二人がその刃を 再び 付け替え

1

歯歯歯歯をををを付付付付けけけけ替替替替えられた
て元の歯に戻すというような ことを 回通り経験させましょう。ただ、
方方方方が いいですが、、、、本当 にににに大切な ことは正正正正しく切切切切れると いう こと です。。。。
刃の付け替えに時 間をかけるよりは、正しく切れるように時 間をかけた方が有意義 です。蛍光灯 の

鋸 刃がががが交換 できな い位位位位 でででで目目目目くじらを立立立立 てな
取り替えができない大 人もいます。
いいいい ようにしましょう。この鋸 刃の交換、教師はできるようになっておく必要がありますが、子どもに
とってはかなり難しいことでもあります。それは、技術的な未熟さというよりは、締め付ける力や鋸
は緊張ノブを押し 下げ る力が足りないための身体 の発達によるも のが大きいのです。もし、同じ事
を大人になって教えれば、あ っという 間にでき てしまいます。筋力 のない子に無 理強いをする ことは
ありません。たとえ 刃を折ったとしても、そ の時 刃の交換ができない子には教師が付け替えてやれば
いいのですから。

ポ イ ント １９
木木木木 のののの板板板板 にににに入入入入るるるる前前前前 にににに最後 のののの試練。。。。 刃刃刃刃 のののの交換
ポ イ ント ２０
鋸 刃はははは下向きに下下下下から先先先先 にににに
ポ イ ント ２１
刃刃刃刃はははは交換 できた方方方方がががが良良良良 いが、、、、交換 できなく ても大大大大 した問題 ではな い。。。。

１６．．．．板板板板をどうす るか
段ボールは手軽に手に入ります ので自由に切らせる ことが できますが、問題は練 習 用の木 の板 で

練習用 にベ ニヤ合板をををを新新新新 しく購 入す る のは勿体な い ですね。段ボ ールを
す。
練 習にして、ぶっつけ本番 で木 の板を使 って作 品を作るという のであ れば 、それもいいでしょう。しか
し、段ボールと木 の板は若 干違うところがありますから、できれば 木 でも自 由に切れるも ので練 習
をさせておきたいところです。
もし、あなたが、明 日から でも 電動糸鋸切り の授業をしようとして、それまで何 の準備もない場合
は仕方がありませんが、時 間的に余裕があ るな ら、電動糸鋸 切り の指 導 の前 に、木版 画を学 習して
おく ことを おすすめします。そう です。木版 画に使 った版木を電動糸鋸 切り の練 習 用の板に使う の
です。木版 画を 刷り取った後 でも版木さえ残しておけば 何度 でも 刷り取る ことが できます ので人に

1

よっては版木を切り刻んでしまう ことに抵抗があるかもしれません。しかし実際 には 度 刷り取った

版を 再び 使 って授業す る ことはほとんどあ りません。まして、家庭 に持 って帰って再び 家庭 で版 画を
刷るなどという ことも考えられません。ごみとして早 々に捨 てられる のが関 の山です。保護者にして
みれば 、すり取った版 画を 返しても らえばそれ で十分 ではないでしょうか。版木を 見てこれを 刷り取
るとう こうな るんだという 一時 の感 動はあ るかもしれませんが、それも 一瞬 です。それよりは、電

練習用と して第 二 のののの人生をををを歩歩歩歩 むむむむ方方方方がががが版木 にと っても幸幸幸幸 せせせせ な の
動糸鋸 切り の
ではないでしょうか。ところで、ここでいう版木とは、厚さ ４ミリ程度 の合板 のこと で、当然 のこ

とながら新 しく木版画を行 おうとす る時 は これぐら いの板を使わなければ、
電動糸鋸切り の
練習用と しては使 いにくくな ります。

一歩進 めて、協 力的な学校 な らば 、職員 で申し合わ せて使 用済 みの版木を 図 工室 にでも ストック
しておく良いでしょう。ただためすぎ ないようにしてください。お金と違 って貯めすぎ ても豊 かにな
れる訳ではありません。

ポ イ ント ２２
練習用板 はははは使使使使 いいいい終終終終わ った版木をををを使使使使 おう。。。。

１７木木木木をををを切切切切るるるる
木 の板を切 る時 の注意点 は何 でしょう か。それ は、何 よりも切切切切る スピードに注意すすすす

るるるる こと です。木 は、段ボー ルより堅 いので段ボー ルよりゆ っくり切るよう に指導 します。
段ボ ー ルを切 る のに慣れた子ども達 は、どう しても早く切 ってしま います。しかし、段ボ ー

ルと同じ感覚 で前 に押 してしまうと、鋸 刃が押される力 に負 け て後方 に曲が ってしま います。
通常 刃を曲げ てしまうとき には、斜 めに押 して横向き の力を加え てしま い、横 に弓な りに曲

のです。 そ こで、強 く押 さな いでゆ っく りと力を加え るよう に注意 します。

げ てしまう ことが多 いのですが、 スピードが速 すぎ る場合 は、、、、 正正正正しく押押押押 して いて曲曲曲曲

げ てしまう
と ころ で、こ の時 切る図形 は これま で の学習をなぞ るよう に進 め ても良 いのですが、通常
それ ほど の時間がとれな いことと、子ども興味 が続 かな いことなど から、これま で の課題を
抜粋す るような課題 の出 し方 で良 いと思 います。この後 の作品 によ ってここで の切り方を臨
機応変 に変え て いく のもよ いでし ょう。たとえば、曲線 を多 用す る作品を作 るためには、Ｓ
字 カーブなど曲線 の多 い課題を与え て切ら せてみる。カクカクした作品 の場合 はクラ ンクを
重点的 に切ら せてみると い った具合 です。もち ろん、適当 に切 る のではなく、線 を描き、そ
の線 から はず れな いよう に切ら せる のは段ボー ルの時 と同じです。

ポ イ ント ２３
木木木木をををを切切切切るポ イ ントはゆ っくり、、、、 ゆ っくり。。。。

１８なぜ コーナー で止止止止めては いけな いか
ず いぶん前 の話題な ので、もう忘 れ てしま った方も いら っしゃるとおも いますが、ジグザ
グ 切り のと ころ で、コーナー で電動糸鋸盤 のスイ ッチを 一度 切 って、鋸 刃を止め て板を回す
と いう ことを しま した。と ころが、実 はこ のよう に止め て板を回す のは間違 いであ ると いう

ことも いいま した。 正しくな いことを教え て乗 り切 ってきた ので、いよ いよそ の報報報報 いいいい

をををを受受受受ける時時時時がや ってきました。。。。審判 のののの時時時時 です。。。。
このまま木木木木 のののの板板板板をををを切切切切ら せると、、、、あち こち でバタバタと大大大大きな木木木木をををを跳跳跳跳

しかし、 これ はあくま でこ のまま何 も しな か った

ねねねね上上上上げ る音音音音がががが聞聞聞聞 こえ、、、、鋸 刃がががが曲曲曲曲がり、、、、先生、、、、先生とあち こち から ヘル
プ コー ルの嵐嵐嵐嵐がががが吹吹吹吹きききき荒荒荒荒 れます。。。。
時 です。結果が分 か って いるなら対策 もあ ります。
電動糸鋸盤 の鋸 刃は、た い へん細 い刃ですが、左右 の厚 みに比 べて、前後 の幅 は広 くな っ
て います。板を切 ると左右 の厚 み分 の溝が できますが、こ の溝 で鋸 刃を挟 み込んで いる状態
です。こ の挟 み込まれた状態 で、板を回転さ せるとどうな るか。溝 の幅 にくら べて、刃 の前
後 の幅が長 いので、く るりと溝 の中 で回転す るわけ には いけません。溝が鋸 刃を挟 んで鋸 刃
ご と回転 しようと します。鋸 刃は上下を固定さ れ て いる ので、刃刃刃刃はははは捻捻捻捻 れ てしまう こと
にな ります。大きく板を回転さ せるとそれだけ強く捻られ てしま います。板を回転さ せ終わ
り、ま っすぐ に押 せる正し い位置 にセ ット したとき には、鋸 刃は見 るも無惨 に捻られ て いる
こと にな ります。
こう した状態 で再び スイ ッチを入れるとどうな るか。捻 れた刃が板を スムーズ に切る こと
が できず、板を引 っかけ てしま います。す ると、板が 刃 の動き にあわ せて上 へ持ち上がりま
す。突然、手 で押さえきれず木 の板が上下す るバタバタと いう大きな音が聞 こえ たら ほとん
どが捻られた 刃 の仕業 です。
段ボ ー ルは柔ら か いので、溝 にはされまた状態 で回転 しても、鉄 の鋸 刃に破 かれ てしま い
溝を広げ ます。そ のため刃が捻 れ ることがな いのです。と ころが、木 は堅く、板 の回転 で溝

を広げ る こと はあ りま せん。 そんな 訳 で、段段段段ボ ー ルから木木木木 のののの板板板板 にににに変変変変わ ったら コ

ーナー で止止止止めて切切切切ると いう方法 はははは見直すすすす必要が でてくる のです。。。。

でした。 そ のため、ジグザグ でも真 っ直 ぐ位置を合わ

念 のためにもう 一度確 認しておきますが、電動糸鋸切り の学習 でも っとも大切なななな事事事事

はははは、 「
ま っすぐに押押押押す こと」」」」
せる ことを優先 して、コーナー で止めると いう こと にはあえ て目を つぶ った のでした。過去
を変え ようと しな いで下さ い。あ の時時時時 はあれが最良 のののの方法だ った のです。。。。
さ て、鋸 刃を止め て コーナーを回せな いとな ると厄介 です。 一部 には、教師 の詭弁 に乗 せ

ので、多 少は気が楽 ですが ・・・。実際 に鋸 刃を止めず、 そ の場 で板を全 く

ら れ て段段段段ボ ー ルの段階 でででで止止止止めず に回回回回すすすす高等 テク ニックを身身身身 に つけた強強強強

者者者者も います

押さな いで回すと いう のはかな り高度な技術 です。止めな いと位置あわ せが いい加減 にな り、
思 った形 に切れなくな る子が でてきます。
そんな 子達 のことも考え て、分割 回転法をををを授授授授け ておきま しょう 。どんな技 かと

度 にににに板板板板をををを回転さ せず、、、、何 回かに分分分分け て回転さ せる方法 です。た
いうと、 一
とえば ９０度 回転さ せる時 に、 い ったん スイ ッチを切 って３０度 ぐら い板を回転さ せます。
一度 スイ ッチを入れ てまた止めます。ふただび、３０度 ぐら い回転さ せて、スイ ッチを入れ、
また止めます。こ のよう に少 しず つ回転さ せながら鋸 刃をそ の度 に少 し動 かす事 を繰 り返 し

一度 にににに回回回回

ながら目的 の角度 ま で回転さ せます。こうす ると、鋸 刃は強 く捻られ ることがなく、時折動
かす こと で、溝を広げ て鋸 刃を通りやすくす る ことが できます。

コーナー で鋸 刃をををを止止止止め て回回回回すすすす 人人人人はははは、、、、
子ども達 に説 明す る時 は、「「「「

さな いで、、、、何 回かに分分分分け て回回回回しましょう。。。。少少少少 しししし回回回回したらそ の場場場場 でででで足踏

みみみみ （（（（一度 スイ ッチを入入入入れ てまた止止止止めめめめるるるる））））しししします。。。。 ９０度 回転さ せるな
らららら、、、、３３３３～～～～ ４４４４回回回回にににに分分分分け て回回回回すと良良良良 いでしょう。」 と説明す るとよ いでしょう。 こ
の分割 回転法だと、スイ ッチを入れたり切 ったりが面倒 ですが、鋸 刃を止めた状態 で板を回
転さ せる ことが できます ので、正確 に位置あわ せを行う ことが できます。こ の分割 回転法 は
面倒な ので、慣れ てくれば自然 に子ども達 は、鋸 刃を止めず に回転さ せるよう にな ります。

ポ イ ント ２４
木木木木がバタバタ の大大大大きな音音音音をををを立立立立 てて持持持持ちちちち上上上上が る のは、、、、鋸 刃がががが捻捻捻捻れ ている
ことが多多多多 いいいい。。。。
ポ イ ント ２５
木木木木 のののの板板板板をををを回転指 せる時時時時、、、、段段段段ボー ルと同同同同じでは いけな い。。。。
ポ イ ント ２６
木木木木 のののの板板板板をををを回転さ せる秘策 はははは、、、、分割 回転法

１９厚厚厚厚 いいいい板板板板 はどうす るか
これま で の段ボー ルの効果的 で順序だ てた指導 で、子ども の技術 は着実 に向上 して います
ので、４ミリ程度 の合板なら、段ボー ルのと ころ でテ スト した図形を いきな り切ら せてもか
な り の子どもが正確 に切る ことが できます。ゆ っくり押す ことと コーナー で止めな い （
止め
ても分割 回転 で）こと の２点 以外新 しく指導す ること はな いので、実 は、電動糸鋸切り の技

術指導 は、段段段段ボ ー ルの段階 でででで９０％％％％ 以上達成 して いた こと にな ります。 そ の為、
段ボ ー ルの時 のよう に何枚 も木 の板 で練習 しなく ても、十分作品を作 る ことが できます。と
いう より、何枚も練習用 の板を確保す ることは難 し いでし ょう。
さ て、板板板板 のののの厚厚厚厚 みに ついても説明 しておきま し ょう。木版 画 の版木 に使う ４ミリ程
度 の合板 は段ボー ルとあまりかわらな い感覚 でき る ことが できますが、９ミリと か １２ミリ
と か い った厚め の合板 にな るとさら にゆ っくり切ら せる必要が でてきます。

板板板板 のののの厚厚厚厚 みが ２２２２倍倍倍倍 にな ったら スピードは ２２２２分分分分 のののの１１１１でででで、、、、３３３３倍倍倍倍にな ったら ３３３３
分分分分 のののの１１１１ できら せま しょう。切れ て いく スピードを押す スピードが上回 ってしまうと鋸 刃が
曲が ってしま います。

もし、、、、 刃刃刃刃をををを曲曲曲曲げ たり折折折折 ったりしたら、、、、
ちな みに、私 は、木 の板を切 る前 に、「「「「
修行 のののの旅旅旅旅 にににに出出出出 てもら います。」 と宣言 しておきます。修行と いう のは、段ボー ルの
テ スト図形 に逆 戻りして、正確 に ３回切 ったら 元 の課題 に復帰さ せると いうも のです。子ど
も達 は、エ ェーと いうブ ーイ ングを発 しながらも結構 スリ ルを味わ いながら課題 に集中 しま
す。別に この方法 でなく ても いいのですが、こんな風 にして い っておく こと で、教師が言 っ
た これま で の指導 を思 い出 しながら刃刃刃刃をををを折折折折らな い正正正正し い切切切切りりりり方方方方 をををを心心心心がけ る よう
にな ります。
鋸 刃は安価な ので、折れたり曲が ったりしたらどんどん交換 してや れば よく、刃を折 るこ

ここでも、鋸 刃を折 ったり曲げ たりさ せ

とを恐れず練習すれば良 いのですが、はじめからそんな事事事事をををを言言言言うと、、、、子子子子ども達達達達

のののの切切切切りりりり方方方方 はははは乱暴 にににに不正確 になります。。。。

な いため ではなく、正し い切り方を身 に つけさ せるため鋸 刃を折 ったり曲げ たりしな い切り

方 をさ せる必要があ る のです。 です から、ほんとう に鋸 刃をををを折折折折

ったと しても、、、、

怒怒怒怒 っては いけません。。。。形形形形あ るも のは必必必必ずずずず壊壊壊壊れる のです から。。。。 鋸 刃は正し
く使 って いても い つかは折 れます。 そう でな いと鋸 刃を製造 して いる会社が儲 かりません。

修修修修行行行行 にににに旅旅旅旅
に っこり笑 って新 し い刃を渡 してあげ ま し ょう。 そ してこう いいま し ょう。「「「「
立立立立ちましょう」」」」
もち ろん、前 に使 って いた子ども達 の締 め付けが悪 か ったり、木が堅すぎ たりして鋸 刃が
破損 した時 は、そ の子 の責任 ではな いので、修行を命 じては いけません。繰 り返しにな りま
すが、鋸 刃を破損 しな いことが目的 ではなく、正し い切り方を意識さ せるため です から。そ
れ に修行者があまり多 くな ると木 の板を切 る子 の邪魔 にな ってきます。何事も行き過ぎ はよ
くあ りません。教師 にににに要求される のは、、、、卓越 したバラ ンス感覚 です。。。。
と ころ で、刃が折 れたら交換す るしかな いですが、刃がね じれたり曲が ったりしても交換
す るほど でもな いと い って、そ のまま使 い続けさ せる人が います。 これ は、絶 対にダ メ

です 。なぜなら、曲が ったり捻 じれたりした刃では、真 っ直ぐに押 しても斜 めに切れ てし
ま い、正しく押 せな いから です。こんな 刃を使 って いると 刃に子ども の方が順応 してしま い、
斜 めに押す変な癖が ついてしま います。鋸 刃は安価なも のです。百本 ほどまとめ て買 ってお
いて、曲が ったらどんどん替え てや りま し ょう。
こ の章 の最後 に、電動糸鋸盤 のメ ンテナ ンスに ついてふれ ておきま しょう。

ポ イ ント ２７
板板板板 のののの厚厚厚厚 みが増増増増す ほどゆ っくり切切切切るるるる。。。。
ポ イ ント ２８
鋸 刃をををを破損 しな いよう に心心心心がけさ せることが、、、、正正正正し い切切切切りりりり方方方方 に つなが
るるるる。。。。
ポ イ ント ２９
曲曲曲曲が った鋸 刃をををを使使使使 いいいい続続続続け ては絶 対ダ メ

２０メ ンテナ ンスと購 入
機械 はメ ンテナ ンスが重要 です。と い ってもな にも特別な こと ではなく、清掃とととと

注油 です。清掃 は授業 の終わりに機械 にたま ったおが屑を全員 で掃除さ せま しょう。 ５分
程度掃除 の時間を取れば 十分 でし ょう。
強 く叩き落とすとホ コリが舞 い上が るだけ です ので、
そ っと集 めさ せます。掃除機を使わ せ ても良 いでし ょう。掃除機を使うとき、木切れや 段ボ
ー ルの切れ端を吸わな いよう に い っておかな いと掃除機を詰まら せ てしま います。おが屑だ
けを吸 い込むよう にさ せま し ょう。掃除 にかかる前 には、コンセ ントから電源プ ラグも抜 い
ておきます。 これを忘 れる ことが多 いので何度 も指導 しま しょう。
次 に これ は教師 の仕事 にな りますが、注油も大 切な メ ンテナ ンスです。毎 回 でなく ても良
いですが、時折注油も行 います。電動糸鋸盤 には注油 口の表示があ るも のがあ ります ので、
そ こから、なければ 可動部分 に注油 します。鋸 刃 の付け外 し の部分 でも書きま したが、蝶蝶蝶蝶

ネジ部分 にも注油 しておくと鋸 刃 の取り付け、取り外 しが楽 になります。 また、 これ
は注油 ではあ りませんが、足踏 み スイ ッチ のネジが振動 で緩 ん でく ることがあ り、スイ ッチ
が外れたり スイ ッチが入りにくくな ったりします。時折点検 しておきま しょう。

電動糸鋸盤をををを長長長長くくくく使使使使わな いとき は、、、、鋸 刃をををを外外外外 しておきま しょう 。付
け っぱな しだと鋸 刃緊張 ノブ を ひ っぱ り続ける こと にな り機械 に良 くあ りません。また、カ
バーをかけ ておくと、ゴ ミが可動部 に入り込みにくくな る ので機械が長持ち します。
と ころ で、新規 に電動糸鋸盤を購 入さ れる こともあ るかと思 います ので、購 入時 のチ ェッ
クポ イ ントを挙げ ておきま し ょう。
まず、アー ムは跳跳跳跳ねねねね上上上上げげげげ式式式式 が良 いでしょう。板 の切抜きが格段 に楽 にできます。ま
た、 同じくアー ムは長長長長 いも のがよ い と思 います。短 いも のだと、 アー ム部分 に板が
あたり ま,わ せなくな ります。大きな作品を高学年 で作 ろうと したとき障害 にな ります ので、
アー ム の長さ にも注意 しま し ょう。また、上部 刃止金具 の締 め付け方法 は蝶ネジ より レバー
式が簡単 ですが、 これを基準 に選ぶと選択肢が限定さ れ てしまう かも しれません。
電動糸鋸盤を購 入す る際 は、足踏 み スイ ッチ の付付付付 いた糸鋸台もももも同時 にににに購 入
しま しょう。机 の上 に置 いたりす ると振動が大きくな ったり、机 に邪魔され て立ち位置がう
まく取れません。購 入金額 は大きくな りますが、専用台 は必需品 です。
また、最 近 では、スチ ロー ルカ ッター機能を搭載 した電動糸鋸盤もあります。しかし、こ
れ は、重視 しなく てもよ いよう に思 います。置き場所 の問題もありますが、スチ ロー ルを切
るなら専用 のスチ ロー ルカ ッター の方が作業台が広 く て使 いやす いのは確 かです。電動糸鋸
盤 のスチ ロー ルカ ッターはあくま で小さな スチ ロー ルを切 る簡易版 と割 り切 る べき です。

以上 で電動糸鋸切り の技術指導 に ついてお伝えす る ことは、全 て終わりま した。ぜ ひ、こ
の方法を参考 に楽 で楽 し い授業を展開 してみてくださ い。次 の章 では、実際 の授業 に使え る
実践的な作品例を紹介 して いきます。当然 のこと ですが、練習 の為 の練習 では これま で のこ
とがな ん の意味 もなくな ってしま います。ぜ ひ、 これま で培培培培 ってきた技術 をををを作品作

りに生生生生 かしましょう。。。。

ポ イ ント ３０
メ ンテナ ンスは注油とととと清掃
ポ イ ント ３１
購 入す るなら アー ム の長長長長さと跳跳跳跳ねねねね上上上上げげげげ式式式式 にこだわろう。。。。
ポ イ ント ３２
技術をををを作品にににに生生生生 かそう。。。。

