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本研究の目的は，自律的な英語教師の成長における「気づき」の役割を探ることである。まず英語教師の気づきの

変化の特徴を知り，さらに教師の成長に寄与する要因を探ることを目指した。研究参加者は中学校に勤務する日本人

英語教師２名で，調査は授業観察，教師と生徒へのインタビュー，および質問紙を利用した。質的分析では，三段階

のコーディングを行い，それに基づいた理論化を目指した。結果としてわかったことは，１）英語教師の成長にとっ

て気づきは非常に重要な役割を果たすこと，２）「適応的熟達」（教師が作った一定の効果的なパターンを状況に合わ

せて調整する）の成長をするという説を支持する結果が得られたこと，３）教師が生徒の視点に気づくことが授業の

振り返りを促し教師の成長を促進すること，４）教師同士の対話も成長を促すこと，である。 

 

 

はじめに 

 

「どうしたら，英語指導が上達するのか?」「英語をさらに効果的に教えるためにどんな改善が必

要なのか?」これらの問いに対する決定的な答えを見出すことは難しい。だからこそ，多くの英語教

師はこの問いに対する答えを求め続けるのだろう。 

これらの問いかけに呼応するかのように，英語指導改善への多くの提案がなされている。まずは，

教師自らが課題を設定し，同時に調査者として仮説検証することが大きな反響を生んだアクション・

リサーチ。さらには，「教師が自分たちの指導を変え，授業を振り返り分析するために書いたり語っ

たりすること」(玉井，2009,p.146)を要とする「省察的実践」。また最近では，「言語習得の場で 
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の教師と生徒の互いのやりとりが両者の理解を促進する継続可能な方法（Allwrite, 2005，p.361）

（筆者訳）」としての「探求的実践」が提唱されている。本研究は，上にあげた方法の中から，特に

「気づき」に焦点を絞った省察的実践と探求的実践を指針として利用した。 

教師の成長過程での「気づき」の役割に最初に焦点をあてたのは，おそらく Freeman(1989)であ

ると思われる。指導の４つの要素である知識(Knowledge), 態度(Attitude),技能(Skill)，気づき

(Awareness)のそれぞれの頭文字をとった彼のKASAモデル(Freeman, 1989)を基に，本研究は，今ま

で注目されることの少なかった観点として英語教師の気づきがどのように教師の成長を促進するの

かを探った。 

 

先行研究 

 

１．教師の成長における「気づき」の重要性 

  Freemanは先に述べたKASAモデルの概念図を図１のように提示している。彼の考えによれば，教

師は自分が気づいている状況場面に応じた反応をするので，「気づきという要因が，KASA モデルに

おいて，超越的，統一的な役割を果たす(1989,p. 33) (筆者訳)」と述べている。図１に示すKASA

モデルでは，４つの要素の関連が表現されている。Freemanは，「言語指導は，４つの構成要素を基

にした決断選択の過程と考えられる(1989,p. 33)(筆者訳)。」と述べ，次のような仮説をたててい

る。「気づきは，単に何か起こっていることに注目したり理解したりする力というに止まらず，知識

と技能と態度を統合する要素なのだ。だからこそ，言語教育においてなぜ教師が成長し変化すべき

なのかを根拠づけるのだ(1989,p. 34) (筆者訳)。」図１の KASAモデルは，気づきが，技能や態度や

知識への注意を引き出したり探ったりする働きを表現している。つまり，気づきは，教師の成長に

とって，大変重要な役割を果たすと考えられる。 

 

 
図 1. 指導要素の図解モデル (Freeman, 1989, p. 36) 
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２．気づきに関わる教師の成長という言葉の定義 

 教師の成長に関する研究では，成長段階を示す型や分け方が数多く存在し，この点は本研究の枠

を超えているので議論は控えるが，「教師の成長」に関しては多少の意見の一致も認められる。まず，

いくつかの研究では教師が経験する成長のパターンに共通の型を見出すことは大変困難だと述べら

れている。英語教育においては，古家(2014)が最近の研究で，教師の経験年数は教師の成長を保証

せず個別に異なった多様な成長過程があると示唆している。また，坂本(2007)は教師の成長を「適

応的熟達」の過程として説明可能だと報告している。教師の成長を「適応的熟達」と説明したのは

Hammerness(2005)で，彼女は，「適応的熟達の核心は，効率的達成と状況から求められる変化のバラ

ンスをとることにある(p. 360)(筆者訳)」と述べている。坂本は Hammernessの論をもとに，適応的

熟達の経過をたどる教師は効率的な指導の型をつくる一方，環境の変化に応じて自分の指導法を変

えていくことで，より良い指導を作り上げていくと述べている。ただ坂本の研究は，成長の目標に

ついては触れていない。 Andrews (1978)は，教師の成長を，教師と生徒の両者の自律性を高めてい

く相互交流の創造だと定義している。同様に，小林(2008)は，自律した学習者を育成する指導がで

きるということは，教師が自律しているということと同義であるとしている。これらは教師の成長

を学習者との関係に焦点をあてた定義であり，こうした関係性の重視は教師の成長の目標の一つと

してあげられる「自己研修型教師」にも関わる。横溝(2009, p. 76)が述べているように，「自己研

修型教師」の特性は学習者の学びに応じた教材や活動を工夫する自律性とされるからだ。 

 「気づき」に論をもどすと，池田(2007)は，教師の成長を学習者との関係や変化への気づきを通

した生涯にわたる成長過程と定義した。Freeman(1989)のモデルも，成長の動因として気づきに焦点

をあてている点で，池田の定義を支持しているものと考えられる。以上のことから，本研究では，

「教師の成長」を多くの気づきを通して自律的で自己研修型教師へと向かう適応的熟達の過程と捉

えた。 

 ここで，教師の自律性と学習者の自律性についても言葉の検討が必要だろう。横溝(2009)は自律

した教師となるには，「自己研修型」教師であると同時に「省察的実践家」であることが必要だと述

べている。青木(2005)によれば，教師の自律性というのは，学習者の自律を促進することに努め，

それへの敬意をもつことだと言う。こうした論議を踏まえ本研究では，「教師の自律」を学習者の自

律性を促進しながら，生徒の課題や関心に合わせて自主的に指導過程をつくりあげることと捉える。

学習者の自律については，その用途が広すぎて，統一した見解を見つけにくい。したがって，本稿

では，学習者の自律を日本の中学校の生徒に限定した範囲で使用する。佐々木(2011)の定義を借り

ると，それは自分の目標を決め計画をたて実行し，教師の適切な指導の下で自己評価する過程と捉

えることができる。 

 これまで，いわゆる「達人教師」に関する研究はなされているものの，英語教師の成長のプロセ

スの研究は，多いとはいえない。そこで，本研究は，英語教師の適応的熟達の要因としての気づき

の変容を探求することを目的とする。具体的な研究目的は，２名の現職英語教師がどのように自分

の問題に気づいていくのかを理解することである。さらに，教師の適応的熟達における気づきの役

割を探ることである。 
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研究方法 

１．分析の枠組 

  この研究の基本的な目的は，二人の英語教師が自分たちの問題にどのように気づいていくのかを

調べることである。さらには，その気づきが教師の成長にどのような役割を果たすのかを探求する。

実際には，日本人英語教師２名に，それぞれ５回ずつ，どんな課題に気づいてきたかをインタビュ

ーし録音した。インタビューの主軸は，二人の各段階における体験や方針決定に置かれた。インタ

ビューと同時に，これまでの教師体験に関する質問紙の筆記回答を得た。加えて，それぞれの２－

３回ずつの授業をビデオ録画した。この録画は授業振返りインタビューの際に使用され，その様子

は，自身の授業の気づきを知るために録音され書き起こされた。また，優れた他者のモデル授業の

ビデオ映像を使って，二人の気づきや感想も録音された。加えて，それぞれ３名の生徒に授業後に

インタビューし，その録音と書き起こしも参考資料とした。 

 

２．参加者 

  二人の日本人英語教師，裕子
ゆ う こ

と佳
けい

（ともに仮名）が研究に参加した。二人の勤務校が調査者の家

から近く，二人の年齢が同年代であるという便宜上の理由からの選択である。また，インタビュー

対象である生徒各３名は，無作為に抽出した。参加者のプロフィールは，次の通りである。 

(1) 裕子 

  公立中学校での英語科担当教師歴８年。大学での専攻は英語教育だったが，大学時代は，中学校

の英語教師になることにそれほど意欲的ではなかった。新任の中学校で６年勤務した後，現在の勤

務校に異動して２年目。中学１年生と３年生の英語科授業を担当している。 

(2) 佳 

  大学で比較文化を専攻し卒業後，首都圏にある私立中高一貫校で８年間勤務後，一旦退職し，カナ

ダでのワーキングホリディを経験した。帰国後，出身地茨城県に戻り，2016年春，公立中学校での

勤務を始めた。中学１年生，２年生，３年生の英語科授業を担当している。 

 

表 1   裕子と佳のこれまでの職業経験 

年＼名前 裕子 (29才) 佳(32才) 

 2006  中高一貫校の中等部で英語教師として勤務を始める 

 2007                ↓ 

 2008         ↓ 

 2009 公立中学校で英語教師として勤務を始める        ↓ 

 2010         ↓          ↓ 

 2011         ↓  同校の高等部で英語を教える  

 2012         ↓               ↓ 

 2013         ↓               ↓ 

 2014         ↓ カナダのワーキングホリディに参加  

 2015 異動により現勤務校へ 公立教員採用試験準備(非常勤講師期間)  

 2016         ↓  公立中学校で勤務を始める 
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３． 研究方法 

  観察，インタビュー，質問紙の三種類のデータ収集が使われた。異なった種類のデータ分析によ

って，より参加者の理解を深めるとともにトライアンギュレーションにより研究の信頼性を高めた。

観察された授業はビデオ記録され，インタビューの内容は書き起こしされた。 

(1) インタビュー 

 それぞれの教師とそれぞれ５回ずつのインタビューを行った。第１回目は，観察した授業直後の

感想や意見について，半構造的インタビューを実施した。２回目は，これまでの教師として体験の

振り返りと，ビデオを参考に自身の授業内容について振り返った。３回目は，他の教師のモデル授

業のビデオを見ての気づきを中心としたインタビューである。以上２回目，３回目のインタビュー

は，比較的時間の余裕をとりやすい夏休みに行った。２学期10月の授業撮影の後，１学期と同様に

半構造的インタビューを実施し，最終的に本調査に関わる意見や感想について尋ねた。 

  生徒のインタビューは，英語の授業と担当教師への感想や意見を問うためにあらかじめ準備し 

た質問内容を尋ねた。対象の３人ずつの生徒たちは，無作為に選択した。 

(2) 質問紙 

  二人の教師には，自分たちの指導への信念や課題への気づきに関する質問内容に対して，２回目

のインタビューまでに記入してもらった。 

 

４．調査の経過 

 インタビュー，授業観察および録画，モデル授業の準備は，以下のように実施した。 

 モデル授業ビデオの準備は，調査者の元同僚を含めた６人の経験ある英語教師に協力を得た。そ

れぞれの勤務校の許可を得て，50 分授業ビデオ 10 本以上を記録し，その上で，今回の目的に合致

する参考授業ビデオを準備した。 

 裕子と佳の授業観察とインタビューについては，以下に図示した。 

 

表 ２.  本研究の授業観察およびインタビュースケジュール 

 データ収集 

6月 授業観察・録画 ，授業直後インタビュー（振返り，感想） ，生徒インタビュー  

7月 

8月 

インタビュー （プロフィール，信念，課題など） 

インタビュー （授業振返り，モデル授業についての気づき）  

10月（初旬） 

10月（中旬） 

授業観察・録画 ，授業直後インタビュー（振返り，感想） ，生徒インタビュー 

インタビュー （授業振返り，感想） 

 

 

５．調査結果の分析 

 高木(2016, p. 118-125)の手法を元に，下記のような質的分析が使われた。 

1） 第一次ラベル付け 
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まず，インタビューと授業の振り返りを書き起こし，質問紙の回答をデータ化し，焦点

化するテーマを見つけるために，仮のラベルをつけた。 

   2) カテゴリー分けと第一次ラベルの修正 

     仮のラベル付けを上位カテゴリーに入れて繰り返されるテーマを見つけて再度検討した

上で，一次ラベルの修正を行った。 

   3) コードの焦点化 

     上記のカテゴリーの関係性や順序を見極めてカテゴリーの上位概念を見出し，焦点化コ

ードを決めた。 

 最終的に，これらの結果をデータに基づいて分析し，研究対象の表現や状況をより詳しく伝える 

ために語りを付け加えた説明を用いた。 

 

  結果 

 

１．裕子の気づきと教師としての成長 

(1) 苦難 

  裕子の教師生活のスタートは，決して順調なものだったとは言えない。その出だしから多くの困

難が待ち受けていた。在籍生徒数 450名程度の都市中心部から離れた中規模校で，保護者からの進

学や修学への期待が高いとは言えない学校だった。何より新任教師に不信の目を向ける生徒たちに

苦労した。生徒たちから嫌われているように感じて，学校に行きたくないことさえしばしばあった。

英語の授業を工夫しようという熱意はあったが，指導に一貫性がなく，授業の到達目標も明確では

なかった。コミュニケーション活動ができるようにワークシートを準備してはいったが，生徒の実

態に必ずしもふさわしいものではなかった。 

(2) 最初に見つけた授業の流れ 

裕子は，次第に生徒たちの特徴を知るようになった。この生徒たちは，裕子に限らず，新任教師

には必ず不信の目を向けるのだと分かって少し救われたように感じた。新任教師に対する拒否的な

態度は毎年のことだったのだ。裕子が赴任して２年目の春に経験豊かな英語教師が異動してきたの 

だが，生徒たちの態度にショックを受け，なんとか生徒を授業に集中させようと方策を探していた。

他の教師もこれに呼応し，校内の英語科教師が共通して使える教材を工夫するようになった。まず

ビンゴから授業を始めるというのが，生徒の実態に合っているようだった。裕子は他の英語教師の

良い実践や助言を受け入れる柔軟さがあった。他の教師から学ぶだけでなく，さらに自作ワークシ

ートを同僚に提供するなどの貢献もした。先輩教師とのティームティーチングを経験する中で，彼

女は次第に一定の授業の流れを見つけていった。それは，まずビンゴで始まりパターンプラクティ

スに移ってドリルで終わるというパターンだった。初任校を異動するまでの間，裕子はこの流れを

続けた。実は，内心この流れに対する根本的な問題点に気づいてはいたのだが，その時点で他の有

効なスタイルを見出せないでいたのだ。 
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(3) 生徒の自己表現の必要性の気づき 

裕子が気づいていた根本的な問題点とは，自分の授業が生徒たち自身のことを語る機会をつくっ

ていないことだった。生徒が英語で話し合うというチャンスもほとんどなかった。その頃の彼女の

授業の流れは生徒の自己表現を促進するものではなく，振り返れば，大学時代に指導された方向や

授業公開で参観する授業とは異なるものだったのだ。 

I（インタビュアー）:ダメだと思ったのは,大学で学んだ影響？ 

Y（裕子）:大学の影響と,研究授業をやられている先生の授業をいくつか見に行く中で,自分がやってる

授業の何割がドリル型なんだろうとか,何割が決められたことをしゃべらせてんだろう,リピート，た

だのリピートになってるだろうってのを,ずっとこう,やだなやだなって思ってたんですね。  

I:どうして？ 

Y:ダメだなって思ったんです。いろんな先生の授業を見て,何が違うんだろう？明らかに違うなっていう

ので,例えば,「この子たちが同じ高校行ったら通用しないよな」って,「中学校で何やってた？」「ず

っとリピートしてた」,なんて言われたくないな,とか,「『何でしゃべれないの？』とか,言われちゃう

のは,生徒のせいじゃない。」って,見に行った時の先生も言ってたし,確かにそうだよなって思ったし。  

(8 月 25 日インタビュー) 

 (4) 生徒の自己表現に焦点を当てた新しい授業の流れ 

  次の段階への変化は，裕子が現在の勤務校に異動したことが大きな契機となった。異動先の中学

は初任校と大きく違って地方都市の中心部にあり，進学への期待が極めて高い学校であった。生徒

と保護者の両方からの期待も要求も高く，これまでのスタイルを変える必要があった。だが，彼女

はこの差異に比較的すぐに慣れて，異動先の生徒たちに合った流れを見つけた。まず，裕子は生徒

たちが自分自身のことを話題にした方が英語を使いやすいことに気づいた。この気づきは，彼女の

授業を文型の口頭練習で始めて，次に自分自身のことをお互いに話させるという流れに変えさせた。

つまり，裕子は新しい授業の流れを見つけた。文型導入からその文型を使った口頭練習，さらに自

己表現に充分時間をとった後，本時の内容をまとめるというものだ。くわえて，生徒一人ひとりに

合わせて授業プランを工夫した。例えば，生徒に書いて自己表現をさせる時は，苦手な生徒に配慮

して書く英文の数は生徒が自分で選べるようにした。さらに授業のプランをたてる時に，ある一人

の（ほとんどの場合，英語が苦手な）生徒を思い浮かべ，その生徒が取り組みやすそうな活動かど

うかを考える基準にした。 

(5) 教師として生徒を知ることの喜び 

次第に裕子は生徒の個性や特徴に気づき，英語の授業でそれを活用しようとするようになった。

言い換えれば，生徒の特徴を授業でうまく活用することで，英語学習に対する生徒の意欲を高めよ

うとした。例えば，ふだん他の生徒と話したがらないが，自分の好きな話題になると積極的に自分

のことを表現するというような生徒にも心をくだいた。彼女のクラスのタク（仮名）は，たとえ日

本語でも文章は全く書かない生徒だった。だが好きなことについてはよく話した。現在完了を教え

た授業で，裕子はタクのその特徴を生かした。彼のお気に入りはガンダムだが，母から受験勉強に

集中しないからという理由で，ガンダムを見ることを禁止されていた。タクは現在完了の継続用法

の英文を書くとき，「僕は，７才からずっとガンダムを見続けています。」と書くことが，現在完了

の継続用法にあてはまるかどうかと，裕子に質問した。彼女はこの質問を，教室全体に投げかけ，
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タク自身の具体的なエピソードとともに継続用法の具体的なイメージを全員に考えさせた。授業の

終わりに，タクは他の生徒の前で，Show & Tell スピーチをし，自ら綿密に描いたガンダムのイラ

ストを見せ，級友からの喝采を浴びながらスピーチを終えた。 

裕子は質問紙への回答で，生徒が自作英作文に取り組む際に，既習の書きやすい英文を使うので

はなく，自分自身が本当に表現したいことをなんとか英語で表現しようと工夫する様子を見るのは

教師としての喜びだと書いている。以下の生徒の言葉から，裕子が生徒を理解し励まそうとする姿

勢が，生徒たちの学習意欲を高めている様子がうかがわれる。 

    S1:英語は好き。苦手なんですけど，それを克服するために，がんばれるって言うか。 

       S2:英語の授業は好きで，今日も楽しかった。（裕子）先生は，いつも毎時間楽しくて飽きないゲーム

を色々つかってくれて，力がつく感じがする。夏休み，一か月のブランクがあっただけで，すごく難

しく感じるけど，がんばっていこうと思う。（10 月 12 日の生徒へのインタビュー） 

(6) 生徒の立場にたって考えることの気づき 

裕子は７月に記入した質問紙の回答に，中学１年生の授業を改善することを課題の一つとして挙

げている。小学校の外国語活動を体験してきた今年の１年生は，英語学習への期待のレベルがこれ

までより高いことを感じていたからだ。一部の生徒が，英語の授業内容を「やったことあるな」，

または「新鮮さがないな」と感じていると気づいていた。この気づきにより，他の教師による１年

生のモデル授業のビデオを見たとき，裕子は細部にわたってその授業の素晴らしさや意義を捉える

ことができた。つまり，指導過程の要となるポイントや指導の意図を裕子は容易に把握できた。 

自由度を作るのが上手だなって思ったのが,yesになるquestionをつくるってところです。公文式なんかでもやってますよね,

〇＋〇が９になる,みたいな,なんかストーンって落ちたきがしました。 

後は,特に１年生は小学校でやってきてるんだから,Ｄｏ you で軽く会話して,Can you で軽く対話して,Are you にもって

って,そっから,Yes, I am. Ｎo, I’m not. へもってってそこから,I’m,  I’m  not って逆からもってっても,全然違和感な

いんだなって,ちょっとすっきりしました。やっちゃいけない決まりなんてないですもんね。だから,希望がもててきました。

なんか,こう,とらわれないでこれから自分がやれるなあ。 

これからの１年生は,いろんなところから引っ張ってってそこに行くって,いろんな方法ができるんだなって思いました。am 

をやってから am not をやらなきゃいけない授業じゃなくていい。もう小学校でやってるんですもんね。 (８月２５日) 

裕子は，そのモデル授業がどんな風に生徒の知的好奇心を高めていたのか，自分がどこに刺激を

受けたかについて熱意を込めて語った。彼女は授業の成否の鍵が，生徒が英語で話したくなる必要

感だと結論づけた。 

必要性かなって。うまく行かないなって思う授業って,「なんでこれやんなきゃいけないの？」みたいなところがあった。自

分が生徒だったらそう思うなっていう,のは,そりゃ,注意も散漫になるよな,とか,別にしゃべりたいと思わないよなっていうの

が,活動が停滞する原因の一つ,なのかな,と思うんですけど。今日は,別に,みたいな。そうですよね,私が生徒だったら,別にーっ

て思う。結構。(１０月１２日) 

裕子が生徒を語る雄弁さは，注目に値する。彼女は，ある生徒の英作文が他の生徒のやる気を高

めるような学びの響き合いに重点を置いていて，例えばこう語っている。「今日，３年生の授業で，

一人の生徒が，『僕にとって，人生について考えるのは大切なことだ』って書いたんです。それを，

私がとりあげて，みんなの前で読んだら，『おれも，もっと書きたい。別なの書きたい。』て言いだ

して。こんな風に，お互いに刺激し合うことが生徒たちにやる気を出させるんだなって思います。」 
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さらに，タクのエピソードからは，一人ひとりの生徒に対する関心と配慮の深さと同時に，生徒

の立場を重視し，かつ生徒同士の響き合いを重視する裕子の姿勢を見て取ることができる。生徒の

視点に気づき，その必要感に応えようとする熱意が彼女の成長を促していると思われる。  

(7) 同僚との省察的な対話 

裕子は，ミチ（仮名）という力のある先輩教師から，どんなアイデアが有効だったか，またうま

くいかなかったか，というような指導実践に関わる話をよく聞いた。ミチとのこうした対話は，裕

子を元気づけ，自分の授業への意識を高めることになった。 

その先生,（教科指導への思いが）熱いので,普段の会話も「これ,私,失敗したの」とか,「どうやっ 

た？」「どうやる？」って聞いてくれたり,普段の職員室の中でも,「このページ,どうします？」「こ 

うやったら,うまくいったよ。」「うまくいかなかったよ。」みたいな,研修チックな話をよくしてた 

ので。なんか,（授業研究）やらないとなっていう（気にさせられます）。(８月７日) 

 こうして，裕子は同僚からの刺激を受けながら授業プランを考えたりどうすれば生徒が授業に積

極的になれるかを工夫したりすることを，次第に楽しめるようになっていった。例えば，どんな導

入文を使うと生徒がその授業に引き込まれるかと，想像するのが面白くなっていった。そのために，

裕子は生徒の好きな教科，例えば体育でどんなダンスをしているかとか美術で肖像画を描いている

とかの情報を集めた。生徒が楽しく興味を惹かれるように，英語の授業でそうした情報を生かして

導入文に使うようになっていった。 

(8) これからの課題の自覚と向上への熱意 

  裕子は，参観した公開授業等の良い点を掴んで，自分の授業に応用した。とは言え，自分の授業

にいつも満足できる訳ではなかった。参観した授業で気づく内容が深まるにつれ，自分の授業を振

り返ると自己評価も厳しくなった。10月の調査で２回目の授業振返りを行った際，生徒の活動意欲

の高まりが自分の目標だったにも関わらず，ビデオを見て生徒たちがそれほど意欲的ではない様子

に着目した。そして，いくつかの問題点を見つけていた。例えば，彼女が一人の生徒の支援をして

いた時，他の何名かは活動していなかったりつまずいたりしていたのだ。さらに，何より生徒の英

語使用の活動量を増やすことを目指していたのに，意外にも生徒の活動時間はかなり短かった。 

うまくいかなった点は，思ったよりも，間の時間があるなあっていうのが気づいて。活動と活動の間とか，一人一人が何もや

ってないで待ってたり，ただただ見てたりっていう時間があった。なんか，説明するにも，もっと全員巻き込めないかなって

いう。  

授業の中で（生徒を）見れてるようで見れてない，部分，例えば，全然できない S 君に付きっきりになってる間に，他の子

で，もっと，っていうか，つまずいている人もいるし，案外ぼーっとしてる人もいるし。だから，活動量・活動量っていつも

思いながらやってるけど，プリントを書いて出してくれるものよりも，その活動量は実は見た目より小さかったかもしれな

い，かなっとか。うーん。そういう気づきになりました。(１０月１２日)      

ほとんどの生徒が授業に引き込まれていて，教師とのインタラクションに集中している授業への

憧れを，彼女は，モデル授業のビデオの中に見出していた。 

１人が間違えてDo you ～ って言っちゃって、でも、周りの子が「違うよ、Are you だよ」みたいなみんなの空気感。全員

が当然のように「Are you 」「 Are you」「Are you」って（教えて）、その子も「あー Are you ～ 」って、ここがすごいで

すよね。すごいなーってここができるようになりたい。すごいなあって思いました。(8 月 25 日) 

 裕子は，教師としてもっと成長する必要があり，成長したい，と語っていた。この調査に参加し
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たことで，その意欲が強まったとも述べた。ここで注目したいのは，生徒を理解したいという熱意，

生徒の立場にたって授業を考えるという視点が，彼女に到達すべき更なるゴールを見出させたこと

だ。 

 

２．佳の気づきと教師としての成長 

(1) 教師としてのスタート 

  佳は，首都圏の中高一貫制私立学校で教師としてのスタートをきった。そこで勤務した８年間，

彼女は中学と高校の両方で教える機会を得た。主に英文和訳と文法説明が中心の授業だったが，自

分で反省し振り返る機会はほとんどなかった。最初の５年間，彼女は中等部を担当し，後の３年間

は高等部へ移った。中等部で求められた目標は，学習習慣を身に付けさせることだけだった。高等

部では，次の進路（大学，短大など）への受験合格が求められたゴールだった。佳は教科書を英文

和訳と文法説明で教えながら，「この指導でよいのか」という漠然とした改善の必要性を感じるにと

どまっていた。 

 その後，彼女は一旦職を辞した。８年間勤めた職を離れてカナダでのワーキングホリディに参加

したのには，いくつかの理由があった。彼女が教師を志望するようになったのは小学生のときに尊

敬する先生に出会ったことに起因するが，大学で比較文化を専攻して英語の教員資格を得たことで，

専門性を高める必要を感じていた。つまり，佳の中に英語教育を深く学んだ自信がないという欠如

感があった。加えて，まとまった期間の海外留学体験への彼女の願望を実現できるワーキングホリ

ディに参加する場合，応募できる最終の年齢だったのだ。この選択は挑戦だったが意義もあった。

カナダで一人で暮らすことで，人と英語で意志疎通することの実際の必要性を体験したし，発音や

聞き取りなどの向上を実感し，第二言語としての英語の指導法を学ぶ機会も得た。帰国後，彼女は

公立中学校の教師として出身地の茨城に戻ることにした。 

(2) 異なる環境 

  カナダから帰国し，以前の勤務校で一年間非常勤講師勤務の後で公立学校教員採用試験に合格し

た佳は，経験のある新採教師となった。何年もの経験があるとは言え，彼女は途方にくれていた。

中学１年生を教えたのは 10 年近く前のことだったし，生徒たちの学習の理解度や目的の違いが私

立の学校と比較して多様だったからだ。佳は，質問紙の回答にこう書いている。「公立中学は，私立

校から見ると，一人ひとりの生徒の学習の理解の差が比べ物にならないほど大きい。」そうした状況

で，生徒の到達目標や日々の学習に何を求めているのかを想定することが，彼女にはとても難しく

感じられた。 

(3) 葛藤  

  佳は，この 10 年程で英語の指導計画や指導方法が大きく変化しているのを感じた。例えば，高

校入学試験の英語の問題を調べても，その求めるレベルの聞き取りや読み取りの力を養うには旧来

の講義形式の授業では生徒の力を伸ばせないだろうと感じた。「自分のスタイルを変えなくては」と

思っても，講義形式の授業は，彼女にしみついてしまっていた。 

中学生に教え始めたのは 10 年ぐらい前，その時には講義的な授業がメイン。この 10 年ぐらいで英語指導について，アク

ティブラーニングだとか，もっと話したり聞かせたりしなけりゃいけないってなってて,あー，そうだなって。でも，自分に

しみついた講義形式の授業があるので，うまく，そのできないところがあって，もやもやしている。(７月29日) 
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  佳は，生徒たちにもっと英語を使わせるように自分の説明を減らそうと努めた。だが，生徒を引

き込むためのアイデアが不足していた。生徒たちからの反応は，肯定的な評価とそうは言えないと

いう評価の両方が聞かれた。 

S1:英語の授業，まあ好き。分からないところとかもよく教えてくれて，塾に行かなくてもよく分かる

ようにしてくれるので，先生の教え方がとてもよいのかなと思う。 

S2:正直言って，英語は好きではない。暗記する教科は好きではない。自分が関わる，参加する授業が好き，書きっぱな

しで終わる授業は好きでない。(７月１日) 

 

(4) 何が必要なのかの気づき 

佳は新任としての様々な業務に追われて，同僚と授業について十分に話す時間がとれなかった。

だが幸いにも，もう一人の英語担当の同僚とティームティーチングをする授業がいくつかあった。

すると，同僚が一人ひとりずいぶんと違う教え方をするということに驚いた。出張研修の機会もあ

り，彼女は徐々に他の教師の指導法から学ぶようになっていった。 

10月に実施したインタビューで，佳は公立中学校へ赴任してきた当初，自分が実行できていな

かった重要なポイントがあったと反省するようになった。何よりも，授業の初期段階で，生徒たち

に理解させるべききまりをしっかり提示しなかったことを悔やんだ。達成感のある授業を作ったり

一定の秩序を後から定着させたりすることを難しくさせたのは，そこに起因すると思ったからだ。

赴任当初，しばらくぶりに担当した中学１年生に対して気遅れをしてしまったのだ。ルール作りの

必要感に気づいたとき，佳は生徒に自分たち自身の秩序の必要性を気づかせるために，生徒が適切

に反応できるのを待つようにした。また佳は，他教師によるモデル授業ビデオを見たとき，生徒の

授業への集中の不足を気にしていたので，生徒が意欲的になる要素を授業ビデオの中に発見した。

そこで，多くの生徒が学習に意欲的に参加できるように対話活動を多く取り入れるように努めた

が，どういう活動が英語を使う必要性があるものか迷っていた。 

K（佳）:会話活動を取り入れるってなった時に，ただゲームとか，楽しいじゃなくて，やってるようでやってないような

ものもあったりするので，意味のある，楽しくて，かつ生徒が主体で参加するものっていうのを意識して探してるつも

りなんですが。 

I:意味のあるとは？ 

K:必要だから，必要だから書くとか，ただのパターンプラクティスにならないように，今必要だから，それを話さなきゃ

いけないってものを用意したいなとは常に思ってるんですけど。（10月23日） 

  佳は振り返って見直した授業がうまくいってないと感じたときにも柔和な態度を崩さなかった

が，前任校の私立中高一貫校とは基本的なシステムの異なる公立中学での勤務に内心では多少の混

乱を感じていたようだった。しかし，10月頃にはこの混乱を克服して，新しい授業形態を模索して

いた。彼女はその頃，同僚の先生が勧めてくれたビンゴを授業で使い始めていた。この教材は，彼

女にとって，現在の生徒たちに合う教材の工夫を示唆することになった。 

帯活動ビンゴ活動が定着してきて，よかった。向こうから，ビンゴやるんですよね，みたいなことをよく聞かれる。流れ 

がスムーズに進行できる。ビンゴでまず座って書く。その後段々授業内容に入っていけるという点で，あの生徒たちには 

合ってるのかなあと思います。（10月23日） 
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考察 

 

１．気づきは，どんな働きをしたか 

  本研究の結果では，気づきが知識，態度，そして技能の必要性を引き出すという，Freeman(1989)

の理論を支持する結果が得られた。とりわけ，裕子の「生徒の自己表現の必要」への気づきが彼女

の指導スタイルを変えるきっかけになったことは，気づきの重要性が窺われる。裕子は，それ以前

の自分の授業では生徒の自己表現が欠けていることに気づいていた。彼女は大学で英語教育を専攻

していたので，効果的な英語指導のための知識や技能を学んでいた。習ってはいたが，それらの本

当の意義には気づいていなかった。彼女がその必要性に気づいたとき，気づきが知識や技能や態度

を引き出し，指導を変えた。Freemanは，「Gattegno(1976, p. 4)が述べているように，『気づきは，

すでに知っていることへと立ち戻り，より詳しく，注意深く，より効果的に他の知識と関連付けな

がら，その知識を使っていくことを必要とする。(1989, p. 33)(筆者訳) 』と書いている。裕子は，

すでに自分が学んでいたことを実際の場で活用する必要性に気づいた。彼女のいわば眠っていた知

識は気づきによって引き出され目覚めた。このように問題点の気づきは，他の知識・技能・態度を

結び付けたり統合したりする要となると考えられる。 

 この結果からは，さらに，教師が自分の指導法を改善する必要を感じたとき，その気づきがKASA

モデルの他の要素，すなわち，知識・態度や技能を引き出すことが裏付けられた。例えば，裕子は，

自分の中学１年生の授業に改善の必要を感じていたからこそ，モデル授業ビデオを見たとき，指導

過程の鍵となる細かなポイントが理解できた。同様に，佳は，生徒の授業への集中の不足を気にし

ていたので，生徒が意欲的になる要素をこのビデオの中に発見した。同じモデル授業ビデオを見て

も，裕子と佳の気づきは異なっていた。だが，共通しているのは，二人とも自分が改善を求めてい

るポイントに注目するという点だ。なんとかしたいという問題点に気づいていればこそ，その解決

策となる知識や技能や態度に注目できるのだ。 

 

２．適応的熟達理論への裏付け 

 先行研究の章で述べたように，坂本(2007)は教師の成長を適応的熟達の過程として説明した。彼

は，教師の成長の特性を，効果的なサイクルの形成と多様な必要性に対応する変革との連続的な過

程として捉えた。さらに，規則的熟達の典型として算盤の例をとって，適応的熟達との違いを述べ

ている。前者が体験と訓練によって発達を遂げ一定のレベルで成長を終えるのに対して，後者は作

り上げた一定の効果的サイクルを環境の変化に対応して新たなサイクルを作り上げると言った螺旋

的な成長を続ける。この調査で見てきた裕子の成長の軌跡は，以上の坂本の理論を裏付けると言え

る。佳についても，裕子ほどに顕著とは言えなくても，新たなサイクルを模索している様子が見て

取れる。以下に，二人の熟達的成長を示す軌跡をたどってみよう。 

 

(1) 裕子の軌跡 

 裕子は，教師としての早い段階で，同僚らと共に当時の生徒たちの実態に即した最初のサイクル

を作り上げた。だが彼女は，その授業サイクルが生徒自身の表現や実際的なやりとりを欠いている

ことに気づき，次のスタイルへと導かれた。裕子が次の学校に異動したとき，彼女は自分の授業を
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変えるチャンスを見出した。まず，新しい学校では生徒指導的な問題が少なく，より多くの時間を

教材研究に費やせたこと。さらに，異動先の学校では校内研修を推進する雰囲気があり研究授業を

公開する機会があったことや，指導実践に関わる同僚との対話も授業改善に役立った。また，裕子

は生徒の立場に立ったものの見方ができたので，研究授業等を参観した際，その視点から授業の要

点を掴んだ。この見方が，彼女にさらに自分の授業を向上させる意欲を高めた。以上の考察および

裕子の成長を示す図から，教師の職業的成長が一定のサイクルをつくり，問題を見出し，さらに次

のパターンを作り上げるという適応的熟達の経過をたどることを示唆している。 

裕子の気づきと教師としての成長の軌跡を，以下の図に表現した。 

 

 

 

図 ２. 裕子の気づき（左矢印），成長過程（中央），環境要因（右矢印） 

 

(2) 佳の軌跡 

 佳は小学校の頃から教師になりたいという夢はあったが，英語教育を深く学んだ自信はなかった。

私立中高一貫校の中等部では学習習慣を身に付けさせること，高等部では大学・短大などへの受験

合格をゴールとして講義式の授業をしながら，英語教師としての不足を感じていたと言う。だから

こそ，職を辞して海外生活に挑戦し，その体験に自分でも成果を感じていた。しかし，条件の異な

る公立中学校で初任者として勤め始めると，とまどいも大きかった。前任の私立学校で求められて

いた指導は，新しい環境では有効ではなかった。自分に何が欠けていたのか，必要としているのは

向上への熱意

授業の新しい流れ
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苦難

気づき 

生徒の立場に立つ 
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何なのかに気づいた佳が，講義式の授業からの脱皮に苦労しつつ，同僚からの刺激を受けながら新

しい授業の流れを見出そうとしている成長の様子を以下の図に示した。 

 

 
図 ３. 佳の気づき（左），成長過程（中央），刺激を受けた要因（右） 

 

 本稿３ページでは，教師の自律を，自己研修的，省察的であると同時に，生徒の自律性を高める

ものと定義した。この調査からは，自律的成長に関する次の２つの仮説（生徒の立場に立つ視点と

同僚との省察的な対話）を提示することができるだろう。 

 

３．生徒の立場に立つ視点 

 裕子は，初任校で見出した授業サイクルが生徒の自己表現を欠いていることに気づいた。この気

づきが，やがて彼女の授業を変えていく大きな要因となった。生徒の表現に注意を払っていくうち

に，彼女は生徒の感覚に近づいていった。彼女は，授業をする教師であると同時に，授業を受ける

生徒の視点も感じるようになっていった。生徒の立場に立った見方ができることが，生徒の学習意

欲につながることは，裕子の「教師として生徒を知ることの喜び」の節のタクに関わるエピソード

（７－８ページ）や，生徒たちのインタビューの言葉に表れている。彼女は，授業プランを立てる

時にも，具体的な生徒の反応を予測するようになっていった。客観的省察的に授業を見るために，

生徒の立場からの視点を得ることが教師の自律的な成長につながると考えられる。  
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４．同僚との省察的な対話 

  裕子と佳の体験を比較すると，もっとも大きな相違は，これまでの勤務校における同僚との関係

だ。裕子が初任校や現勤務校で得た同僚との豊富な対話に比べると，佳はほとんどそうした交流の

機会がなかった。その条件が，佳の授業づくりに与えた影響は小さいとは言えない。だが，佳は現

勤務校で，まだほんの短期間であるにせよ，授業について語り合うことから得るものを感じていた。

佳は，「夏休みに，校外での出張研修がありました。他の学校の英語の先生方と情報交換したのがす

ごく印象的でした。もっと他の教え方があるなあ，とか，他の先生も私と似たような問題を抱えて

いるんだ，とか。おかげで，ほっとしたりたくさん学んだりできました。」と述べている。 

裕子は，ベテランでありながら自分の失敗を隠さず，対等に接してくれた先輩ミチへの敬意を深

くしていた。佳の感想や裕子とミチとの関わりから，授業についての自由な感想や意見のやり取り

などの協力的関係が教師の成長を促す重要な役割を持つと考えられる。     

 

結論 

 

  本研究は，教師の気づきがその成長にどんな役割を果たすのか，また教師の自律的な成長を促進

するのにどんな要因があるかについて調べることを目的とした。本研究では調査者が被調査者（教

師）と上下関係がないことから，教師の実感を引き出し，とらわれない条件での教師の成長につい

て調べることができたように思われる。 

 主要な発見は，次の四点である。第一に，何が問題であるかに気づくことが，その解決への力を

生み出し，教師の成長へと導くこと。第二に，同僚との授業の実感を交わし合える対話が，教師の

成長を促進するということ。第三に，英語教師が生徒の立場からの視点に気づけば気づくほど，自

分の授業を効果的に省察でき，生徒の意欲を高める自律的な教師に近づく可能性があるということ。

第四に，本研究は，英語教師の成長が，まず効率的パターンを生み出しさらに状況に合わせてやり

方を変革していくという適応的熟達の理論を支持する結果を得たこと。 

 加えて，本研究の限界についても，触れておきたい。研究対象が２人と少ないこと，さらに研究

期間が半年と，本研究のテーマとするような質的研究として短期間すぎることである。 

  研究を通して，調査者は本調査に協力してくれた教師たちが，日々の授業改善に対してひたむき

に努力する姿に感銘を受けた。あるときはその授業準備の周到さに，別の場合には生徒の集中度の

高さに感動した。 

  結びとして，本研究結果は英語教師の成長が問題の気づきによって促進されることを明らかにす

るとともに，自律的な成長の道を歩んでゆく上で，それを促進するいくつかの要因を見出すことが

できたと考えている。今後，英語教師の自律的な成長を促進する要因について，多くの参加者と長

期にわたる調査により，さらに研究が深まることを期待する。 
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